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第５回総務文教常任委員会会議録 

平成２７年７月２９日（金） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １０時３２分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①平成２７年度普通交付税算定結果について 

  ②清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定について 

  ③交流活動施設（仮称）の整備計画について 

 ●生涯教育課 

  ①平成２７年度清里高校生海外派遣研修事業について 

  ②スポーツ合宿受入について 

  ③町民プール利用状況について 

  

２．次回委員会の開催について 

 

 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  村 島 健 二    委  員  池 下   昇 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       澤本 正弘    ■総務課参与      本松 昭仁 

■企画財政Ｇ総括主査  泉井 健志    ■企画財政Ｇ主査    水尾 和広     

■企画財政Ｇ主査    横畠 敏樹 

 ■生涯教育課長     伊藤 浩幸    ■社会教育主幹     原田 賢一     
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第５回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○勝又委員長 

 暑いので、上着を脱がせていただきたいと思いますので、職員の方々も。それでは大きな１番

町からの協議報告事項について、総務課よろしくお願いします。はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 総務課より、平成２７年度普通交付税の算定結果。２点目は清里町まち・ひと・しごと創生総

合戦略の策定について、３点目は仮称でございますが、交流活動施設の整備計画について各担当

よりご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 よろしくお願いします。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは私の方から平成２７年度普通交付税の算定結果につきまして、御説明を申し上げます。

１ページになります。 

平成２７年度の交付額につきましては、５千３００万円増額の２４億８千３３２万２千円の算

定となっておりまして、前年度比１０２％となってございます。それでは算定概要について、御

説明申し上げます。まず、基準財政需要額ですが、これは行政運営のための財政需要を一定の方

法により合理的に算定した額でありまして、また基準財政収入額とは国税を含む税収入などを一

定の方向により算定した額であります。この基準財政需要額から基準財政収入額を差し引きまし

た、財源不足分を普通交付税で交付する措置をされるという仕組みになってございます。また普

通交付税を算定するにあたって大きな要因となります、人口につきましては昨年と同様、国勢調

査の数値４千５５１人を用いておりまして、人口による増減は生じておりません。それでは普通

交付額算定の内訳についてご説明いたします。 

大きな２番の交付額算定の内訳の基準財政需要額の欄をご覧ください。前年度からの増加額は、

１億３千２４万４千円でありまして、その主な要因としては中学校費における生徒数学級数の増

加が１２７万１千円。また社会福祉費における子ども子育て新制度にかかる算定項目の増が６８

０万６千円。さらにその下の段にありますが、うち人口減少等特別対策事業費８千４３９万１千
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円につきましては、算定項目の新規追加でありまして、まち・ひと・しごと創生事業に対応し、

普通交付税におきまして既存の地域の元気創造事業費に加えて、新たな費目として創設されてお

ります。この算定に当たっては、人口を基本とした上で、まち・ひと・しごと創生の取り組みの

必要度等を反映したものであります。これらの増加が主な要因となってございます。また前年度

から減少した部分につきましては、７千１１９万５千円でありまして、小学校費における学級数

の減、廃校に伴う数値急減補正の減少分が７９４万３千円減の７千４４８万２千円、それと地域

経済雇用対策費については、単位費用の減という事で１千８４６万８千円減の１億９千９２５万

１千円であります。基準財政需要額は３１億７千１３２万１千円であります。 

続きまして、中段基準財政収入額をごらんください。前年度からの増加額は、２千６７８万３

千円でありまして、その主な要因としましては、消費税率引き上げによる地方消費税交付金の地

方配分額の増、これが２千２８６万７千円であります。また前年度から減少した部分につきまし

ては、２千３４万３千円でありまして、固定資産税の減ということで、評価替えの年度に当たる

ことによる土地、家屋等の評価額の減、及び昨年度において償却資産取得。これによって一時的

に増加したことによります減ということで、固定資産税にかかる減額分が合わせまして１千３０

３万６千円でありまして、これが主な要因となっております。基準財政収入額は、５億２千１１

１万９千円となっております。 

続きまして、その下の臨時財政対策債につきましては、前年度からの減少額が３８０万８千円。

これは国の交付税財源調整ということで、１億６千３４６万３千円となっております。その下の

錯誤額はございません。一番下調整額につきましては、交付税総額全体の調整ということで、３

４１万７千円の減となっております。また調整額算定につきましては、①の基準財政需要額から

③の臨時財政対策債を引いたものに一番下、記載の調整率をかけたものとなります。これらを算

定した結果、平成２７年度の普通交付税が２４億８千３３２万２千円となっております。なお管

内計でございますが、オホーツク管内オホーツク総合振興局管内の市を除く町村の平均伸び率が

１．２％となっておりまして、本町はほぼ平均的な伸び率というふうになっております。以上が

平成２７年度普通交付税の算定結果であります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま平成２７年度の普通交付税の算定結果について報告ございました。委員の皆様から何

かありますか。質問等ありませんか。なければ先に進みます。②番清里町まち・ひと・しごと創

生総合戦略設定についてよろしくお願いします。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略にかかる算定作業の状況について、ご説明の方をさせ

ていただきたいと思います。２ページをごらんください。 

まず、１．町民対象といたしまして、①町民アンケートの方を実施させていただいております。

配布数９６７通うち回収数が４６４通、７月１７日まとめ現在でございます。この町民アンケー

トにつきましては、現在コンサルによる作業中でございまして、報告書等ができ上がり次第、改

めて皆様に御報告の方をさせていただきたいと思います。また直近でおさえております、集計結

果数値等につきましては、近日中にホームページの方で公開をする予定でございます。 

２番目②清里まちづくりフォーラムでございます。８月１日１３時３０分より生涯学習総合セ
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ンターにて、東京農大長澤教授を進行役に迎えまして、雇用、子育て、交流、安心、安全のキー

ワードをもとに、比較的自由な雰囲気で自由な手法で行うワールドカフェの手法にて清里町のま

ちづくりに対する意見交換の方を行っていきたいと思っております。 

③番目といたしまして、まちづくり懇談会でございます。各地域の皆さまで清里町の目指すべ

き将来の方向性を考えるため、まちづくり懇談会を開催させていただきます。日時は８月１７日、

１８日、２０日の１９時より３日間行います。１７日は、札弦センターで札弦神威地区の方々と

意見交換を１８日、１９日はプラネットで開催し、１８日は清里市街の方々、２０日は上斜里向

陽江南地区の方々と意見交換を行う予定でございます。これにつきましては、８月１日付広報き

よさと内の記事にて周知をさせていただきますとともに、自治会長の皆様に文書にて周知及び御

出席のお願いをしているところでございます。 

２番、推進委員会状況でございます。①といたしましては、７月１日に第１回会議を開催して

ございます。内容といたしましては、まち・ひと・しごと創生法の概要等を説明するとともに、

委員各位から現状の説明やお考え等の発言をいただいております。②といたしまして、第２回会

議を８月１０日に開催いたします。協議内容といたしましては、まちづくりアンケートの結果報

告及び分析、またフォーラムでの意見の報告をフォーラム等で出ました意見の報告を行った上で、

まちづくりに関する課題の掘り起こしを行う予定でございます。 

３．庁舎内組織策定本部でございます。①といたしまして６月３０日に第１回会議を開催して

ございます。内容といたしましては、総合戦略の策定方針や今後の策定作業について説明をして

おります。また②といたしまして策定本部の下部組織でございます。ワーキンググループ会議を

７月１０日に開催し、本部同様総合戦略の策定方針や今後の策定作業について説明しております。

③といたしまして、第２回会議を８月３日に開催いたします。内容といたしましては、庁舎内に

依頼いたしました事業シートの集約状況の報告等を行います。推進委員会本部会議の議案等につ

きましても、近日中にホームページにて公開をする予定でございます。 

続いて資料の方のご説明をさせていただきたいと思います。 

資料１、清里町における人口の現状でございます。人口の現状の方をご覧ください。１ページ、

総人口の推移でございます。（１）の表といたしましては、国勢調査等による実績数値を基に国

立社会保障人口問題研究所が公表している減少率に当てはめた場合の推計値の方を示させていた

だいてございます。続きまして２ページ人口動態でございます。本町におきましては、自然動態

と呼ばれる出生と死亡の推移において死亡数が出生数を上回ることが続いており、社会動態と呼

ばれる転入転出数につきましても、平成２６年度は均衡したところでございますが、例年ほぼ転

出超過が続いているところでございます。その他４ページには、結婚と出産。６ページから８ペ

ージには直近の年齢階層別転入転出者数及び転入元転出先の統計数値が記載されており、１０ペ

ージには産業の就業構造が記載されております。この人口資料につきましても、現在さらに分析

を進めたものを作成しているところでございまして、報告書ができ上がった段階で改めて御報告

の方をさせていただきたいと思います。 

また、資料２及び資料３につきましては、アンケートに関する単純集計及びアンケート本体と

なってございます。こちらにつきましても、分析の方を今進めておるところでございまして報告

が上がった段階でご報告の方を改めてさせていただきたいと思います。以上現状の報告でありま

す。終わります。 
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○勝又委員長 

 ただいま、清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定について説明がございました。委員の

皆さまから何かございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ２ページのまちづくり懇談会についてお伺いしたいんですが、これ３日間ということでやる予

定なんですけども。時間は何時から予定しているんですか。 

 

○総務課参与 

 １９時ということで、夜の午後７時から行う予定で、先ほど水尾の方から申し上げました、３

地区に分かれて３ブロックに分かれて、それぞれの地域の方々と意見交換をさせていただくとい

うことにしていきたいと思っています。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 実は、平成２４年の９月１８日に町民会館で町長が町民懇談会ということで同じく懇談会やっ

たんですけども、そのとき懇談会のテーマを設けまして、そのテーマが第５次総合計画に基づい

てということでやったんですけど、実際町民懇談会はそういった難しいテーマをつくりますと町

民の人があんまり出向いてこないんですよ。主に町の自治会の長さんとかそういう方々が多く一

般人の方がほとんどいないっていうのが現実で、全部ひっくるめても３０名いるかいないかの懇

談会だったんですよ。できればこういった懇談会はなるべくテーマを作らないで自由に町側と意

見交換できる懇談会にしないと、町民の方も足が遠のくというふうに私は思いますので、その辺

はどういうふうに考えているのか。以前と同様にテーマをつくってやるのかどうなのか。その辺

はいかがですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 まずこのまちづくり懇談会の関係でありますけども、今、池下委員の方から指摘を受けている

ように、その２４年の９月の段階では、その総合計画の関係で住民、町民の方々の御意見を聞く

というような幅広い部分の中でやったのかなと。これからの清里の将来に向けてというようなテ

ーマだったのかなというふうに思っています。そういう部分でいくと意見も中々出づらいのかな

というふうに思っております。 

ただ今回のこの懇談会につきましては、総合計画も当然今年度ローリングの年、中間年の見直

しの年でありますから、この意見を、当然総合計画にも後々反映していくということにはなるか

もしれませんけども総合戦略、今回の先ほど申し上げました４つの柱、雇用の関係、人の流れを

つくる関係、若い人たちの出産や子育てや結婚、さらには安心な暮らしを守るというような４つ
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のテーマがあるものですから、そしてその目標を町としても総合戦略の目標のビジョンとして掲

げているものですから、まずそのテーマのもとにお声をかけさせていただいているということを

御理解いただきたいというふうに思います。 

それでこの１７日と１８日と２０日にやる前に、１日に先ほど申し上げましたフォーラムもや

ります。フォーラムについては、私達の方から積極的に若いお母さん方、子育てをしているお父

さんやお母さん方に積極的にお声をかけているところであります。先ほど池下委員おっしゃられ

たように来るメンバーが、結構上の年齢で役職を持った方々が多いというような御指摘もいただ

きました。今回の分については、テーマがこういうテーマですから、なるべくこれからの清里町

を考えていける、実質的にそこに住んでいける方々のお話を聞きたいということで、１日のフォ

ーラムについてはちょっと人数がなかなか正直な話、麦刈りの時期であるとか各自治体がイベン

トを持っているとかで、なかなか今集まりが悪いわけでありますけども、その中でも今色んな部

分でお声をかけさせていただいて、そういう方々も来ていただくように設けております。 

さらにそれだけは当然話をしづらいとか、ちょっと行きづらいという部分もあるかもしれませ

んし、違う形でもうちょっとコンパクトにした各地域に分けてやっていく場を設ける。それから、

そういうところではなかなか言えないんだけどもという方々には、先ほど申し上げましたアンケ

ート調査を行っております。これが実は先ほど水尾の方から発表しましたように、１千通ぐらい

配って半分ぐらい戻って来ているということであります。これ半分ぐらいって少ないじゃないか

と思われる方もいらっしゃると思いますけども、普通こういうアンケート調査をしますと、その

コンサルの方に聞きますと２割ぐらいしか戻ってこないそうです。で、自由記載があんまり無い

と。うちの方は自由記載が２割ぐらいきています。ですから、そういった部分では、そういう場

には出づらいんだけども、意見はしっかり言いたい人はたくさんいるんだということも事務局と

しては受けとめなければならないのかなというふうに。当然それらの意見は先ほど水尾の方から

申し上げましたとおり、公開していきますし、十分に意見反映なりできるように協議していきた

いなというふうに思っております。そういった部分でいろいろ非常にお忙しい時期、お忙しい中

で、いろんな方々がいろんな立場の中で言えるような状況を提供しつつですね、反映していきた

いというふうに思っておりますので、なかなか浸透し切れない部分がまだあろうかというふうに

思いますけども、御理解をいただきたいというふうに思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今回、国からのひと・まち・しごと創生を各市町村に国の方から出されてプラスアルファの交

付税ということで、話はあったんですけども、別にそういうことが国から無くても、うちの町独

自でいろいろなまちづくりのためにやらなきゃならない、これは当たり前のことなんだけども。

じゃあなぜ懇談会をこの忙しい時期にやらなきゃなんないんだっていう。もっと暇な時期見つけ

てやる手法もあったんじゃないのかっていうふうに思うんですよ。それと８月１日に、そういう

会議をやるのに忙しい状況の中で、何人若い人たちが来るかもわかんないと。で終わったあとに

２週間後ぐらいですけども、こうやって会議をやったときに、例えば今回は夜なんですけど、８

月１日に出てきたメンバーだけが、またそのまま出てくるようなことにならないように一般の町
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民の人が出てきて、いろんな意見を言わないと懇談会の意味がないんですよ。そこら辺十分町の

方も考えてはいると思うんですけど、十分そこら辺考えて今後も進めていただきたいというふう

に思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 まちづくり懇談会の関係でございますが、今本松の方からいろいろ説明をさせていただきまし

たが、今回のまち・ひと・しごと創生戦略については、ある程度前回の委員会でも御説明したと

おり、１０月を１つの目途として取りまとめをしていかなければならないというスケジュール的

なこともございます。その後、それをいかに総合計画の方に反映していくかっていう、これもま

た１つのスケジュールがございますので、それに基づきまして、なかなか町民の方お忙しい中か

と思いますが、日程を設定させていただいたという状況でございます。極力いろいろな方が参加

しながら町長の方と懇談をできるような体制を作っていきたいと思いますので、ご理解をいただ

きたいと思います。それともう１つ今回のまちづくり懇談会と、町民課の方でやっています、ま

ちづくり対話懇談会と言葉的に似ているんですけど、ものが違うということで御理解をまずして

いただきたいなと。 

今回のまちづくり懇談会は、あくまでまち・ひと・しごと創生戦略に対する４つの柱に対する

いろんな意見交換の場でございます。もう一つのまちづくり対話懇談会は各自治会でいろいろな

課題等々あるものを町長と直接いろいろと対応しながら方向性を見つけていくという懇談会だと

いうことでございますんで、その辺御理解をしていただきたいなと思いますんで、お願いいたし

ます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これ最後のお願いなんですけど、実は２４年の懇談会の時に広報に載ったんです、確かに。意

見交換会やりますよって。ところが広報の確か５ページか６ページ目の隅っこの方に、こんな小

さく載っただけなんですよ。記事として。やはり町長が本当に真剣に、この町づくりのこと考え

て懇談会をみんなとやろうっていうんであれば、やっぱり広報開いた１面２面にドカンと載せる

ぐらいの気持ちでやってもらいたいなというふうに私は思うんですよ。そこら辺お願いして、質

疑を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○総務課参与 

 その周知の関係でありますけども、申し上げました広報の方に載せます。その後のですね、ま
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た、さらなる周知についてはですね、さらに検討していきたいというふうに思いますので、御意

見を拝借したいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さんはい、河口委員。 

 

○河口委員 

 そのアンケートの件でちょっと質問したかったんですが、行政サイドとしては一般的な回収率

から見ると、非常にいいんだという回答いただいたんですが、このへんは私どうなのかなと。半

分ですよね、約５０％弱。これが本当に回収率が良いという判断なのか。人口比で割っていった

ときに、それが正しい数字なのか、ほんとに関心を持っている数字なのかっていうと、まだまだ

あった方がいいかなというのが私自身の考えです。 

今後この人口ビジョンのアンケートにどういう形でっていうのはちょっと質問したかったんで

すが、内容見まして７月１０日ですから、もう既に７月１７日のこれが最終の回収率なんだろう

と思いますけども。中身は国から出ているホームページも見るけども、国の指標として必要な再

度国側の意見の部分が多いのかな。これが果たして将来清里町のいろんな戦略の中に役立つアン

ケートなんだろうかって言った時には、若干やっぱり疑問があると思うんですね。私、この町自

身の将来を見たきちんと国からのこういう資料がほしいっていう訳でない。本当にこの町の将来

をかけたアンケートっていうのは、我々でって言いますか、要するに町民に本当に必要なここの

町のビックデータをつくるんだということで、もう一度しっかりとしたアンケートを将来的には

やって欲しいなというのが私の意見です。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、本松さん。 

 

○総務課参与 

 今河口委員の方からおっしゃられたビックデータというのは今、当然他の道や国の方でも注目

されている作業でありますし、当然ビックデータというような様々な情報があれば、その情報に

基づいて、いろんなカテゴリーの中でまちづくりが進められるのかなというふうに感じます。 

今回の部分については、総合戦略を策定するという部分の中でのアンケート調査ということで

御理解をいただいきたいと思いますし、今回の総合戦略が終わった後の総合計画にビックデータ

の活用なりというのが間に合うかどうか、改めてのアンケート調査ができるかどうかっていうの

は、ちょっと今お答えはできませんけども、今後そういうビックデータの活用というのは当然重

要になっていくのかなというふうに考えておりますので、検討させていただきたいと思いますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 いいですか。他の委員さん。はい。加藤委員。 
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○加藤副委員長 

 １点だけ。推進委員会２回目が８月１０日にアンケートの集約をされて、その中で今後のまち

づくりに対する、まち・ひと・しごとの部分に対するこれからの清里における課題を掘り起こし

ていく、ある意味ではこの懇談会に向けた基礎資料的なテーマの話題提供という形の側面が、非

常にここの委員会は大切なんだろうと思うんですが、実際に懇談会をやった時に説明と方向性と

いうだけで、半分以上終わってしまって、結果として意見が出ないというのが、多くの場合見受

けられるというのが１つあるので、話題を多く提供しようということが、余りに説明時間が多く

なりすぎて、個人の意見を聞き出すことができないと流れでいきそうな気がしてならないわけで

す。ある意味では、活発な論議がなされないが故にそうせざるを得ないということもあると思う

んですが、その辺の部分について懇談会とかじゃなくて事前にいろんな人といろんな論議を闘わ

す。何と言ったらいいんですかね、出向いて５人とでも６人とでもいろんな会議をやって、本当

にそれぞれの地域、それぞれの団体それぞれの世代が思っていることをくみ取っていけるような、

そういう形も参考にしながら進めていく。 

決められた期限はあるかもしれないけれども、思った通りの道筋をつくるんじゃなくて、実態

はどういうふうに描いているんだろうかっていう部分を１つ参酌しながら、進めていっていただ

きたいわけです。 

 

○勝又委員長 

 はい。総務課。 

 

○総務課参与 

 副委員長おっしゃるとおりだというふうに思っております。当然懇談会なりフォーラムもそう

ですけども、ある程度の情報提供、状況提供はしなければならないというふうに思っております。

ただ、当然そこはこちらから一方的な説明会という意味合いではなくて、意見をしっかり聞く。

それぞれの団体やそれぞれの方々の思いを聞く場にしていきたいというふうに思っております。 

この辺、意見が出るような懇談会もありますし、なかなか出ないというような懇談会もありま

す。事務局側としても、なかなか難しい部分もありますけども、できるだけ参加者の人数が多い

少ないに限らず、参加者の方々の思いや意見を十分に反映できる意見が出しやすいような場のフ

ォーラムにしていきたいと先ほども水尾の方からも申し上げました。懇談会につきましてもなる

べくそういう形にしていきたいというふうに思っております。 

最後の方に副委員長からおっしゃられた、そういう各それぞれの小さな団体やサークルやグル

ープの方々の意見等も十分に汲みなさいという御指摘だと思いますけども、推進委員会の中でそ

れぞれの団体の方々の代表にも来ていただいておりますので、そういう方々と通じながら意見も

集約していきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他の委員からありますか。ありませんか。 

僕もちょっと。アンケートのこの集計ね５割満たないわけで、こんなことで十分なのかなって

思ったら、コンサルの方では普通は２割というようなショッキングなことを聞いたわけですけど、

一応町民に対して意見を聴取するという部分でのスタートを切ったわけでございますけれども、
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これから８月１日、そしてまちづくりの懇談会とありますので、委員会の方でも出ました幅広い

層からの意見集約をきちっとされた形の中での総合戦略策定というような形で進んでいただきた

いなとそのように思う次第でございます。 

無ければ、以上で終わりたいと思います。よろしいですか。それでは③交流活動施設（仮称）

整備計画についてよろしくお願いします。 

 

○総務課参与 

 それでは私の方から、資料４をご覧いただきたいというふうに思います。この図面につきまし

ては、何度か常任委員会等でお示しをさせていただいているというところでありますけども、こ

の平面図がある意味最終ということで御理解をいただきたいというふうに思っております。何度

か微調整を加えておりますので、全体的なお話をさせていただきますけども、微調整した部分を

中心に、まず簡単にお話をさせていただきたいというふうに思います。 

全体的な部分につきましては、変更ございません。真ん中から右側になりますか、大きなテラ

スになります。このテラスにつきましては、一部焼酎工場側の階段を大きくしたり、ローリング

カーテンって言うんですかね、上からちょっとひさしが出てくるようなテントみたいなものを掛

けて、外でくつろぐ際に日差しよけになるような部分です。この床につきましては、パパスの足

湯の周りに化粧コンクリ―って言うんですかね、ああいったような打ちっぱなしの上に化粧をか

けるというような感じにしていきたいなというふうに思っております。真ん中の部分につきまし

ても、一部喫煙室をちょっと左側の外に出しまして、授乳室を幼児コーナー、いわゆる子どもと

お母さん方が遊ぶようなところの傍にさせていただいたところでございます。倉庫は大きければ

大きい方ほど良いっていうことで、少し大きめにさせていただいているところが、若干変更にな

ったところでございます。あとは車いす等にも配慮しましてスロープ、それから階段につきまし

ても配慮したいということでございます。これが全体的な何度かお示しさせていただいておりま

すけども、図面でございます。 

次のページと、その次のページということになりましょうか。外壁図の図面でございます。こ

の図面につきましても、かなり前の常任委員会で一度この市松模様というような部分でお伝えし

たところでありますけども、議員の皆様の一部御指摘もちょっと派手ではないかと落ち着かない

んではないかというような御指摘もいただいているところであり、その後幾度となく精査をさせ

ていただいて、色を落ちついた色で内側の部分だけ、例えば緑を入れるＢ案。これで黒っぽいと

ころは屋根部分になりますけども、そういった形で落ち着いた部分、それから事務局の提案のＡ

案というところで再度内部でも協議をさせていただきました。最終的にはこういう交流施設、そ

れから一部商業施設という部分もありますし、道路やそういうところからもはっきりわかるよう

な施設が良いというような部分の観点から最初の提案どおり外壁等につきましては、このＡ案で

進めていきたいというふうに思っておりますので、どうかご理解をいただきたいというふうに思

います。 

それからですね、前回の常任委員会の方でご指摘がありました実際にじゃあ交流施設が出来た

らどんなことをやっていくのかというような話がありました。そこの部分につきまして、３ペー

ジご覧になっていただきたいというふうに思います。まず建物の機能を生かした事業展開という

ことで、これらにつきましても、何回かお話をさせていただいているとおり、大きくは３つの柱

ということで、町内の観光情報の発信拠点、それから特産品の販売、それから町民の方々が憩え
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る場にしていきたいという部分を生かすということでありますから、観光中心とした総合的な町

の情報発信施設ということを目指していきたいなというふうに思っています。 

それからそれらを大きく４つに分けていきまして、（１）としまして観光案内とインフォメー

ション機能ということであります。観光スポットの情報発信、例えば観光スポットがありますん

で、それらをその方々がしっかりと情報をキャッチして、行きたいと思うような仕組みにしてい

くのかという見どころの紹介、それから周辺の観光の情報の提供をしていきたいなと。さらには

今観光協会の方でも積極的に進めていただいております移住定住等の情報発信もしていくと。そ

の中では当然その清里、実際に今教育だとか子育てだとか、どういうふうになっていくのかとい

うもの、それらもしっかりと伝えていくような、ただ自然が豊かで過ごしやすいということでな

くて、しっかりとした情報を伝えていくような移住定住の情報発信をしていきたいというふうに

思っております。 

それからガイド機能ということでグリーンツーリズムにつきましても、少しずつ調査研究をし

ていきながら、進めていただいているところでありますので、そういったグリーンツーリズム等

の仕組みを活かして、しっかりと観光戦略の方にも繋げていきたいと思っております。例えばレ

ンタサイクルだとかウォーキングだとか、そういった部分の提供もしていきたいというふうに思

っておりますし、清里町には斜里岳という山がありますので、そういった部分のツアーガイドの

育成なんかも後々やっていきたいなという部分もございます。 

それから（３）としまして、特産品の販売機能ということであります。できるだけ地域の食材

を活かした提供をしていきたいというふうに思っておりますけども、当然ここの施設、いわゆる

レストランということではなくて、何回かご説明をさせていただいているとおり、軽いカフェ程

度ということで、ここには今のところ料理人を置く予定はございません。そういったコックを置

かない中でできる範囲で、さらにはできるだけ清里の食材なりものを提供できるというような部

分の中で、軽めの軽食を出していきたいというふうに思っております。さらには農産物の販売と

いうことで、立ち寄った方々の、立ち寄った方々もしくはそのイベント等を開催しながら清里の

農産品農産加工品を販売していきたいというふうに考えております。 

最後になりますけども、いわゆる町外や交流者だけではなくて、町民の方々も利用できる憩え

る場にしていきたいというふうに考えております。例えば町民の方々のいろんな手工芸ですとか

写真でありますとか陶芸、いろんなことをやられている方が多いんですけども、なかなかそれを

販売する場がない。お見せする場がないというような話も聞いております。一部パン屋さんとか

そういうところで販売しているようなケースもお見受けしますけども、例えばプラネットで出来

るかというと、公共施設でありますからそういった販売が出来ないと思います。そういった教育

機関や商業施設との兼ね合いをしながら、ここでそういった趣味の方々の場の提供であるとか町

民の方々の創作活動の発表だとかもできるような仕組みにもしていけたら、町民の方々もたくさ

ん利用できるのかなということで、町民の方々と町外の方々との交流にもなっていくのかなとい

うふうに思っています。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、交流活動施設整備計画についての説明がございました。委員の方々から何かありませ

んか。はい、河口委員。 
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○河口委員 

 この施設については、私どももわからないことがたくさんあったもんですから、別途説明して

いただき、出来るだけ理解できるようにということで進んできましたが、なかなか町民の方の中

には、疑問を持っているという方が結構いらっしゃいます。しかし、これはここの焼酎工場と観

光ということに特化した部分の施設として必要だということでスタートして、今説明があったよ

うに観光案内インフォメーションだとかをやりたいんで、この設備がほしいんだという逆の立場

だと思うんですね。本来はこういうものをやりたいんで、なんとかこういう施設をつくってほし

いということでできる施設じゃなくて、施設をつくりましょう。こういう施設があるといいな。

こういう施設をつくりましょう、その施設で何をしようかっていう議論をされている。順序が逆

なわけですけども。しかし施設が無いよりはあった方が間違いなく町のいろんな活動の中ではプ

ラスなんだろうと思います。それをどうやってプラスにするかという中で、１つは観光に極力特

化して欲しいということを主張してきました。それは近隣の観光もそうなんですが、天気のいい

とき、元気な人、これは神の子池でもどこへでも動いていけるんですけども、なかなかそうはい

かない、足が不自由な方あるいは天候が悪い時にここの町の観光ってどうなんだろうかっていっ

たときにいろんな形で情報発信できる場所。例えば１時間どうしても潰したいっていった時に行

く場所がないわけですね。自らここでいろんな情報が発信できる、私は個人的にはやっぱり映像

関係の提供が非常に必要かなと思っております。今のいろんな３Ｄだとかがありますので、情報、

特に男鹿の滝が交通止めになっていますよ。そしたら男鹿の滝は誰も行くことができない。いろ

んな今春夏秋冬の中で、こういう場所ですよという紹介ができるのは映像しかない。ですから他

の神の子にしても、斜里岳、特に斜里岳についてはなかなか登山することはできませんので、こ

れはいろんな形の映像提供だとかこの辺を屈指していただいて、健康でない方でも足の悪い方で

もこういう場所なんだということを十分にそこで提供できる施設に、まだまだ観光ということに

特化していただきたいっていう意見をもっておりますので、よろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 河口委員の方から発言をいただきました。特に映像関係につきましては、内部の方でもそれか

ら観光協会さんの方とも進めております。モニターを設置しながら、例えば男鹿の滝の部分であ

りますとか、斜里岳の部分映像の部分につきましても前向きに進めていきたいというふうに思っ

ておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 今年９月まで、今の状態で去年と同じ状態なんですけど、トイレ開放しながら販売をして、い

よいよ工事にかかっていくのかなというふうに思うんですけど、まだはっきりしたことは課長も

言えないと思うんですけど、どのぐらいの予算を見込んでいるのか。まずそこをお伺いしたいん
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ですが。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課長 

 全体の工事の概要について、６月１２日の常任委員会で交流施設（仮称）でございますが、整

備計画ということで、提案なり提示をさせていただいたと思うんですが、その中において総体事

業費で約３億１千５００万かかりますというような数字的なものは提案をさせていただいている

のかなというふうに思っております。そのうち平成２７年度、２８年度これは継続費という扱い

方でやっていきたいなというふうな考えでございます。委員の方からおっしゃったとおり、今後

９月の補正に向けて再度財源の確保等々先ほど交付税等の算定の報告もさせていただきました。

その辺を詰めながら、進めていきたいというふうに考えてございます。 

 

○勝又委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 こういうふうに決まったわけですから、どうせやるんだから、良いものをつくってほしいと。

これは町民の方も同じだと思うんですよ。先ほど係の方からいろいろと説明があった中で、プロ

のコックさんを置くわけではないと、どちらかというと、観光協会が主導になってやるのかなと

いうふうに思うんですけども。早い話がおばちゃん食堂的みたいな感じかなというのは捉え方な

んですけども、ここにピザ、うどんって書いてあるんですけども、ピザって出来るんでしょうか

ね。大変だと思うんですけども。これ出来る・出来ないを別にして、あんまり凝ったものでなく、

やっぱり長く継続的にやろうというふうな思いがあるならば、最初から余り無理しないでやって

った方がいいのかなというふうには思いますので、そこらへん十分考慮しながらやっていただき

たいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 例えばピザはどうなんだと。ピザは難しいのではないかというような発言いただきました。例

えばピザも、最初から捏ねるっていうんですか、小麦粉から全部つくるということになると当然

大変になる部分でありますが、例えばその生地だけは事前につくっておいてとあるものというよ

うな部分もありますし、このメニューにつきましてはなるべく負担、手間はかけないけども、な

るべく清里の食材を生かして、また気軽なものということで、最終的なメニューの一覧みたいな

部分はお示しはできませんけども、そういったものも十分考慮しながら進めていきたいなという

ふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。他、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 先程池下議員から発言もありましたけれども、自分はせっかくこの清里の魅力を発信する施設

ですから、魅力を発信するっていうことになれば、豊かな自然を体験してもらうですとか、あと

は地元の美味しいものを味わってもらうっていうことも大切だと思うんですよね。この軽食程度

のって言うのがいかにも中途半端で、清里の美味しいものを味わってもらうという観点からする

と、ちょっとほど遠いのかなという気がするんです。せっかくですから、ちょっとしたおいしい

ものを提供できる料理人さんを雇って、しっかりとした食べ物で楽しんでもらうような施設にし

た方が良いんではないかと思うんですけども。そのへんどうでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 ある観点から言うと、堀川委員おっしゃるような部分も当然あるのかなというふうに。ただ１

人の料理人をおくということになると当然給与っていうんですか、人件費も必要になっていくの

かと。全体的な交流施設の集客がどれだけ見込めるのかなというような部分も正直ございます。

そういった部分の観点からですね、まずこのあたりから始めていきたいなというのが、今の事務

局の考えであります。 

今後当然町の中でも６次化の方々が、例えばランチボックスとかいろんなおいしいものを試行

錯誤しながら、いろいろ研究調査し、やっていただいているというような部分もありますので、

そういった部分をこちらに持ってきて提供するだとか。そういった清里のローカルグルメじゃな

いですけども、例えば頻繁に定期的な食の祭典的なものをイベントとして定期的に行うんだとか、

そういった手法もあるのかなというふうに思っております。ただ正直なところ、今のところそう

いった常駐の料理人は置かないという部分で進めているというような部分は御理解をいただきた

いというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今言われているような地元で現在やられているＴＯＫＯＴＯＫＯさんですとか、澤田さんです

とかそのようなところが利用してもらいながら、おいしいものを提供するっていうのも必要なこ

とだと思うんです。そのためには、いろんなふうに活用できるような厨房の形状ですとか中途半

端なレンジでチンして出しますよという程度につくってしまうと、いろんなことに対応できなく

なると思うんで、その辺はいろんなことに使えるっていうことも念頭に入れながら設計計画の方

できるのであれば、考えを入れてねり直していただければと思います。 
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○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 今の御指摘でありますけども、まさに厨房につきまして最終の詰めをしております。今堀川委

員の御指摘のようなですね、もしそういうところが入ったら、どういうふうに使えるのかととか

そういった部分を細かく一つ一つ。例えばフライヤーはいるのかと、ガスレンジは３つがいいの

か２つがいいのかとかそういう最終的な詰めをしているとこでございます。 

ただ厨房機器が私の想像以上に結構一つ一つ値が張るものですから、置いてあって、ずっと使

わないっていうものがあってはならないなというふうに思っておりますし、今御指摘のように入

ったはいいけど必要なものがないというのも困ります。ですので、その部分につきまして観光協

会や業者それから設計部分含めて、最終の厨房機器につきましてエリアは決まっているわけです。

そのカフェ厨房の洗い物がここで、下げるところがここで、ダストがここだとかそういったもの

も含めて、その機器も含めて、最終の詰めをしているというような部分です。話は戻りますけど

も、そういう方々も利用できるような体制も整えていかなければならないのかなということで、

ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川委員 

 やっぱり食べ物大事だと思うので、あそこに行っても何もないよ、美味しいものなかったよね

っていうようなことにならないように、いろいろ知恵をしぼっていただきたいと。 

 

○勝又委員長 

 他。 

 

○田中議長 

 この図面の中でどれぐらいの予算か細かいことはわからないんですけど、この施設、やはり町

民が気軽に集える場といったことが第一に進んでいってもらいたいなと思うわけであります。 

今堀川委員の方からあったように、食事がやはりそのコーヒーとパンぐらいじゃ、これはちょ

っと話にならないと思う。専門のコックを置かないでということなんで、どうなるのか。この間

のふれあい広場だとかは、おじさま料理教室のカレーライスなんていうのはもう何年もえらい好

評で自分も食べてみておいしいカレーライスなわけで、そういった人たちがここに入って協力し

てくれるのかどうなのかなんですけども。そこは商工会だとか、うどんとか、そういった人達が

何人かのグループで協力し合って、そんなふうに思うんですけども。やはりそこの中でさっき言

われたように厨房のスタイルがやはり、そうこれでいいのかどうなのか。もしそういうことを考

えているんであれば、このスタイルでいいのかどうなのか。やはりそして、今器具が高いって言

われた大空のメルヘンの丘だとかああいうふうな感じで進んで、これコックを置かないってこと

になればやはり１人でうどん作ったり、カレーライス作ったり、そばやったりっていうわけには
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いかないと思う。ピザ焼いたり。今後やっぱりこの厨房がたぶんメインだと器具も高いだろうけ

れども将来どうせやるんだから、メルヘンの丘みたいになっているとしたら当初２カ所しか使わ

れなくても１カ所空いていても、そこで来てやれるぐらいのそういったことあると思うんですよ。

十分に検討して進めてほしい。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 今の議長の御質問でございます。先ほどの堀川議員の方と同じかと思いますが、今現在私ども

考えていますのは、やっぱり当初想定しております軽食程度ということで、余り当初から華美な

施設は整備していきたくないなという基本的な考えがございます。ただ将来的にいろんな事業展

開になったときに、後々再整備できるような仕組みも少しは考えていきたいところですから、最

初から大きく広げた中の厨房の整備というものは、今のところ考えていないという状況でござい

ます。状況的には将来的に置くよっていうか、委託をしていただけるような観光協会の方とも、

具体的にどういうものが必要なんだということをつめている最中でございますんで、その辺は御

理解をいただきたいなというふうに考えてございます。ただあと６次化で、町内でやっています

先ほど出ました TOKOTOKO さんですとか、澤田さんのレトルトのカレーライスですとか、そ

ういうものもやはりここの場でやっぱり地域の素材・食材を使ったものとして提供していくよう

な仕組みも考えていきたいなというふうに考えてございますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他。 

 

○加藤副委員長 

 これ、基本的に無いよりはあった方がいいのかなというスタートの雰囲気だと、私は思ってい

るんです。このことが将来に対して、もっともっと活用できる場があった方がいいなという悩み

ができることを私は期待をしたいんですが、逆にしなければよかったなと大荷物にならないよう

に、基本的に一つ運営を最初から心がけていただきたい。そういう意味では、無いよりはあった

方が良いかなって設備。どんどんどんどんしていくのはいかがなものかなと苦言を呈しておきた

い。１番最初の下のこのレストハウス後のこの施設に関して札弦のパパス、町の商工会と競合し

ない、共存できる環境にしていきますというスタンスだったということは、清里町全体の交流人

口も含めたキャパが今後大きくなるであればそれは可能でしょう。ただし今、このまち・ひと・

しごとの立案をしていく中で、将来の清里の展望はどうなっていくのか。そこを踏まえたときに

本当に必要なければならないことはどこにあるのかを忘れないで、この事業展開を進めていって

いただきたい。 

それともう１点は最初にスタートする段階で言われていた焼酎工場とマッチしたという言葉が

一言も出てきてない。清里の大きな特産である焼酎をここで飲食するなり販売するという目的は

どこいったのか。ましてや清里町における焼酎事業の大きな販売計画がなされている時に、焼酎
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工場ではいろんな問題点がある中では、大変な販売ということに関して、今後どうしていかなけ

ればならないのか。本当に焼酎工場の直売所がああいうスタンスのままでいいのか。あるいはこ

の施設をスタートするならば、ここで直売所だとやっていくことによって、コストの削減や本来

の目的機能が果たしていけるんではないだろうか。話してきたことが、ころころころころ変わっ

てはいないか。私はここに書いてある重要な案件の４つ書かれていますが、順番はどういう感じ

なんですかっていうことですよ。観光やインフォメーションそして最後の憩いの場の機能を全部

ここに求めてやっていきたいというだけで、どこに力入れていくのか。このときにこの主体運営

が観光協会っていうことであれば、これは観光とインフォメーションとガイドぐらいの機能が充

実されている話であって３、４は、本当に観光協会そこまでやってくれるのか。それと私は、観

光協会だろうと誰であろうとやっていいんですが、これからの清里を背負っていく若い人方が、

実際に、ここに携わってなければ何も意味がない。私は基本的に、この交流活動施設をやろうと

して掲げられている内容は本当に大切なことだと思います。でも、これがこの施設で本当にでき

るのか。中途半端にならないように最大限の努力をお願いしたい。焼酎関係はどうなっているの

かちょっとお伺いしたい。 

 

○総務課長 

 焼酎の関係でございますが、ここでいう３番目の特産品の販売という中の１つの大きなくくり

の中で押さえているということを、まずご理解をいただきたいと思います。 

それと焼酎工場の直売所の関係でございます。これにつきまして、今焼酎工場の担当の方とい

ろいろ協議はさせていただいているところですが、なかなか同一敷地内にあるものだとか、地番

ですとか、いろんな制約があるということもございまして、その辺どういうふうに進めていくか

ということで、協議はさせていただいているところでございます。その方向性も出た段階で御報

告をさせていただきたいなというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 いろんな問題点はあるかと思うんですが、焼酎事業も大変な問題なんです。ここに掲げられて

いる問題も大変な問題なんです。そういう中で１つの町全体としてプラスな方向、明日の方向に

向かっていくための最善の方法をきちっと汲み取って、築き上げていくということを忘れないで

一つお願いしたい。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 加藤副委員長のいろいろな御意見も踏まえながら事業の展開に向けて進んでまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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○勝又委員長 

 他、委員さん。 

 

○河口委員 

 前回ですか、質問させていただいた中で、先ほど図面が最終盤ですということで、おっしゃら

れたんですけども、前回に質問させていただいたのは、事務室は前に出てきてくださいっていう

のを、これについては課長の方からちょっと難しいかなというお話がちらっとされていました。

以前とこの辺は一切変わってない。思い切って正面に出てきてもらうという方法も検討できるん

であればしていただければと思うんですけども。皆さんの意見はどうなのか、この図面、四角ば

って事務所が奥に引っ込んでいますよ、カウンターが正面にありますよ、これでいいのかな。本

当に前の方に出てきていただいた方が良いような気がするんで、一つだけ質問させていただきま

す。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 河口委員の方からも前回の常任委員会の方でも確かに御指摘をいただきまして、内部検討もさ

せていただきました。できるだけですね来客者なり、来られた方々につきましては、積極的にそ

ういう方々のインフォメーションなりはしていくというような部分の中で、図面上、こういう形

に最終的にさせていただいた部分でありますので、河口委員御指摘の中にも十分承知はしており

ますけども、そういった中でその来客、来町者の方々に悪い印象を与えないように、しっかりと

した対応できるようにさせていただきたいというふうに思いますんで、ご理解をいただきたいと

思います。 

 

○勝又委員長 

 いいですか。他の委員さんありませんか。なければ、ただ今、意見が食事の提供の関係等にも

出ていましたけど、ただ観光施設でありながらシーズンオフには町民の施設も兼ねているわけで、

そういうことを考えたときに食材の提供っていう部分のレストランについても、軽食程度という

ことなんですけど、実際に入ったお客さんがきちっと満足していただけるような形というものを

考えたときには、本当に単なる軽食でいいのかなという部分も含めて検討していっていただきた

いなと思っています。 

当初このパパスとの競合とかそういうことありましたけどね、僕は商売やるという部分でそれ

ぞれに頑張って、相乗効果って出てくるもんだと思ってますんで、こんなことやればパパスに影

響するんじゃないかというふうになると、どうしても消極的になっていくような部分があります

ので、そこらへんについてはよく検討されていっていただきたいなと感じる次第でございます。 

無ければ終わりたいと思います。その他について何かありますか。はい。 

 

○池下委員 

 今日総務課がいますんで、ちょっとお伺いしたいんですが、実は今月の１５日にですね、総務
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課で作った今年の仕事の冊子が出ているんですけど、各戸に配られたと思うんですよ。それで１

６ページなんですけど、各会計当初予算、前年度比較って出ているんですよ。これ全然数字合わ

ないんですけど。これ訂正なりですねお詫びはやる予定はあるのか。ちょっとその辺お伺いした

い。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 今池下委員から御指摘のとおり７月１５日のお知らせのときに、各戸に配布いたしました、今

年の仕事の中身につきまして誤字とそれと数字の誤り等々がちょっとございました。今ホームペ

ージ等におきまして、訂正版をできるようにアップしてありますし、今訂正版を印刷等々してい

るところでございます。それは出来次第、全戸とはなりませんが、役場支所等々に配布しながら、

あとは必要な方については提供していくという形で今考えてございます。一応８月１日からに新

しいものが提供できるのかなという形今進んでおります。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これ私、計算機持ってやったんですよ。ほとんど合わないですよ。言ったら悪いですけど。こ

れあれですか、総務課に苦情の電話とかおかしいとかという電話はなかったですか。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 何件かのお問い合わせはございました。その点お詫びしながらですね、事情を説明しながら理

解をいただいているということございます。お話したとおり８月１日に新たな訂正版を作成しま

して、そういうところの活用なり、お届けなりをしていきたいなというふうに思っておりますの

でご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 訂正版作って一部の人間だけ配るんであれば広報に載せた方が早いでしょう。やっぱり間違え

たら間違えたことを町民にすいませんでしたって言わないとおかしいと思いますよ。皆さんの税

金をいただいた中でうちの町はね運営されているわけですよ。役場はやっぱり町民総合サービス

会社にならなきゃだめですよ。そんなホームページに載せているとか、年寄りホームページ見な
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いって。パソコン開かないんだから。 

 

○総務課長 

 委員長。そういう点で８月１日の広報の方におきましても、お詫びの文を掲載しながら、町民

皆さんにお知らせをしていきたいなというふうには今のところは進んではおります。その上で、

訂正版を必要な方については先ほど言ったとおり役場支所なり置きながら、提供していきたいな

ということで考えてございます。今回の不手際につきましてはほんと事務的なほんとの初歩的な

ほんとミスでございます。これはもう私の全体的なチェックができなかったという私の本当のミ

スでございますので、そのへんはご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、その他で委員さん、ありますか。無いようですので総務課から終わらさ

せていただきます。どうもありがとうございました。 

 

○勝又委員長 

 引き続きまして、生涯教育課３点ほど提案されております。①番平成２７年度清里高校生海外

派遣研修事業についてお願いします。 

 

○勝又委員長 

 はい。生涯教育課。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 それでは私の方から、平成２７年度清里高校生海外派遣研修事業についてご説明いたします。

４ページをお開きください。本年度の清里高校海外派遣研修事業につきましては、清里高校１学

年に在籍する生徒男子４名、女子８名合計１２名の生徒、それから引率教諭といたしまして、２

名また教育委員会からの引率といたしまして岸本教育長が随行することとなっております。 

それでは行程についてご説明いたします。本年度の研修につきましては９泊１０日の日程で９

月１１日、出発９月２０日帰町となっております。初日は、移動ということで機内に宿泊となり

ます。２日目からはモトエカ町にまっすぐ入りまして４日間のホームステイを予定し、その中で

町内の視察、それからモトエカ高校へ体験入学を２日間予定しております。またモトエカ町を発

ちました後、首都でありますウエリントンに参ります。ウエリントンでは２泊のホテル泊をいた

しまして、市内の視察研修をしてまいります。またウエリントンの後、オークランドに移動をい

たしましてオークランドの市内視察そして、１泊宿泊をいたします。そして最後の２日間は移動

日となりまして、オークランドから成田。成田で宿泊をしまして、最終日に女満別空港着、そし

て夕方に清里町に到着するという以上、９泊１０日の日程で開催することとなっております。 

以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今平成２７年度の清里高校生の海外派遣研修事業についての説明がございました。

各委員の方から御質問等ございますか。ありませんか。無ければ終わりたいと思います。続きま
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して、スポーツ合宿受け入れについて、よろしくお願いします。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 それでは次に続きまして、スポーツ合宿の受け入れについて、５ページで説明をさせていただ

きます。本年度の合宿受け入れ予定でございます。 

まず、北見柏陽高校男子バスケットボール部でございます。７月３０日から３日間の日程で部

員１８名、顧問２名の合計２０名が町内で合宿を行います。合宿期間中、清里高校との合同練習。

それから練習試合を予定しているところでございます。 

次に、網走南ヶ丘高校陸上部でございます。８月１日から６日までの６日間部員１４名、顧問

２名の合計１６名が清里で合宿を行います。合宿期間中、清里中学校、清里高校生との合同の練

習を予定しているところでございます。 

また次に東京大学陸上部の長距離パートでございますが、本年度につきましては、８月３日か

ら２４日までの２２日間、合計３９名の部員が来町され、合宿を行います。行事といたしまして

は、後援会主催によります歓迎会また町内の子どもを対象としました陸上教室中学生との交流、

そして納涼盆踊りへの参加が予定されているところでございます。 

最後に、全道高等学校剣道合宿でございます。８月３日から６日までの４日間の日程で部員顧

問合わせまして、１９２名が来町し町内で合宿を行います。合宿期間中、清里高校生との合同の

練習を予定しているところでございます。平成２４年度合宿につきましては現在のところ、以上

が予定されているところでございます。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ありがとうございました。ただいまスポーツ合宿の受け入れについての説明ございまし

た。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 スポーツ合宿の件なんですけれども、一番下の剣道の部分なんですけど、改めてこうやって見

ますと人数がすごいですよね。その中で例えば町としていろいろできる範囲のことは頑張るって

話は前おっしゃられましたけど、その中でたぶん食事の提供ですとか、寝具の関係ですとかとい

うのは、全部町内で賄えることになっているのかどうかまずお聞きしたいんですが。 

 

○生涯教育課長 

 はい、今の一番下の全道高等学校剣道合宿の関係でございますけども、この合宿については、

元清里高校にいた先生が中心となって、全道各地からこの合宿に参加される方等で強化合宿とい

うことで募って行われるものでございます。今、伊藤委員から言われたとおり１９２名という人

数で、一番心配されるのがやっぱり食事の関係、それから寝具ということでありました。宿泊に

つきましては学習センターそれから武道館ということで、この２カ所を無料開放するなり使って

いただきます。町からの支援としましては、この公共施設の無料開放、それから武道館トレーニ

ングセンター、プール等、スポーツ施設を無料で使っていただくことになってございます。また

人数が多いということで、バス等で夜の入浴の関係で、緑清荘とパパスに分かれて入るというこ

ともありましてバスに乗りまして、パパスの方に送迎も考えてございます。食事の関係でござい
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ますけども、当初担当した職員も含めまして、清里の料飲食店組合の方にもお話をしたところで

ございますけども、そこと相談をしていたんですけど、なかなかやはりこの人数を受けるのが難

しいこともありましてその後個別に町のそういうような食事のできる施設、パパスですとか緑清

荘ですとか、そういうところにも話しながら進めてきたところでございますけども、やはり朝、

昼については弁当を町内もしくは足りない分については町外からも購入するような形なっており

ますし、夜については、なるべく緑清荘で１回やってもらうとかいろんなそういうような手法を

とりながらその剣道の担当の方にやっていただいているところでございます。寝具についても、

この数揃えるのが町内でも難しいということで、聞きましたら近隣町村それから遠いところでは

釧路からも集めて、寝具の方調達するような話をしております。ただなるべく町内で買えるもの

とかそういうもの利用できるものについては町内でということでいろいろ相談、連携をとりなが

らやっていただいているところでございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

今の説明でいきますと食事にしろ、例えば言われた寝具にしろ、要は町内でまずは考える。で、

町内でどうしても提供できない分、足りない部分に関して町外だっていう形で理解しても大丈夫

ですか。丸々寝具にしても町内にあるけれども、もともとが足りないから全部他の町で賄います

とか、そういうことではなくて町内でできる限りやって、それで足りない部分を町外で調達して

いくという形で理解してもよろしいでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

ちょっと詳細の方わかりませんけども、最初には町内で確保できるものはというふうに聞いて

おりますし、数が多いものですからやはり多く購入なりに確保できるところに頼んでいる可能性

もあり、ちょっとこちらの方では把握してない部分ありますけども、当初お話したときには、町

内等でということで話したんですけども、そこでまずもう無理だったということありまして、近

隣町村もしくは遠くから頼むことを聞いております。 

 

○勝又委員長 

 ありませんか。なし。それでは終わります。③町民プールの利用の状況について。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 それでは町民プールの利用状況について６ページでご説明をいたします。５月２３日にオープ

ンしました町民プールでございます。開館が５月２３日となっておりまして、古いプールにつき

ましては、６月から９月の営業となっておりましたので、新しいプールにつきましては、５月か

ら１０月までということで表をつくっております。また２６年度につきましては、現場所でのプ
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ールの運営を行っておりませんので、２５年度との比較の表となっております。５月でございま

すが、２３日からのオープン以降合計で５３６名の利用がございました。また６月につきまして

は１千１９４人の利用ということで、平成２５年度比で７０５名の増となっております。また７

月につきましては、この表７月２０日現在ということでおさえていただきたいのですが、７月２

０日現在２千１０３名の利用ということで、平成２５年度比４８７名の増となっております。合

計いたしますと、５月２３日から７月２０日まで、合計３千８３３人の利用をいただいていると

ころでございます。 

利用状況につきましては以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 ただ今町民プールの利用状況についての説明がございました。委員の皆さま方ありませんか。

はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 新しいプールがオープンしていろんな体力づくりですとか、水中エアロビ、色んな行事を組ま

れているわけですけども、この利用者の反応というかはどうですか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 今堀川委員の御質問でございますけどもプールができたということで今まで以上に新たな教室

等開催をしているところでございます。今言われたとおり、水中のエアロビそれから水中行事等

行っておりますけども、参加者についても定数に近いぐらい、それからベビースイミングにつき

ましても初めての事業でございますけども、当初の定員を上回る応募がありまして、現在そのベ

ビースイミングにつきましてはもう既に新たに自分たちでやりたいということで、社会教育団体

の申請の方もきているところで、新たなプール、新たな事業によりまして、そのような波及効果

もあるところでございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん池下委員。 

 

○池下委員 

 これちょっと参考までに聞きたいんですけど、２５年から見ると増えているわけですよ。それ

で２５年のやつは９月までしか出てないんですけど、今年に新しくなって１０月までということ

なんですけど、この利用状況が例えばずっと人数が多い状況で続いた中で、延期を考えていると

か、そういうことってどうですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課長。 
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○生涯教育課長 

 延期というのは５月から１０月までの、例えばもう少し１１月とかですよね。今現在は、まだ

今年の状況をみなければわかりませんし、あの施設が冬期の機械暖房は入っているんですけども

施設自体の構造上、まずそこまでいってないということもありますので、そのへんについてはま

た検討しなきゃならないかと思いますし、今現在この数値でいきますと、当初だいたい１万人ぐ

らい年間の利用目標に置いたところでございますけども、まずその目標に向かいまして、今現在

いろんな事業等を展開しているところでございまして、現在その期間についてはまだ今後のちょ

っと検討課題ということで、ちょっと今おさえているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。議長。 

 

○田中議長 

 ちょっと参考までに聞きたいんですけども、町外の利用者ってわかりますか。どれぐらいいる

の。大体でいいです。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 大変申し訳ありません。ちょっと町外の利用については、おさえてない状況でございますけど

も、近隣の斜里それの水泳少年団それから弟子屈等の少年団、個人的な利用等もありますし、大

人の関係についても町外から来てるっていうことで、ちょっと町外の数値、細かい数字がなくて

申し訳ないですけども、そういうような町外からも利用者が来ております。ただ１番多いのはや

っぱり小学生、中学生の子どもで、特に小学生が授業の関係もありますし、夏休みに入ったとい

うことで、一番子どもの利用が多い状況でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい。よろしいですか。他委員さんありませんか。なし。なければ町民プールの利用状況につ

いて終わりたいと思います。以上をもちまして生涯教育課、以上全部終わります。どうもご苦労

様でした。 

 

○勝又委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

○議会事務局長 

８月の１７日月曜日を予定しております。 

 

○勝又委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 
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 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第５回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時３２分） 

 


