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第７回総務文教常任委員会会議録 

平成２７年９月９日（水） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １１時０５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清里町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

  ②行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例について 

  ③平成２６年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

  ④平成２７年度清里町一般会計補正予算（第２号）について 

  ⑤交流活動施設（仮称）整備事業について 

  ⑥清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定について 

  

 ●生涯教育課 

  ①平成２７年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）について 

  ②公立高等学校配置計画について 

③第３８回斜里岳ロードレース大会について 

   

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 
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○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 

■総務Ｇ総括主査    宮津 貴司    ■企画財政Ｇ総括主査  泉井 健志 

■企画財政Ｇ主査    水尾 和広    ■総務Ｇ主査      吉本  淳 

 ■教育長        岸本 幸雄    ■生涯教育課長     伊藤 浩幸  

 ■社会教育主幹     原田 賢一    ■学校教育Ｇ総括主査  三浦  厚 

     

 

○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７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 

大きな１番、町からの協議報告事項についてまず、総務課よろしくお願いします。  

 

○総務課長 

 総務課より①から⑥まで、都合６件につきまして、各担当よりご説明申し上げますのでよろし

くお願いをしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 総務課担当.。 

 

○総務Ｇ主査 

 それでは私の方から清里町個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上

げます。 

１ページをご覧いただきたいと思います。改正理由としましては、行政手続きにおける特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律番号法の施行に伴いまして、特定個人情報に関

する措置について規定するため、条例を改正するものであります。 

改正内容及び施行期日につきまして、新旧対照表によりご説明いたします。２ページをご覧く

ださい。まず第１条において、従来の個人情報の規定について番号法で定義する個人情報と異な

ることがないよう括弧書きにより特定個人情報の規定を盛り込んでおります。本条例におきまし

て同様の改正が数カ所ございますので、その箇所につきましては、説明を省略させていただきま
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す。次に第２条第３号から第５号において特定個人情報提供等を記録、特定個人情報ファイルに

関して定義しております。下段第５条の２において新たに特定個人情報保護評価に係る規定を加

えております。 

３ページをご覧ください。第６条の２、第１項から４項において特定個人情報の利用の制限と

例外的な利用について規定しております。 

続きまして４ページをお開きください。中段のあたり、第１１条において開示請求に対する決

定機関について、特定個人情報における機関を規定しております。 

５ページをご覧ください。上段、第１４条の４項において特定個人情報の利用の停止または消

去提供の停止について、第１５条において、その手続に関する規定、第１６条において、その請

求に対する決定機関について規定しております。下段第１６条の２において、情報提供等記録の

訂正における通知を規定しております。 

６ページをお開きください。中段の第２１条第１項において、開示の手続における他の法令等

との調整について特定個人情報を除外する規定２項において、訂正等における個人情報の適用除

外について規定しております。 

下段施行期日でございますが、番号法附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日といたしまし

て、平成２８年１月１日から施行するものとしております。ただし第５条の２の特定個人情報保

護評価の規定については、公布の日、第１６条の２情報提供等記録の訂正における通知の規定に

ついては、番号法附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日としております。以上で説明を終ら

させていただきます。 

 

○勝又委員長 

 ただ今①番清里町個人情報保護条例の一部を改正する条例について、説明ございました。委員

の方々から質問等ございますか。ありませんか。なければ終わります。 

②番行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例について。総務課よろしくお願いします。 

 

○総務Ｇ主査 

 引き続きまして、７ページをご覧ください。行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてをご説明いたしま

す。 

整備の理由につきまして、番号法の施行に伴う特定個人情報に関する措置について関係する条

例の整備をするものであります。 

整備内容といたしまして（１）清里町手数料徴収条例の一部改正と（２）清里町介護保険条例

の一部改正となります。 

１つ目の清里町手数料徴収条例につきましては、個人番号に関する通知カード並びに個人番号

カードの再発行手数料の設定、住民基本台帳カードの廃止に係る改正であります。なお通知カー

ド、並びに個人番号カードにつきまして１回目の交付につきましては、国の補助金の対象となる

ことから無料としております。また、住民基本台帳カードにつきまして、１月以降は住民基本台

帳カードの新規交付は行わないことから手数料の規定について廃止するものであります。ただし

現在交付済みのカード自体は有効期限が到来するまで利用することが可能となっております。 
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２つ目の清里町介護保険条例の一部改正につきましては、保険料の徴収猶予並びに減免の申請

における個人番号の記載添付書類の規定について改正するものであります。３番、施行期日につ

きまして（１）の清里町手数料徴収条例の一部改正にかかる通知カードの規定については、平成

２７年１０月５日、個人番号カードの規定並びに住民基本台帳カードの廃止については、平成２

８年１月１日から施行となります。（２）清里町介護保険条例の一部改正にかかる個人番号の記

載に関する規定については、平成２８年１月１日添付書類の省略に関する規定については、番号

法附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日となっております。８ページから１０ページの新旧

対照表でございますが、ただいま御説明したとおりの記載内容となっておりますので、説明を省

略させていただきたいと思います。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今②番についての説明がございました。委員の方から質問等ございますか。ありま

せんか。なければ終わります。 

③番平成２６年度健全化判断比率および資金不足比率について、説明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２６年度の健全化判断比率及び資金不足比率の状況につきまして、ご

説明いたします。この件に関しましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定によ

り議会に報告するものであります。また同法第３条第１項の規定におきましては、毎年度におい

て、前年度の決算の提出を受けた後速やかに実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率

及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、そ

の意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないと規定して

おります。また同法第２２条第１項におきましては、公営企業を経営する地方公共団体の長は、

同じく資金不足比率について議会への報告及び公表に公表することについて規定しております。 

１１ページをお開き願います。まず上段の表になりますが、健全化判断比率につきましては、

４つの指標により、地方公共団体の財政状況を判断するというものであります。はじめに実質赤

字比率についてでありますが、これは一般会計等の実質赤字額を標準財政規模で割った比率を指

しておりまして、本町においては、表の中に数字が記載されておりませんが、これは歳入から歳

出を差し引いた額に赤字額が生じていないということによるものでございます。なお、表にあり

ますように黄色信号であります早期健全化基準は１５％以上、赤信号の財政再生基準は２０％以

上となっております。 

続きまして連結実質赤字比率につきましては、一般会計等から特別会計まで合算しました連結

実質赤字額を標準財政規模で割った比率を指しております。本町におきましては、簡易水道事業

と農業集落排水事業の公営企業会計を除く会計の合算で算出をしております。こちらも、赤字額

は生じておりませんので、表の中には数字は記載されておりません。なお、早期健全化基準は２

０％以上、財政再生基準は３５％以上となっております。 

次に標準財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す実質公債費比率につきましては、

平成２６年度は１０．３％で、前年度比１％の減少となっております。平成２１年をピークに地

方債償還額が減少しておりまして、合わせて実質公債費比率についても減少傾向にあります。ま

た早期健全化基準は２５％以上、財政再生基準は３５％以上でありまして、それぞれ大きく下回
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っているという状況であります。 

次に債務負担や一般会計以外の会計の地方債償還負担見込み等を含めた負担比率を示す将来負

担比率につきましては、債務負担行為負担見込み額及び地方債残高等が減少していることなどか

ら平成２４年度より数値については、発生してございません。 

最後に、中段にございます資金不足比率ですが、公営企業会計における資金不足額を事業の規

模で割った比率を指しております。本町における公営企業会計につきましては、簡易水道事業特

別会計と農業集落排水事業特別会計が該当し、歳入から歳出を差し引いた額についてはともに収

支は黒字となっておりまして、資金不足は生じていない状況でございます。比率については、算

定上数値は入ってきておりません。なお、経営健全化基準は、２０％以上となっております。 

ただいま御説明したように、本町においては健全化を判断するための４つの指標及び資金不足

比率については、それぞれ基準以内の数値となっておりまして、財政健全化計画等を作成する必

要がないということになります。なお９月８日、昨日付になりますが、監査委員の審査が終了し、

適正に書類が作成されている旨の意見書をいただいている状況でありますので、９月定例議会へ

報告したと、ホームページ等で公表する予定となっております。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま③番についての説明がございました。委員の方からありませんか。なければ終わりま

す。④番平成２７年度清里町一般会計補正予算（第２号）について説明よろしくお願いします。

はい、総務課。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、一般会計補正予算（第２号）につきまして御説明申し上げます。１２ペ

ージをお開きいただきたいと思います。今回の補正額は、歳入歳出ともに１億３千９３０万７千

円の増額補正となりまして、補正後の予算額は４５億４千５６２万３千円でございます。 

歳出の補正内容から御説明申し上げます。まず総務費ですが、光ケーブル移設にかかる経費と

して１００万円、住民基本台帳ネットワーク機器購入に係る経費として７８万９千円、交流活動

施設整備事業につきましては後程５番の案件で説明があるかと思いますが、工事請負費、施工管

理業務委託料合わせまして９千８２６万２千円でございます。総務費の補正額の合計は１億とん

で５万１千円でございます。 

続きまして民生費につきましては、国民年金にかかる納付猶予制度、対象年齢拡大及び免除申

請書等様式変更に対応するためのシステム改修経費として３５万５千円。それからシルバー人材

センター備品整備事業につきましては、経年利用に伴い故障の多くなった除雪機の購入経費とし

て４９万円。障害者自立支援過年度納付金事業につきましては、平成２６年度の実績に基づく負

担金の精算による国庫及び道費の過年度返納金でありまして、２０９万１千円を計上するもので

あります民生費の補正額の合計は２８５万６千円であります。 

続きまして衛生費でございますが、まず乳幼児等医療費補助事業につきましては、高校生の年

限拡充に伴う医療費自己負担分の追加補助として１００万円。国保会計の繰出事業につきまして

は、事業執行による増ということで国保会計に７１万３千円繰出しを行うものであります。診療

所医療機器整備事業につきましては、診療所の運営支援として、低周波治療器の更新経費として

２８３万５千円。温泉井戸計装整備計装設備修繕事業につきましては、保健センター温泉井戸計
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装設備の修繕費用として３３４万８千円。農業集落排水事業特別会計繰出事業につきましては、

農業集落排水事業特別会計における繰越金の精算に伴う繰出金の減額調整としまして、１４万４

千円の減額。清掃センター施設管理事業につきましては１５０万円の増額でありまして、衛生費

の補正額合計は９２５万２千円であります。 

続きまして農林水産業費でありますが、９９７万１千円の増額補正となっておりまして、補正

内容は焼酎事業の円滑な推進を図るため、焼酎事業特別会計に繰出しを行うものであります。 

続きまして教育費でございますが、まず、緑町小学校プール管理棟屋根改修工事でありますが、

豪雪により変形した管理棟屋根の修繕費用として１１６万円。清里中学校バスケットゴール耐震

化事業につきましては２８３万円。町民が参加する文化スポーツ大会の全道大会、全国大会出場

経費の補助及びスポーツ競技の指導者に係る研修会参加経費として５２万円。町内の少年団体等

が、文化スポーツ競技大会の全道大会及び全国大会に出場する経費の補助として１２２万４千円。

町民プールの施設管理運営にかかる燃料費不足分として７５万３千円緑スキー場リフト整備事業

につきましては、リフト降り口の足場材の張りかえ費用として１８８万円。緑スキー場トイレ改

修事業につきましては老朽化に加え、現在、男女間が完全に仕切られていないということで、利

用者に配慮した改修を行うための経費として４６１万円。給食センター調理場蒸気回転釜購入事

業につきましては、給食の安全確保と調理器具の衛生環境向上を図るため、老朽化した調理場の

蒸気回転釜の購入経費として４２０万円を計上するものであります。教育費の補正額合計は１千

７１７万７千円でございます。 

次に歳入についてご説明いたします。まず、地方交付税につきましては、７千４５２万９千円

の増額補正となっております。国庫支出金につきましては、３５万５千円の増額補正となってお

りまして、国民年金事務費委託金であります。所管は町民課になります。道支出金につきまして

は、交流活動施設整備事業にかかる道の交付金地域づくり総合交付金ですがこれが６００万円。

諸収入につきましては、障害者自立支援給付費負担金の過年度追加交付金として４８７万３千円

所管は保健福祉課になります。町債につきましては、交流活動施設整備事業債が５千万円。臨時

財政対策債が３４０万円、合わせまして５千３４０万円であります。寄付金につきましては、２

件の寄付がございまして、１５万円を増額補正いたします。所管は教育委員会生涯教育課になり

ます。以上で１２ページの説明を終わります。 

続きまして１３ページから１５ページには今回の補正予算につきまして、１００万円以上の補

正額のものを掲載しております。事業の詳細につきましては、後ほど担当課より説明があろうか

と思いますので、私からは総務課所管分の事業概要と財源について簡単に御説明いたします。光

ケーブル移設事業につきましては、道路拡張工事等に係る北電柱及びＮＴＴ柱の建てかえ工事に

伴う町所有の光回路の移設経費でありまして、補正額は１００万円、財源はすべて一般財源であ

ります。続きまして交流活動交流活動施設整備事業につきましては、旧レストハウス施設の改修

に係る工事請負費、施工管理業務委託料等の経費としまして補正額９千８２６万２千円でありま

す。財源内訳につきましては、地域づくり総合交付金道支出金これが６００万円、過疎債が５千

万円。残り４千２２６万２千円が一般財源であります。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今④番清里町一般会計補正予算についての説明がございました。委員の方より質問

等伺いたいと思います。ありませんか。ありませんか。なければ終わりたいと思います。⑤番、
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交流活動施設整備事業について。委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 この事業費、総体的な事業費を説明する前に、交流活動施設を核とする全体的な整備マスター

プラン。これについて説明をさせていただきたいというふうに思います。 

皆様にお配りしているカラーの資料２というものご覧ください。この整備マスタープランのイ

メージについては、何度か常任委員会の中でも口頭で説明したこともあったかなというふうに思

いますけども、改めて図式化させていただきましたので、ご説明をさせていただきたいというふ

うに思います。 

まず今回整備をさせていただきます、旧レストハウス交流活動施設のコンセプト左上の上段に

５つの項目書いてございますけども、これにつきましては何度かコンセプトについて説明させて

いただきましたので、簡単に説明させていただきたいというふうに思います。  

まず１つ目としましては、情報発信については観光だけではなく移住定住も含めた総合的な情

報発信の仕組みをしっかりつくっていきましょうということが１つ。それから憩いの場の機能に

ついては、清里の食材を活用して気軽に飲食を楽しめる環境を整えていきますということ特産品

の売店の部門については、清里焼酎の販売力を高める工夫をしながら清里の地場産品やオホーツ

クブランドも意識しながら、特色のある販売機能を持たせていきます。親子のふれあいとして憩

いのゾーンを作って、小さな子どもたちが安全にお母さんに見守られながら楽しいひと時を過ご

されるような場を作っていく。町民の活動の場はホールスペースを有効に使って、団体や個人の

展示会、発表会、ワークショップなどフリーなスタイルで活動できる場をつくっていきたいとい

うようなことをコンセプトに改めて展開をしているものでございます。そういったことで右側に

書いてありますように交流活動施設焼酎工場のエリアの整備というところで清里らしい観光を中

心とした拠点の創出。町民、来町者、観光客が集える拠点づくりの必要性が見えてくるというこ

とになります。この下に焼酎工場の絵とそれから今回整備をする交流活動施設の絵が載っていま

すけども、既存の焼酎工場と交流活動施設の連携一体化を進めさせていただきます。基本的には

焼酎工場は、工場という位置づけの中で施設見学や工程を見学してもらって焼酎工場学び清里焼

酎を学び焼酎に興味、購買力の向上を持ってもらい、交流施設の焼酎コーナーへと導いていきた

いと考えております。交流活動施設の焼酎コーナーでは、ディスプレイの工夫のほか映像などで

も清里焼酎を伝えていければなというふうに考えてございます。ですから製造は焼酎工場。販売

は交流活動施設という連携と一体化を図って考えていきたいというふうに思っております。なお、

交流活動施設については休日もありますので、その際は、焼酎工場の中でも対応できるように進

めていきたいというふうに考えてございます。 

そうしたことから下の図でございますけども清里が進めておりますガーデニングも生かしなが

ら、交流活動施設を軸として、焼酎工場そして今も真ん中にあります、ふれあい広場を一体化に

捉えて情報の発信、子どもなどの遊び場、イベントや体験できる清里の観光をはじめとする拠点

づくり連動性のある一体化した拠点づくりをより利活用しやすい整備を来年度以降、設計をして

いきたいというふうに考えてございます。名実ともに発信、交流、触れ合いが感じられる賑わい



 

- 8 - 

が創出できるエリアづくり、清里のメインのまちづくりとなるように今後進める予定でございま

す。 

そういったことで引き続き１６ページをご覧いただきたいというふうに思います。交流活動施

設仮称でございますけども、整備事業の事業費の説明をさせていただきたいと思います。総事業

費でございますけども１番上の建設主体１億９千６７０万円、電気設備２千３６０万円。建築設

備による機械設備３千６７０万円。建築費の合計が２億５千７００万円。それから地中熱の関係

の機械設備、これが４千１９０万円で工事費の合計が２億９，８９０万円の計上でございます。

施工管理としまして５１０万円。確認申請の消耗品費として１０万円。それから備品購入費を１

千４００万円ほど見込みまして、総事業費につきましては３億１千８１０万円でございます。財

源の内訳でありますが、この地中熱の設備に関係します、国の補助金３千３９０万円。それから

道の地域づくり総合交付金６００万円、これらが道国道支出金であり、３千３９０万円でござい

ます。地方債につきましては過疎債の記載というところで２億２千３００万円、一般財源を６千

１２０万円見込んでおります。 

続きまして２つ目の表でございますけどもこの予算組の考え方でございます。平成２７年度に

２カ年の継続基本補正を追加させていただいて、継続費補正の総額が、２億６千２１０万円とな

ります。この内訳につきましては、工事費小計の上段にあります、工事小計２億５千７００万円

と施工管理５１０万円からになり、工事費合わせて２７年度は一番端に書いてあります、９千８

２１万２千円。２８年度は１億６千３８８万８千円となります。 

３つ目の表となりますけども、２７年度の内訳でありますけども、工事費小計の９千６３０万

円と施工管理１９１万２千円が継続費確認申請に係る証紙代５万円が継続費以外の補正となり、

２７年度の補正額は９千８２６万２千円となります。財源の内訳は記載のとおりでございます。 

４つ目の表でございますけども、２８年度の内訳でございます。工事費小計の１億６千とび７

０万円と、施工管理３１８万８千円が継続費。地中熱に係る機械設備４千１９０万円と確認申請

に係る証紙代５万円、備品購入費１千４００万円が継続費以外の補正となり２８年度は２億１千

９８３万８千円となります。総需用費は、先ほど申し上げました３億１千８１０万円となります。 

それから下に書いてあります地中熱応答試験の結果でありますけども、先日試験が終わりまし

た。計画よりもかなり良い結果というふうになっております。地盤の温度につきましては１２．

３７でございました。最熱量いわゆる熱量でありますけども、計画は４０ワットぐらいかなとい

うふうな想定をしておりましたけども、７３．４ワットございました。ボアホール、いわゆるチ

ューブの長さでありますけども当初１００メートルを見込んでおりましたけども８０メートル

で、大丈夫だということになっております。それからボアホールの本数でありますけども、この

議会でも１１カ所程度つくるということで御説明させていただいたかなと思いますけども、８本

程度で済むだろうというところで、試験結果が出ておりますので、追加で御説明をさせていただ

きたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今⑤番、交流活動施設整備事業についての説明がございました。各委員の方から質

問等ございますか。はい、河口委員。 
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○河口委員 

 今説明いただいた内容を十分理解しているつもりなんですけども、今１つ左側の上に書かれて

いる一体化としてセンターハウス、その他ここにインフォメーション書かれていますけども、こ

の内容が従来と同じ主張をされているんだろうと思います。何も変わってない。それは当然そこ

に必要とされる施設なんで、そういう内容なんだろうと思いますけども、私個人的に考えるのは、

先日いろんな販売をされました。賑わいを作るこれはまさしく的を得ているように見えるけども、

私的にはあの賑わいっていうのは、町の中でつくるべき場所なんだろうと思っています。この間、

観光協会さんが主体となってやられた内容というのは、町の中でやっていただきたい。僕は本来

やるべきことはそこなんだろうと。あそこの場所でわざわざ遠い、車で行かなきゃいけない。歩

いて行くには、近くの方は十分歩けるけども、町のはずれにわざわざ賑わいを持っていくという

ことは、違うんじゃないのかなという感覚を持っています。その中でこの施設は非常に必要と私

も理解しております。ですからずっと主張しているのは、いろいろ町民の触れ合いをやることじ

ゃなくて、まだまだ観光に特化してほしい、内容を盛り込んでほしいなというのは思っておりま

す。国も道も、次の経済活動の趣が全部観光に向いているんですよね。すべて観光を基準として、

いろいろ進められている。国、道ともにどうやって観光を伸ばしていくかってことに、非常に比

重を置いている中で、その観光について戦略的にここの場所を利用することを考えなきゃ。ここ

に住民の賑わいをということよりも、先にどうやってこれを戦略的な施設の位置づけにするかと

いうことをもう少し熟慮していただきたいと思っております。大まかに総論としてはそういう感

じを持っています。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 河口委員の御意見でございますが、確かに町の中に賑わいを設けるというこれは当然のことか

なというふうに思っております。 

しかしながら、今回のこのマスタープランで記載のとおり、あそこ一帯をどうやって観光なり

を中心とした拠点にしていくか、また町民が集って賑わいを持てるような拠点をつくっていくか

ということで、あの場所でもこのような計画を進めていきたいというふうに考えてございます。 

河口委員も御存じのことかと思いますが、今年、道東地域観光広域観光主要ルートということ

で、官公庁の方のルートの選定を受けております。今後旭川、釧路網走等々結んだような主流の

中で観光客の増大が見込めると。北海道においても観光客の入込を増やしていくというような形

でいろいろ戦略を持っているところでございます。その辺を含めた中で観光客の増加、そして町

民の憩える場所というような位置づけの中で整備をしていきたい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 

 河口委員。 
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○河口委員 

 今の説明は十分理解しております。特に今年は知床１０周年ということでいろんなメディアに

取り出されています。この清里町も知床という位置づけの中で紹介されて、昨日、私ちょっと仕

事の関係でウトロの方行ってきました。１時過ぎたら食事できるかなと、みんないっぱいなんで

すね。道の駅も車が停められない。そのぐらい今いっぱいです。バスとかキャンピングカーじゃ

ないんですね。一般の個人の乗用がそれだけ多く来ているというのは、それだけここの地区が知

床っていう、国のメディアでいろんな露出がある関係で多いのかなと、私は理解しております。 

そしたら、ここの清里町ってそして何を売りにしているか。非常に自然のポテンシャルが高い、

色んな方の評価は非常に高いんですけども集客する何をここで集客するのか。その位置づけとし

て、これからここの施設っていうのは、非常に重要な位置だと思うんですね。それから私は町民

のふれあいとかそういうことでなくて、きちんと観光客を呼んでくれる。まずここを注目の浴び

る施設ということの位置づけをしっかりした方が僕はいいと思っておりますので、そのへんまだ

まだ熟慮した位置づけ、ここの施設の位置づけをもう少ししっかりとした位置づけにした方が良

いと思っておりますので、検討していただきたい。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 今のご意見でございますが、基本的に町外からのお客さんを呼び込むためには情報の発信、こ

れは重要だというふうに考えてございますし、今一番下の方に図面化させていただいていますガ

ーデニングということで、焼酎工場を新しくできる施設等々を含めた中で、観光客なりが立ち寄

れるような魅力ある施設を整備するために、先ほど本松の方からお話したとおり明年以降、実施

設計なりを入れながら、具現化をしていきたいというふうに考えてございますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。他、委員さん何かございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 まず聞きたいんですけど、今年のこの９千８００万。これは最終的に３億１千８００万。今年

の９千８００万どこまでの工事なのか。具体的に。 

 

○総務課長 

 本年度の９千８００万の事業の内容でございますが、既存の施設の取り壊しの部分。正面から

見ましたら右左の取り壊しの部分が主な内容となってございます。その後外壁等々が、平成２７

年度中にでき上がればなという形の積算でございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 ということは、壊して外側までやるっていうこと。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今後施設等々によって多少のズレっていうかはございますが、基本的には今言ったように、両

側の取り壊しと外壁等々までの工事というふうな考えでございます。明年度以降は中の整備とい

う形でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 この旧レストハウスの問題に関しては、交流活動施設ということで今進んでいるんですけど、

これ来年からやるということになれば、実際にこうやって図面があって建つわけですから交流活

動施設っていう名前ではダメだと思うんですよ。まず名称これも役所でね、いろんな人たちと協

議して決めるのか。また町民の方に公募して進めていくのか。そこら辺もひっくるめた中で、来

年度以降こうやって進めることは、事前にそういう名称とかも既にもうどんどん進めていく必要

があると思う。親しみやすいような名前で、それとすぐ隣に札弦にパパスがあるんで、あんまり

似たような建物になっては、これは意味はないと思うんですけども。これは憩いの場機能ってい

うところにカフェってあるんですけども、カフェ等って書いてあるんですよね。これは食事を出

すのか出さないのか。これまだはっきりしてないんですか。 

 

○総務課長 

 まず１点目施設の名称でございますが、この施設のでき上がりを、明年７月ごろを予定を組ん

でおりますが、それまでに条例で当然施設名等々を確定しなければならないということと、委員

会でその愛称も町民から募集したらいいんではないかというようなこともございますので、その

辺も含めた中で今後進めていきたいなというふうに考えてございます。 

それともう１点のカフェ等ということでございます。これ今までの常任委員会でもご説明して

いるとおり、軽食等を出すというような形で考えてございます。終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 
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○池下委員 

 まだ本決まりで決定して観光協会さんがどうのこうのというふうにじゃないと思うんですけど

も。これ例えば軽食等を出すっていうことになれば、当然中に入っているその観光協会さんが責

任を持ってやるというふうになると思うんですけども。そうすると何て言ったらいいんでしょう。

中途半端にやって、今のパパスはすごく忙しくて、虹色うどんを始めましたよ。緑清荘もやって

いますけどね。手間がかかり過ぎて余りにも時間かかって中に入ってきたお客さんが空席だらけ

なのに１時間待ちだとかそういう実態があるんですよ。でこうやって新たにまたつくる活動交流

施設の中に軽食等をやるってことになれば、調理師さんの問題もありますし、それに食器等いろ

んな機材も入れなきゃならない。ただやっぱり一番の問題はお客さん来た時にどういった対応を

できるのか。ここが一番の問題点だとは思いますけども。その辺は十分考えながらやっていただ

きたいなと思います。 

それと現在、オープンしてトイレ等利用していますけども、焼酎工場と一体化した中でやるっ

て言っていながら焼酎の販売が新しくなったらこれ売りますっていうふうになっているんですけ

ども、もともと開けるときに、焼酎売ったらどうかって話はもう委員会の中で山ほどしてきたん

ですよ。それを全然前向きに考えないで、焼酎は隣で売っていますからっていう、そういうスタ

ンスであれば、本当にこれ一体化してやる気持ちがあるのかって私は思っていたんですよね。そ

の辺いかがですか。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今の御質問でございますが、まず１点目の食事等々の関係ございますが、当然提供するとなれ

ばサービス等当然充実していかなければならない、お客さんに迷惑かからないような対応をして

いかなければなければならない。これは今後運営する母体といろいろ協議しながら進めていかな

ければならないと思っておりますし、今現在提供をしようと考えておりますのは、６次化の方々

が作っております食材によるものですとか、そういう軽食を提供していきたいなと思いますし、

あとはピザですとか、ホットドックですとかそういう地場産を活用したもの、そしてオホーツク

ブランド的なものを提供していきたい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。 

また焼酎の販売の関係でございますが、これにつきましては一体化ということで、基本的には

先ほど本松がご説明したとおり、焼酎工場については、製造工程なりの施設見学を主として焼酎

の魅力を発信しながら隣の活動施設等々において、販売の促進をしていく形で、今後取り組んで

いきたいというふうに考えてございます。また焼酎工場に来られた来客者等には隣のそういう施

設で、販売等していますよということもＰＲ等も含めた中で進めさせていただきたいというふう

に考えてございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 
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○池下委員 

 活動交流施設を新しくして、例えば外からの交流人口が清里に来た場合は、決してそこを見に

来るわけじゃないですよね。例えばあのさくらの滝であり神の子池でなり、斜里岳であり、男鹿

の滝でありっていう、そういうところを見にくるんであって、決して清里町にこれができたから

といってここにわざわざ来るわけじゃないんで、もっと主要の観光ができるところの環境を十分

にしていくっていう方が最優先の課題なのかなというふうに思います。斜里岳に関しても、道路

がすごく悪い状態でというふうなこともあって、今年整備多少やっていますけど、活動交流施設

が云々というよりも何のために清里に来ているのかっていうことを十分踏まえた上でやる方が良

いのかなと思います。 

それと最後にちょっと聞きたいんですけども、この地中熱に関して４千１９０万ということで

金額あがっていて試験結果もすごく良好だと。思った以上に数字が良い状態だっていうふうに、

グラフに書いてあるんですけども、この４千１９０万をかけるそれと通常の例えば石油ストーブ

等をつけた時の金額では、これ違うんだろうなというふうに思うんですけど、例えば両方比較し

たときに年間どれぐらいの差があるのか。このへんがちょっと解れば教えていただきたい。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 地中熱の関係でございます。まず１点御理解いただきたいのは、今回の地中熱試験結果が相当

良好だということで、当初計画していた整備費よりも軽減されてきているということで書いてあ

るとおり、地中熱約４千１９０万ということでございます。その内の今のところ３分の２。これ

は国からの補助という形で今のところ考えてございます。 

それで先ほどの御質問でございます。通常の暖房の場合との比較ということでございます。こ

れ前の委員会にも御説明をしていたかと思いますが、ランニングコスト的なもので申し上げます

と温泉暖房、温風ですね、温風暖房器でいきますと、ランニングコストとして、運転費用ですと

かメンテナンス費用等々でいきますと年間約２１０万円ほどかかるというふうな試算をしており

ます。また地中熱に関しましては、総体事業費から補助事業費分を除いたもので比較という形で

計算をさせていただきますと、年間１５５万円ほどのランニングコストということで、差し引き

ますと大体６０万ほどの軽減がされるんではないのかというような試算をしております。以上で

ございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員、よろしいですか。いいです。他、委員さん。河口委員。 

 

○河口委員 

 今の件とはちょっと一つ外れて、申し訳ない。委員会構成って私ちょっと理解してなくて申し

訳ないんですけども、今、総務常任委員会時に産健の委員長は発言がないということでお聞きし

ましたけども、やはり９名しかいない議員の中で、いろんな意見を私どもを指導されております

産健の委員長にも意見を言っていただければと思うのですので、そのへんは。 
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○勝又委員長 

 どうなんでしょうね。一応除籍扱いになっているが。 

 

○加藤副委員長 

 本人から申し出があって皆さんが良いって言えばそれは良いんだけども。各議員が推薦するこ

とではない。本人が発言を求めて質疑をしたい場合については提案されれば。 

 

○勝又委員長 

 皆さんの了解を得た形の中で発言というような。 

 

○総務課長 

 その前に先ほど池下議員から質問があった１点答弁忘れをしておりました。池下委員の方から

他の観光地の男鹿の滝ですとか神の子池の整備等々も重要でないかというような御意見がありま

した。それにつきましては、先の委員会でも当然重要だということで整備を計画的に進めていき

ますという形で私答弁をさせていただいているかと思いますし、今回の施設につきましてはそう

いう観光地を積極的に情報発信しながらしていくというような施設というような位置づけで、今

回その情報の発信、そしてインフォメーションの充実という形でこの施設を捉えていただいてい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員いいですか。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 先ほどの地中熱のちょっと延長上にあるもんですから一つ質問させていただきたい。考えてい

ただきたいのは、私は観光の特化してほしいという願いをしておるんですけども、その中で来ら

れた客が要するに観光農園みたいなことがすぐ近くにあり、地中熱の利用をするハウス。かなり

冬でも有効、今の数字を見ますとむしろここの施設８本に減らしましたよじゃなくて良いんだか

ら、これを武器としてむしろ増やす。せっかくある補助を利用して、さらにまだまだ熱量をとっ

て、その近くに観光のビニールハウスなんかをつくっていって、それが観光の方がそこで採取す

るだとかいう１つの観光の遊び場を提案する中には、これ非常にいいよっていうことはむしろこ

れを武器として使う方法がまだ１つあるんではないかなと気がしますんで、そのへんが検討に値

するものかどうかっていうのは検討していただきたい。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 河口議員の御意見を拝聴しながら、明年以降この全体的な整備の中でいろいろと検討させてい

ただきたい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。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。先ほどの河口さんからの意見なんですけど、両委員長なんですけど一応オブ

ザーバーとして参加しているわけで、委員長から発言したいとの旨があった時にそれぞれ委員会

において協議した形の中で発言を許していくっていう形そういうことでよろしいですか。一応確

認しますけども。 

 

○全委員 

 はい。 

 

○加藤副委員長 

 私は止めれと言いたい方なんですが、これから進めるにあたってきちっと整理をしていってい

ただきたい。これ準公共施設なんですよ。今までのレストハウスは賃貸料の条例の中でゼロには

していたけど、経費はかかってないんですよ。今回やる施設というのは、公共施設になっちゃう

んですよ。しかも、先ほども観光の表現の中に観光を主体にという表現がありましたけども、こ

こを見に来る人ではないんですよ、このセンターハウスに。ここは、発信の拠点だという表現を

されているわけですから。そういったときに、本当にこの建物で充実できるのかという問題点。

今後進めていく中で大きな問題点に私はなってくるんだろうというふうに思っているんです。 

もう１点、そこで問題になってくるのは、私は利益は出なくても良いけども経費をどう扱って

くのかっていうことなんですよ。これ３分の２の補助っていいながら補助金はたかだか３千９０

０万、過疎債を使って一般財源結果的に町の持ち出しは約１億２、３千万ぐらいにはなるでしょ

う。約１億５千万ぐらいになるのかなと。最終的に備品からいろんなことやっていくと。なおか

つ毎年の維持費がかかってきます。そういう形の中で本当に町民に理解される有効的な施設の運

営を図っていかないとならんということですよ。 

焼酎工場と一体という環境の中で焼酎も売っていきます。これ免許はどうなってくのかってい

う。販売できますよということがあったときに、一部の中では観光協会という表現が今出ていま

すけども、すべての運営を観光協会に任していくのか。焼酎の販売やその部分についてはこれ営

利を目的とする環境に入ってくわけですから、きちっとした営業行為ができる人でなければ、あ

るいは町直轄でその部分をするのか。同時に、町民の憩いの場あるいは、子どもや若い人たち、

若い奥さん達が集まれる憩いの場にしてきますよという中で焼酎を売るっていうこととの問題点

はないのかどうなのか。しかも試飲をして販売する環境の中で、こちらの部分は子どもの憩いの

場あるいは軽食の部分だと。先ほど言われた清里の特産品やあるいはオホーツクの生産の中で６

次化のやつを販売していきますよ。どういうふうに捉えていくのか。営業時間、どういうふうに

捉えていくのか。すべて採算を度外視して、いかなる環境になっても町が全部負担をしていくと

いう環境になっていくのかどうなのか。今までのレストハウスは手出しなかったんですよ。それ

を今後こういう形で町の持ち出し１億２千から１億５千万出し、毎年今の試算で、年間７００万

の維持費と言われていますが、これはまた増えてくんだろうと思うんです。本当に将来にわたっ

てこの施設を、町民に喜ばれる環境にしていくために本当にどういう環境が良いのか。そこの部

分を十分に踏まえて具体的な内容について進めていただきたいとこのように思います。 

しかも備品の内訳１千４００万と言いながら前回いろんな形で調理場の部分がどうのこうのっ

ていろんなことがありました。こういう中で、この部分をカフェで本当に喜ばれる環境にすると
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きに、衛生的なことを考えたときに本当に調理人を置かないのか。調理人を置くけど、それを観

光協会に任せた中で選んできてやってもらう方法をとるのか。逆を言うと部分的には営業目的と

しては、テナントを入れてやってくだとか部門的な環境やいろんな運営方法をしていかないと。

あまりにも中途半端な形で、設備投資をしないようにしていただきたい。 

ここまできたから引っ込みきかないという話でなくて、本当に見合う大きさあるいは内容はど

うなのか。私は観光の拠点やＰＲや情報の発信の一番大きな場所は道の駅だというふうに理解し

ます。せっかくある道の駅を有効に観光協会があそこに積極的に参入して発信していく方がお客

さんの場合なんかでは大きいと思うんです。施設をつくってやることじゃなくて、今ある清里の

環境の中からそういうものを発信していく、最終的にかかってく。この公共施設、将来にわたっ

て荷物にならないような大きさと運営方法について十分検討されたらというふうに思います。 

私はやめれって言いたい方ですけど私だけ反対する。これ委員会ですからあれですけども合算

での補正というやり方に私はまた大きな疑問。この交流施設の部分だけについては例えば別個に

臨時会あたり等でやるべき大きな課題だとこのように私は思います。これはこの施設だけの問題

でなくて、このあとご説明がある清里のまち・ひと・しごとのこととの連動の中から、これから

のまちづくりの中に大きな重要なポイントを占めてくるものだと思うので、ぜひ負にならないよ

うな施設と運営方法にだけ十分配慮をされて、効果のある方法で取り組んでいただきたいと 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 今、加藤副委員長の方から、今いろいろな御意見等々をいただきました。 

 私どもとしましても、この施設につきましては公共公益的施設という位置づけの中で整備を進

めていきたいというふうに考えてございますし、ランニングコストにつきましても、軽減が図れ

るような形で運営をしていきたいというふうにも考えてございます。その辺は御理解をいただき

たいと思いますし、整備後につきましても町民それから来訪者等々が喜ばれるような施設運営等

々も施設運営をされるであろう母体の方とも協議しながら進め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。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。はい、村島委員。 

 

○村島委員 

 今池下委員からも、加藤委員からもこの活動施設につきましては、改選期前からこういう形が

引き継がれて現在に至っているわけでありますけども、やはりこの施設というのは金額的にも３

億２千万という金額でています。となるとやはりこの中身についても、前回の委員会でこういう

資料が手元にきまして、中を見ましてもわかるわけですけれども、このカフェという形で面積を

とっておりますけど、この面積の割合にしては観光増加を目的として云々という話もされました

けども、そうなると結果的にこの面積の中で軽食なんていう言葉でやられるとこれコーヒーだの

パンぐらいでいろんな６次産業どうのこうのという話もされていますけども結局、私は物足らな
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いと中途半端という言葉が何人からか出ておりましたけども、中途半端になっちゃうんじゃない

かなと私も懸念するところでありですね。ですからやっぱりここは思い切ってやるからにはやは

り麺類も必要ですし、ご飯ものも必要だと。それに見合ったやっぱり献立を考えていくべきだと

私は思っているんですよ。こんな軽食なんていう言葉だけで済まされるようなそんな建物を、３

億２千万もかけてやるようだったら見直ししなきゃいけない部分あるんではないかなと。 

しかし、このように設計も間取りも全部できているわけですからこれはやらざるを得ない。で

すから中途半端にならないようにやっぱり町として考えていっていただかないと。補助っていっ

たって先ほど副委員長から出ていましたようにほとんど持ち出しもやっぱり多いですよね。です

からそういうことを考える時、町民から後から何だかんだって言われるような施設ではならんと

私は思っていますので、そこら辺よく検討してまだ余地はあると思いますけども、やはり早急に

工事そのものも冬期間やるほうが大変なんでしょう、これ。簡単に思っているかもしれませんけ

どね。ですからやっぱり早急に出すものは早く出してやっていただきたいとお願いしたいと思い

ます。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 食材として提供するものについては軽食というようなことを私どもは扱ってございますが、中

身的にはパンでなく、ご飯類等々のものも提供していくということで御理解をまずいただきたい

と思います。 

そして今後のスケジュールの関係でございますが、これは前の委員会でご説明したとおり継続

費で事業を行いながら明年の観光シーズン７月頃をオープンということを目安に事業を進めてま

いりたいと考えでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。 

 

○加藤副委員長 

 ご飯ものを取り扱っていく大前提に、その部門における独自採算制を行っていくべきというふ

うに捉えますんで、少なくてもこれ道の駅パパスに関しても、レストラン部門については、基本

的に独自採算制をとっているわけでありまして、これ町内にあるいろんな飲食店環境の中から、

施設から何から全部におんぶに抱っこで、結果的に他のものに影響がないということにはならな

いとこのように思いますので、その辺について十分な配慮と検討がなされなければ。マイナスが

続いても良いとならんというふうに私は思います。だから、適正な運営。当初計画してた目的と

計画をどういう形でしていくのか。その辺を十分に考えてスタートをしていただきたいとこのよ

うに思います。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 
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○総務課長 

 今の御意見でございますが、当然本施設を運営するにあたっては、売店それからレストラン部

門の売り上げ等々もあるというには認識しております。その上において当面は明年の年度途中か

らの運営という形になってくると思いますので、この辺はある程度推移を見ながら、最終的には

指定管理等々の方にも移行していくような形の考え方を持って行きたいなというふうに考えてご

ざいますので、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。他堀川委員。 

 

○堀川委員 

 はい。自分は、この交流施設に対しては非常にこれから期待している一人なんですけども、清

里の魅力情報をここから発信していくっていう意味では大事な施設になっていくと思いますし、

非常に期待もしています。その中において焼酎工場があって旧レストハウスのこの施設があって

間に公園があってと言うことで、その辺を一体化した中でどういうふうに考えていくかっていう

のをきちっと考えていかないとうまくいかないと思っていたところなんですけども。公園とそし

て焼酎工場の連携については来年度以降にしっかり考えていくっていうことの説明でしたけど

も、本来でしたらばそれもセットでこのマスタープランというのが出てくるのが本来あるべき姿

なんだろうなとそういうふうに感じていますので、その点については来年度以降という説明でし

たけれども、早急に後からとってつけたような計画にならないようにっていうことで、しっかり

やっていただきたいなとそのように思います。 

この施設が清里の良さを知ってもらって、清里に来てもらった人に満足してもらって帰っても

らうという施設であるためには、先ほど観光地の案内場なんだからここに来る人はまあまあとい

うような御意見もありましたけども、観光地でも満足してもらう。プラスこの施設でもやっぱり

満足して帰ってもらわなければならないと思うんですね。そのためには先ほどからも言われてい

るように食べ物。こういう田舎に来る人にとっては、景観ですとか田舎の体験ですとか、田舎の

食べものですとか、食べ物っていうのもかなり重要な位置づけになると思うんです。そういった

意味ではやっぱり簡単な軽食っていうお話がさっきからありますけども、軽食にしても特色ある

メニュー。地場産の本当においしいものを食べてもらうようなメニューをひねっていただきたい

し、食べ物で満足してもらう。あとは例えば雨の日ですとか観光地にどうも行けないよという時

でも、この施設でかわりの満足を提供できるような、例えば一番良い時期のさくらの滝の様子を

映像で見せてあげられるですとか、この施設でも満足できるように、そしてプラスお土産も、こ

の施設で色んなお土産が買えるっていうようなことで満足してもらえるということで、その辺も

しっかり詰めて計画をしていっていただきたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 最初に私の方からも説明させていただきました一体化については、堀川委員指摘しているとこ
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ろも重々理解してるつもりでございます。そういった部分も含めましてなるべく早い段階で総体

的な交流活動施設が軸となるような一体化の仕組み、それから焼酎工場と連動した施設運営を図

っていきたいというふうに思っております。 

２つ目の食べ物の関係も出ておりました。先ほどから課長の方からも説明させていただいてい

るとおり、基本的には軽食であるというような部分。基本的には今のところ料理人は置かない中

で、当然先ほど説明しているような、例えば６次化で頑張っているおいしい料理もあります。そ

ういった部分も含めながら清里らしい食を迅速に提供できるというようなテクニックもあるのか

なというふうに思っておりますし、食べ物だけではなくて飲み物だとかいろんなものもございま

すので、そういったものも織りまぜながらですね。時間をかけない、でも味わっていただけるよ

うな仕組みづくりも今後していかなければならないのかなというふうにとらえております。 

また最後に映像の関係も出ておりました。当然その清里に来られて清里の観光地に来られて雨

の日もあろうと思いますし、斜里岳が見えない日もあろうと思います。そういった部分について

も施設内で今スクリーンなんかを入れながら、清里のさくらの滝はこういう状況ですとか、斜里

岳はこういうふうに見えますとか、そういった部分の映像の収集もしているところでありますの

で、そういった配慮も十分にしていって総合的な観光案内や情報提供情報発信ができるような仕

組みにしていきたいというように考えており、お土産についてもできるだけ清里らしさを出す焼

酎だけでなく、工夫もしていきたい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

というふう思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さんはい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ちょっとお伺いしたいんですけども、ちょっと今の話から外れるかもしれません。整備事業費

もともとの概算要求の段階で、地方債１億５千万。一般財源１億１千５００万だったと思うんで

す。それが実質こうやって出てくると、一般財源を少なくして地方債約２億２千万ですか。一見

よく見えるんですけど、でもこれ２つ合わしたら結局２千万ほどプラスになっていると思うんで

すけど。そこの部分で結局２カ月前の概算からなぜここまで数字の振り分け方が変わっていった

のかということをまずお聞かせ願いたいんですが。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 まず今の事業費の関係でございますが、前回の６月の常任委員会で提出をさせていただいた概

算事業費でいきますと総体事業費で３億１千５００万。そして今回の３億１千８１０万というこ

とで、３００万ほどの総体的な事業費の中での違いと。これはあくまで積み上げてきた中の精査

ということで、まずは御理解をいただきたいなというふうに思います。それとこの地方債等との

関係でございますが、これはその施設等々の目的ですとか整備の内容によって、起債の中身、借

り入れの部分が変わってくる部分もございますので、そのへんは精査した中で町債１億５千万を
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２億２千３００万まで起債として活用できるだろうという形で今回計上させていただいているも

のでございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 私が言っているのは、事業費全体の３００万プラスとかじゃなくて一般財源と地方債、あわせ

た部分では多分２千万ぐらいプラスになっていると思うんです。結局借受けるお金じゃないです

か。自分たちが支出する。いつかは支出したお金の部分で、いつの間にか２千万ぐらいプラスに

なってしまっているのと、もう一つはパッと見で一般財源が約半額に下がりました。よかれと思

って見ちゃうんですけど、そういうものもあるんじゃないかって考えたときに、実はこの３億全

体の総事業費ですけれども、３億１千８００万になりましたけども、じゃあ他の各委員からも出

ていたとおり、まだまだ実はいろんなところで精査しなきゃいけない部分もあると思いますし、

何でもかんでも詰め込みでないのかとかいろんな意味から、結局数字上でよくよく考えていくと

上澄みのものがまた出てきてしまった。僕はどうしてもそのように見えてしまって、もう少し時

間かけて見直ししていく必要性があるんじゃないかなと思うんですが。今まで皆さんがいろんな

お話されてきましたけども、そこを壊してしまうような意見ではあるかもしれないんですけども、

もう少し時間が必要なのではないかなと。これだけ別々の意見が出てくる、そのへん総務として

はどのように考えているのかお聞かせください。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 まず１点、私はちょっと勘違いしたということでちょっと訂正をさせていただきますが、６月

の常任委員会で出させていただいております、国庫道支出金５千万。これについて今回３千４０

０万という形で約１千６００万ほど下がっているという内容でございますが、これにつきまして

は概算事業費で出したときに地中熱の関係で３分の２ほどの補助金を見込んでいるという形で出

させていただいておりますし、あと道支出金等々がもう少しこの事業に当てられるんではないか

ということで前回は出させていただいております。その中で今回地中熱もある程度の整備の需用

費等固まってきた段階で国なりの補助金の精査が出てきたということと、もう１点道地域づくり

交付金についてもさまざまな制約がございます。それで今回地方債、要は過疎債の方で積算をし

ていっているという内容でございます。また過疎債につきましては７０％が交付税として跳ね返

りがございますので、実質一般財源としては３０％程度ということでございますので、そのへん

はご理解をいただきたいなというふうに存じます。 

それそれともう１点、いろいろな議員さんの方からの御意見も踏まえた中で見直しをかけたら

どうかということでございますが、今回のレストハウスにつきましては、昨年度来いろいろな意

味で常任委員会なり、関係機関と協議をしながら現在に至ったということはまずご理解をいただ

きたいと思いますし、その中において私どもはこの事業の計画をさせているわけでございますの
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で私どもとしましてはこの事業を推進させていただきたい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 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の説明で大体わかりました。その見直していう部分で、私言葉を間違いました。見直しとい

う事業そのものではなく、中で精査していく部分がまだまだ詰めなきゃいけない部分が大分ある

のではないか、それに対する時間がちょっと余りにも短いかな。今の予定、タイムスケジュール

でいくと、という意味ですので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 今後事業を進めるに当たりまして、整理しなければならない課題も運営の方も含めた中で課題

等もございますので、その辺は事業を推進しながら町民に喜ばれるような施設、そして観光客も

喜ばれるような施設にしていくように、進めてまいり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 

 よろしいですか。他委員さん 

 

○前中委員 

 よろしければ発言を。 

 

○勝又委員長 

 いいですか。はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 私は所管産福委員という形で発言中々できませんけども、この場で発言を許されることを感謝

しております。 

産福委員の中でおかれている部分で、観光行政は産福に属しております。その中で本町も交流

人口の拡大、これは町長が常々掲げている中で２７年度の予算の審議の中でも交流人口を増やす

んだという話がありました。そして先ほど来河口委員からの方も国も、道も同じような方向スタ

ンスで動いていると。いよいよ本町もその観光事業に対してどういうような舵取りをするかとい

う時期に来ている。そういった中でこのようなほんとにタイムリーという言葉はよろしくはない

んですけども、この交流施設を拠点に清里観光がこれから大きく羽ばたこうとしているのかなと

思っております。 
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ただそこにはやはりかなりハードルが高い。ハードの部分では喧々諤々議論がありますし、ソ

フトの部分で今後どのような位置づけに持っていくのか。ある程度観光行政を町の仕事の中で特

化する部分で置くのか。これはこれからの課題でありますけども、やはりワンストップで観光の

需要はすべてあの施設でできるんだという施設にもっていっていただきたいなという部分で私は

強く認識しております。あといろんな部分、食を提供云々は、喧々諤々しながら議論いただけれ

ばと思っておりますんで、今担当課が来られている中でまち・ひと・しごとという部分の括りで

も、これは担当の所管になりますけども、焼酎事業の焼酎工場を１つのスキムとして捉えていき

たい。そこには面としてふれあい広場、そして交流施設だという話も総括の中でありました。や

はり清里というそのネームバリューが大変最近マスコミに取りざたされて、ＳＮＳでも広く浸透

してきている中で、昨日の新聞等にもありましたように良いものをつくっていれば、認識される

時代になってきているのではないかな。 

そういった意味で、今後とも観光事業に対して良いプラン・良い人と良いおもてなしができれ

ば、これから大変ですけども、そういう前向きな中で進んでいってほしい、そして担当課をどう

するんだということも併せて進めていってほしいと思うんで、その辺について今後所管の中でど

う観光事業観光行政。細かい話をすれば、観光事業に対していろんなところから予算措置がされ

ているわけですけども、今後に向けてそういう部分。もし考えがあるんであれば、説明願えれば

と思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 まず委員長の御意見、本当にありがたいなというふうに感謝申し上げます。今後その観光行政

につきましては、担当であります産業課のほうと連携をしながら、いかにうちの町の観光行政な

り情報を町外なりに発信できるような仕組みをつくっていくか。これは十分連携をしながら取り

進め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。 

 

○勝又委員長 

 他ありませんか。なければ、ただいま委員会の方でもいろんな各委員から意見が出ました。昨

年、この事業を進めるに当たっての当初の計画として基本計画なり、業務委託なりという形でや

っていくというような部分でしたけど、そこに営業行為に対する営利の部分については、これは

やはり独自の裁量でやってもらうというようなことも載っていましたのでね。ひとつその営業の

部分につきましては、きちっと努力して、その営業の中で儲けを出していくっていうぐらいの考

え方の中で僕は課長が言われた業務委託から指定管理そういうかたちに移行していけることなの

かなと思っております。公共施設と営業の部分と同居するような形の施設と思うんですけど、ひ

とつ今日の意見等も聞き入れまして、取り組んでいただきたいなそのように思います。 

では⑤番について終わりたいと思います。 

⑥番、清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定についてはい、総務課。 
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○総務課参与 

 それでは１７ページお開きいただきたいというふうに思います。清里町まち・ひと・しごと総

合戦略状況について説明させていただきます。この確定の説明をする前に皆さんにお配りしてお

ります資料１がございますので、この資料１については、今まで住民の方々といろんな御意見を

いただいておりますアンケート調査でありますとかフォーラム、それから地域に出向いての懇談

会、さらには内部での協議の結果も出ております。これらについてまとめておりますので、担当

の方から説明をさせていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○企画財政Ｇ主査 

私から清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略課題一覧表について御説明の方をさせていただ

きたいと思います。Ａ４横、清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略課題一覧をご覧ください。

こちらにつきましては今回総合戦略を策定するに当たりまして、各種調査分析を行うとともにフ

ォーラムや懇談会にて住民皆様の声をお伺いした上で、洗い出された課題を一覧にしたものでご

ざいます。本資料は総合戦略のみならず、今後の総合計画見直しや各種施策立案に活用させてい

ただく所存でございます。各課題における基本項目といたしましては、左から７月にまとめた人

口分析の現状、６月末に行いましたまちづくりアンケート、７月に職員に対し行いました施策事

業調査、８月１日に開催いたしました、まちづくりフォーラム同じく８月に開催いたしました、

まちづくり懇談会。こちらの中でいただきました御意見御提案となっているところでございます。

各課題の内容につきましては各分野多岐にわたっているところでございますが、特に多く声を寄

せられた部分につきましては、住環境の整備、若者女性に魅力ある雇用、妊産婦や子育てサポー

ト、清里町の情報発信などがございました。こちらの方以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 重複する部分もあろうかと思いますけども、１７ページの説明に入らせていただきたいという

ふうに思います。前回の常任委員会の説明から、このような１７ページ記載のとおりの作業フォ

ーラム等、懇談会等行っております。１番目の町民対象につきましては、８月１日にまちづくり

フォーラムということで、参加者いろんな立場の方々が参加していただいて前向きな清里町の未

来を大いに語っていただきました。②のまちづくり懇談会につきましては神威札弦地区、清里市

街地区、清里農村地区３回に分けて基本テーマに基づいた将来の清里のまちづくりについてそれ

ぞれの立場や自身の考えのもと御意見をいただいております。 

大きな２つ目、推進委員会です。推進委員会につきましては８月１０日開催をしておりまして、

課題の掘り起こし基本目標に基づく意見交換を行っております。策定本部につきましては８月３

日に第２回の会議を開き、施策事業シートの確認、町民アンケートの結果を報告してございます。

第３回の策定本部の会議につきましては、８月２６日総合戦略の策定の構成案の確認、それから
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基本目標に基づく政策パッケージの設定をしてございます。その政策パッケージに基づきまして、

先日９月７日ワーキンググループ会議を行ってこの政策パッケージにはめ込む施策の内容、事業、

支援の協議を行っております。ということからただいまどのような作業を行っているかというこ

とでありますけども、現在各グループリーダーを中心に既存の事業施策制度のはめ込み、新規の

事業のはめ込み作業を行っており、これらさまざまな事業をはめ込んだ後、それぞれの基本目標

基本数値の設定、目標数値の設定等を行って行くところでございます。 

そのスケジュールの関係でございますけども、次の１８ページのスケジュールをご覧いただき

たいというふうに思います。ただいま政策パッケージ及び支援等の事業のはめ込みを行っており

ます。それが終わり次第、数値目標、基本的方向数値目標の小項目それぞれ定めます目標月日が、

９月の下旬を想定しております。その後本部会議を開き、人口ビジョン素案の提案をしてまいり

ます。そして推進委員会にそれらを提案していきたいというふうに考えております。その後常任

委員会の方に報告をさせていただき、１０月中旬から下旬をめどにパブリックコメントをもらい、

総合戦略の策定をしてまいりたいというふうに思います。非常にこのスケジュールにつきまして

は、非常にタイトなスケジュールではありますけどもスピード感とじっくりした協議を基に計画

策定を進めてまいりたいというふうに考え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。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今説明がございました。清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定について委員

の皆さまから、何かございませんか。意見等質問なり。はい。河口委員。 

 

○河口委員 

 特に異論はなにも無いんですけど、非常に思ったより残念だったなと思ったのが、まちづくり

懇談会っていう中の札弦地区、市街地区、農村地区の参加人員ですね。非常にこういうものなの

かなっていうのが、ちょっと残念かなと思っている次第であります。 

私もちょっと出張中だったものですから中身についてよくわからないで物言うことがちょっと

憚るんですけども、このパブリックコメントがやっぱり重要な部分なんだと思うですね。櫛引町

政の中で、この部分をぜひまだまだ推進ということが目標なんだろうけども、現実には非常に寂

しいのかなと。当然これから出てくる新しい人口ビジョン、これは非常に大切な部分になるんだ

と思うんですけども、同じようにパブリックコメントがこういう参加っていうことでは、まだま

だ町民皆に理解していただくっていうのは難しいかなと思っていますので、もうちょっと工夫を

凝らした形で、１０月の部分は進めていただきたいと思っています。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 ただ今河口委員の方から御指摘いただきました。まずまちづくり懇談会の人数ですけども私ど

も事務局が想定した人数よりも、正直少なかったという印象ございます。その背景につきまして

は御案内の仕方にももうちょっと工夫が必要だったのかないうものと、こういう懇談会に行くと
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意見を述べなければならないのかなという多少の抵抗感もあったのかなというふうに理解をして

おります。そういった中でこちらの工夫も多少必要だったとかというふうに反省をしております。 

この資料を見ていただいても解るように、かなり前向きな御意見。先ほどの水尾の方からまと

めた御意見を述べさせていただきましたけども、フォーラムにしてもまちづくり懇談会にしても、

前の話にもなりますけども、アンケート調査にしても、非常に前向きな御意見をいただいており

ます。その前向きな御意見をどうこれから策定する総合戦略の中で制度や施策や事業や活かして

いけるかというのが、これからの職員並びに事務局の頑張らなければいけないところかなという

ふうに思っております。それぞれ町民の方々から出された貴重な御意見を今までの事業やこれか

らの事業に少しでもはめ込んでいくか、そのラインに乗せていくのかっていうことが、当然役場

のまちづくりではなくて、住民の皆さんがつくるまちづくりというふうに理解しておりますので、

できる限り住民の皆さんの御意見を活かした総合戦略を少しでも進めてまいりたいというふうに

思っておりますので、ご理解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。他。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 関連して、自分も随分懇談会が少なくてびっくりしたんですけども、それにしてもこの総合戦

略をつくっていかなきゃならないという使命があったおかげで、これだけの意見が集まってきた

というのは事実ですので、１０月にこれをつくったから終わりっていうことではなしに、これか

らも継続して町民の意見を幅広く吸い上げるような取り組みというのは是非来年度以降も続けて

いただきたいなとこのように思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。 

 

○総務課参与 

 堀川議員の御指摘のとおりですね。人数は少なかったんですけども、本当にさまざまな御意見

いただいております。貴重な御意見もいただいております。 

この意見については当然総合戦略の方に活かていく中で今後今進めております。１０カ年の総

合計画の後期計画の方にも当然流し込んで生かしていきたいというふうに思っておりますので、

当然その総合計画の中でもはっきりとした部分で表現していきたいというふうに思っております

し、最後の方に御指摘もいただきました、こういう御意見の場を今後もということは何らかの形

で進めていかなければならないのかなというところで事務局も感じているところでございますの

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 

 よろしいですか。他委員さん意見等ございますか。なければ終わりたいと思いますが、今回の

戦略をいい契機として、今回ちょっとまちづくり懇談会等も少なかったみたいですけど、そのこ

とを契機にいろんな意見が出されて、ふるさとこの地域を振り返る良いきっかけをいただいたん
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でないかなと思っています。その中で大事なことは、これからこの地域をどういうふうにしてい

くかっていうことで、町民を含めてひとつそういう部分で真剣に論議できるような場面をさらに

つくっていただきたいと思います。 

それでは６番、清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略作成について終わりたいと思います。

総務課所管について終わりますが最後に何か、意見何かありますか。なければ終わりたいと思い

ます。よろしいですか。どうもご苦労様です。ありがとうございました。それでは１０分間休憩

して１０時５０分再開します。  

 

休憩 午前１０時４０分 

再開 午前１０時５０分 

 

○勝又委員長 

 それでは再開したいと思います。生涯教育課より３点提案ございます。①平成２７年度一般会

計補正予算、生涯教育課所管分について説明をよろしくお願いします。 

 

○生涯教育課長 

 まず①平成２７年度一般会計補正予算、生涯教育課所管分について協議をさせていただきたい

と思います。水色の議案を１枚めくっていただきまして１ページをお開き願います。最初に今回

提案いたします、概要について説明いたします。 

今回の補正総額は、教育費約１千７００万円でございます。事業は８項目でございます。主な

内容でございますけども、学校関係の修繕工事等が２件。給食センターの大型調理備品の更新、

それから今後不足が見込まれます各種のスポーツ大会の参加補助２件。プールの管理費、それか

ら緑スキー場の整備事業に係る諸経費２件でございます。補正の詳細については担当の主幹、そ

れから総括より説明をさせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい、教育課。 

 

○学校教育総括主査 

それでは私の方から学校教育グループにつきまして御説明をしたいと思います。１ページご覧

いただきたいと思います。 

９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費の緑町小学校プール管理棟屋根改修工事につきま

しては緑町小学校のプール管理棟の屋根が本年３月の豪雪によりまして枠組みごと湾曲、変形を

きたし軒天部分も折れている状態となっております。屋根鉄板自体も老朽化で荒廃が進み、湾曲

した状態では落雪されない状態となっており、今後同様な降雪があった場合につきましては、屋

根が抜け落ち施設に支障を及ぼす危険がございます。このため、屋根部分をいったん撤去し、新

たに屋根を敷設する経費としまして、１１６万円を計上するものでございます。財源は全額一般

財源となります。 

続きまして９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費の清里中学校バスケットゴール耐震化

工事につきましては、文部科学省の指導のもと学校施設の非構造部材等の耐震対策の推進に基づ
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き、屋内運動場に設置してございますバスケットゴールに耐震化ユニットを設置することで、落

下防止対策移動防止対策また強化対策を行い、安全対策の強化を図るものでございます。落下防

止装置及び耐震化ユニット等の設置工事としまして、２８３万円を計上するものでございます。

財源は全額一般財源となります。 

続きまして９款教育費、５項保健体育費、５目学校給食センター費の給食センター調理蒸気回

転釜購入事業でございますが、蒸気回転釜の蓋が三つ折りになってございますが、その連結部分

が金属疲労で破断し部品の一部が脱落が発生しました。幸いにも異物混入の事故はございません

でしたが既に老朽化で劣化が著しいことや修繕全体の交換をしても、窯の寿命もございまして、

窯の交換時には蓋もまた改めて更新という形でありますので、今回緊急ではございますが、窯全

体の更新を図りまして給食の安全確保と衛生環境の向上を図るものでございます。今回回転釜２

台の更新また搬入撤去及び配管接続等の経費としまして総額４２０万円を計上するものでござい

ます。財源は全額一般財源となります。以上、学校教育グループの分でございます。続きまして

社会教育グループの説明となります。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○社会教育主幹 

はい。次に社会教育関係の予算についてご説明いたします。 

初めに４項社会教育費、２目生涯教育費の各種文化スポーツ大会等補助参加補助事業でござい

ます。これにつきましては成人を対象とした大会のうち予選を勝ち抜いて全道大会、全国大会へ

出場する団体及び個人に対して経費の一部を補助するものでございますが、今年度。既に野球の

全道大会２チームが見事出場いたしまして、それに補助をしております。よって、今後想定され

る年輪ピックやバレーボール、パークゴルフ等への参加経費が不足することから５２万円を補正

するものでございます。財源はすべて一般財源でございます。 

次に５項保健体育費、１目保健体育総務費の各種スポーツ大会参加費補助事業でございます。

これは児童生徒を対象といたしました大会のうち、同じく予選を勝ち抜いて全道全国大会に出場

する団体、個人に対して経費の一部を補助するものでございますが、本年度清里中学校野球部が

見事全道大会に出場いたしまして、団体種目ということもございまして以上の補助をしておりま

す。以上のことから大幅に経費の方不足いたしまして今後想定されます清里中学校陸上部との補

助、これが困難になる見通しでございます。以上のことから、１２２万４千円を補正するもので

財源につきましては一般財源でございます。 

次に、５項保健体育費、３目町民プール費の町民プール管理運営事業でございます。本年５月

にリニューアルオープンいたしました町民プールでございますが、現在のところ大変多くの方に

御利用をいただいているところでございます。今回の補正は６月から７月にかけて低温の日が続

きまして、そのことによりまして暖房の稼動時間が大幅に増えたこと、また当初想定しておりま

したものと実績に差が生じたことにより燃料費の不足分につきまして補うものでございます。補

正額は７５万３千円、これにつきましても一般財源でございます。 

次に、５項保健体育費、４目スキー場管理費の緑スキー場リフト整備事業でございます。今回

の補正は、リフトの降り口の足場が経年劣化により利用者に危険を及ぼすという状況になってお
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ります。安全を確保する観点から床板を張りかえる工事を行うものでございます。補正額は工事

請負費といたしまして１８８万円で一般財源でございます。 

次に５項保健体育費、４目スキー場管理費の緑スキー場トイレ改修事業でございます。緑スキ

ー場の現在のトイレにつきましては、汲み取り方式でございます。個室は大変狭くなっておりま

して、個室には天井がございません。また男女間の壁も大変薄くなっており、暖房の設備もない

という状況で利用者の皆さんに大変不評となっております。今回は、スキー場利用者の皆さんに

快適にトイレを利用していただけるよう、改修工事を行うための経費を補正するものでございま

す。改修工事の内容といたしましては個室の数を減らしまして、その分個室１つあたりの個室の

空間を広げまして天井を設置いたします。また、簡易式の水洗トイレにするとともに男女間の壁

を補強いたしまして電気パネルヒーターを設置することによりまして、室温を確保するという内

容となっております。補正額につきましては工事請負費４４６万円とパネルヒーターの電気代と

しまして光熱水費１５万円、合わせて４６１万円となっておりすべて一般財源となっております。

以上で説明終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今一般会計補正予算についての説明がございました。各委員の方から意見等伺います。は

い。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 一番最初に書いてある、緑町小学校プール管理棟の屋根。これ基本的に町民プールができた時

点で最終的にはそこに統合していくんですよという基本的姿勢を、町民プール作製時点であった

かなと。その時点で各学校等における部分については今後控えてくよという表現があって、町民

プールの作製があったとこのように捉えているわけですが、その辺の捉え方と今回のこの工事費

修理費の関係、どのように捉えているのか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 緑町小学校プールの管理棟の屋根改修工事でございますが、加藤委員からもありましたが、町

民プールできた時点で将来的には新しいプールの方に、学校についても授業等なりで使用すると

いうこともありましたが、基本はまだ実は学校の上屋のビニールの部分が使えるということで、

上屋の部分が使えなくなったときには将来的には新たな町民プールの方にということで検討して

いるところでございます。 

実は緑町小学校今回も新しくなったということで、学校側になるべく使ってほしいということ

を話したんですけど、緑からだと授業時数の関係で、影響があるということ等移動時間がかかり

まして、授業時間数確保についてちょっと厳しいということもありまして、当面については学校

プールのビニールの上屋部分が使えなくなった後に町民プールの方に統合等も含めて検討してい

きたいというふうに考えているところでございます。 

 



 

- 29 - 

○勝又委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 その今の答弁でいくと、緑小学校があるうちはやっていきますという表現と一緒なんですよね。

昨年のプールを建設する時点でのお話とは非常に違うと。その基本的な考え方の姿勢をきちっと

前へ進めていく体制というものがないとまずいのかなっていうふうに思うわけです。建てるまで

は好きなように言っていて、建てた後は仕方がないんですねという表現で。これは事業の展開と

してはいかがなものか。当然のように光岳についても屋根の張りかえ経費っていうのを毎年見て

いるような感じもあるわけですけども、１つの方向性の中で町民プールの建設に当たって町内の

プールを１つにして、最終的に学校プール等についてもそういう形にしてきますよって表現があ

り、そういうことで賛同も得られたと思うんです。交通費がかかる、時間がかかるどうのこうの

っていう表現は最初から予知できた話ですよ。そういうことを踏まえて物事を進める取り組みに

あたってはどうであったのか。もう一度検証しながら総合的にどういう形が理解を得られてベタ

ーなのか、修正するのであれば修正するような形、あるいはそのへんについての再議を今後進め

ていただきたいとこのように思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 先ほど説明させていただきましたが上屋のビニールシート使えるうちは使っていくということ

です。こちらとしてはそう捉えていた部分ありまして、申し訳ありませんけども町民プールがで

きましたけどもそのへん先ほど言ったとおり、学校側の授業時数の確保の観点から現在学校に隣

接しておりますプールの方でそちらの方については当面まだちょっと使用の方進めていきたいと

いうことで、教育委員会としては考えてございますので、ご理解をいただきたいなというふうに

思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今、伊藤課長からそういう説明なんですけど、町民プールも同じ所管なんですよね。で町民プ

ールに関して６億２千万でやるときに私大反対したのは皆さん知っているとは思うんですけど、

結局こういうふうに最初の発案の時は、小学生・子どもたちと町民皆さんの健康増進のためって

言っているんですよ。６億２千万かかっていて持ち出しが２億いくらですよ。当然緑も光岳もこ

のプールを利用して、当たり前だというふうに私は思っているんですよ。それがどこか１カ所が

壊れたから直す。もう１カ所は壊れてないからこっちだけを直して使いたい。１１６万ですよ。

今後もまた出てきますよ、これ。そしたら町民プールをそんなにお金をかけて作った意味合いが

ないじゃないですか。同じ所管でありながらまるで町民プールをつくったのと、今のこの問題は
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別ですよって話じゃないですよ。今後もこういった事案が出てくると思うんですけど、もう一度

考え直した方がいいですよ。この問題ばかりでなく光岳もそうですし。なぜこの町民プールとい

う事業やったのかという。もう一回原点考え直したほうがいいと思いますよ。以上です。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課ありますか。 

 

○生涯教育課長 

 今加藤委員それから池下委員に言われたことについては、今後プールだけではなくていろんな

面で今後いろんな事業を展開する上では検討しながら十分配慮しながら進めていきたいとふうに

思ってございます。 

今回のこのプールの関係、緑町小学校の関係については先ほども言いましたが、町民プールの

関係につきましては言われておりました。しかし先ほど説明しておりますが、緑町小学校の関係

につきましては今回管理棟の屋根がこういうような状況ということもありまして、当面上屋のビ

ニールについて、まだ使えるということもありますので、今回この経費を補正したいというふう

に考えておりますのでどうか御理解いただきたいというふうに思っているとこでございます。 

 

○勝又委員長 

 他委員さんありますか。無ければ終わりたいと思います。②番、公立高校学校配置計画につい

て委員長はい。生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 生涯教育課の２番、公立高等学校配置計画につきまして議案の２ページ３ページがこの計画の

関係でございます。 

９月１日にですね、北海道教育委員会の方から平成２８年度から平成３０年度までの公立学校

の配置計画が公表されてございます。オホーツク東学区の概要をお知らせしたいというふうに思

います。なおこの公立高等学校の配置計画でございますけども高等学校進学希望者数に見合った

定員を確保することを基本としまして、中学校の卒業者の数ですとか生徒の多様なニーズ進路動

向などに対応した学校学科の配置や規模の適正化を図るために、今回は平成２８年度から平成３

０年度までの高校配置の計画を策定するとともに、平成３１年度から３４年度までの見通しを示

したものでございます。 

全道的に見ますと平成２７年度の入学者選抜の結果によりまして、全道では砂川高校ほか４校

が学級の増、それから奥尻高校が町立に移管ですとか長万部高校が２８年度から新たに地域キャ

ンパス校になるというような全道的な変更がございます。 

東学区の関係でございますけども、この議案２ページにありますとおり、今回昨年度との変更

配置計画の変更はございません。まず学区内の中学校の卒業者でございますけども、平成２７年

から３４年まで記載をしてございます。平成２８年から３４年の増減につきましては、平成２７

年と比較し、右の方にありますけども８１人の減。平成３１年から３４年につきましては、３０

年と比較しまして、７２人の減というふうになってございます。３ページには東学区の学区内の

町村ごとの数字を記載してございます。清里町の欄をご覧いただきたいと思いますけども、推計
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でございますけども、平成２８年度以降の推計です。平成２８年が３３人。２９年が３４人。３

０年が４３人。３１年が３４人。３２年が３３人。３３年が２７人。３４年が３０人で、３１年

から３４年は前年の３０年と比較して１１人の減。平成２８年から３４年は２７年と比べて５人

というふうになっております。その後この表では、平成３５年が３４人。３６年が３５人の見通

しとなってございます。 

２ページにお戻りください。東学区でございますけども、現在道立高校が６校ございます。平

成２７年度の状況としまして学科及び学級数、それから欠員が掲載されておりますけども全体で

定員に対して１１１人の欠員がございます。東学区の２８年度からの具体的な配置計画は、平成

２８年度小清水高校が募集停止。３１年度から３４年までの見通し右側の表でございますけども、

４年間で１から２学級相当の調整が必要。中卒者数を考慮した定員調整の検討が必要。小規模校

について中卒者や欠員の状況を考慮し学級減や再編整備を含め、そのあり方の検討が必要。清里

もそうですけども、地域キャンパス校につきましては５月１日現在の第１学年の在籍者が２０人

未満となり、その後も生徒数の増が見込まれない場合は、再編の整備の検討が必要になってくる

というような配置計画案となってございます。 

来年の清里高校の入学希望者の状況でございますけども今年度に入りまして、高校によります、

網走・小清水の中学校での説明会。それから４月２１日は、清里中学校の参観日に合わせまして、

教育委員会と高校によります説明会等を開催してございます。それから８月２１日には近隣中学

生を対象にしまして、高校によります清里高校の学校説明会を開催しているところでございます。

開催をしましたところ残念ながら網走からの参加者はありませんでした。地元清里中学校は全員、

それと教員が２名。小清水中学校からは生徒１４名と、保護者の方が２名。それから教員が１名。

斜里中学校から生徒５名と斜里からも保護者の方が５名の参加がありました。このときに、高校

の方と協議しまして進路希望についてのアンケート調査を簡単に行ったとところでございますけ

ども、清里・小清水・斜里の内訳についてはわからない状況でございますが、現時点でございま

すけども、清里高校の進学を考えているという回答が２２人という状況でございました。今後９

月末から１０月上旬にかけまして、各中学校で進路相談等が行われるというように聞いておりま

すので、地元の清里中学校はもちろん他の中学校生徒へのＰＲを高校と連携して行っていきます。

それからその進路相談等の状況を受けまして、特に小清水でございますけども、バス路線も含め

まして、細かい協議を今後進めていきたいふうに考えてところでございます。以上配置計画と合

わせまして、来年度の今現在の説明をさせていただきました。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 ただ今生涯教育課より②番についての説明がございました。委員の方から何か質問、意見等ご

ざいますか。ありませんか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 今年の清里の中学校が、３７名卒業で１０名です。実際来年は３３名。その次は３４名って卒

業生いるんですけど、実は小清水中学校の方が多いんですよね、人数。中学校卒業するであるな

らば小清水町の高校が募集を停止しますんでより早く情報を出してあげてこういったバス運行で

すよとか、こういった支援しますよとか。早いうちに出さないと子どもたちも親と相談をしなが

らという子もいますけど、大体が自分で決める子が多いって聞いていますので、なるべく早い時
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期にそういった情報を出してあげた方がいいんじゃないかなというふうに思いますんで、そこは

やっていただきたいと思います。委員長 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 高校と連携して小清水中学校、それから網走の中学校の説明会については、５月末ないし６月

にうちの町の支援も含めて６月に説明の方、支援策も含めて行ったところでございます。なるべ

く早くこういう状況につきましては各町村、各中学校等にＰＲを行いまして、特に小清水中学校

からの生徒確保に向けて全力を尽くしていきたいというふうに思っているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員ありますか。なければ終わりたいと思います。 

次③番第３８回斜里岳ロードレース大会について。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 それでは第３８回斜里岳ロードレース大会について、４ページでご説明申し上げます。ハーフ

マラソンを追加いたしまして、リニューアルいたしましてから３回目を迎えます。斜里岳ロード

レース大会でございます。今年につきましては、今月２０日に生涯学習総合センターの前をスタ

ート、ゴールといたしまして開催をされます。 

参加申し込み状況につきましては、５ページをご覧ください。９月４日現在ということで、現

在若干の動きがございますが、４日現在ということでご説明いたします。ハーフマラソンの部に

つきましては１４０名。５キロが１３３名。３キロが１３８名。２キロが１４９名。１キロ親子

の部につきましては７３組１４６名。３キロフリーの部１２名ということで、ほぼ昨年並みの合

計７１８名がエントリーしているところでございます。 

４ページに戻りまして、４番目の役員補助役員の状況でございますが、ごらんの通り、体育協

会を初めといたしまして、町内の多くの団体の皆さんに担っていただいております。同時に開催

されますローカルフードフェスティバルにつきましても、１０店舗が出店され合計で２４９名の

皆さんの御協力によりまして運営されることとなっております。 

当日につきましては９時４５分から開会セレモニー、１０時にハーフマラソンがスタートいた

しまして、その後時間差で、各部門がスタートいたします。ローカルフードフェスティバルにつ

きましては、１０時半から１４時３０分までの開催となっております。 

なおゲストランナーといたしましては、スピードスケート銅メダリスト、オリンピック銅メダ

リストの岡崎朋美さん。それからお笑い芸人安田大サーカスの安田団長をお招きしております。

以上で説明を終わります。 
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○勝又委員長 

 ただ今③番についての説明がございました。委員の方より質問意見等。池下委員。 

 

○池下委員 

 全体で７１８人。去年は最終的に何名参加したのか。 

 

○生涯教育課長 

 去年は５ページの右端の欄外にある数字と比較した部分場合でございますけども、最終的には

７３２人ということで、親子の部については親と子で倍にしていますので、走った参加者につい

ては、昨年は７３２人が参加しているということでございます。 

この９月４日現在ですね、まだ２、３人増えていまして、今７２０ぐらいになっているところ

でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ハーフマラソンという部分とあと男子の高校生以上の５キロとかそういうところを見ると去年

よりも大人の数が非常に少ないんじゃないのかなというふうに思うんですけど。その辺の割合と

いうのは、もし解れば。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 大人の割合は、ちょっと今計算が必要かと思いますけど、今回ハーフマラソンが実は昨年と比

べまして６０から７、８０減っております。原因としましては、１週間後に今年初めて開催され

ます網走のフルマラソン大会が観光を兼ねた大会でございますけども、そちらに盗られたかなと

いうふうに分析はしているところでございます。また２０日同日、昨年も重なったんですけど標

津のサーモンマラソンのハーフマラソンと同じ日になりまして、２年前まで参加されておりまし

た標津それから中標津の関係の方が毎年参加していただいたんですが、そちらの方も減っている

関係で、大人の関係が今回確かにハーフマラソンを中心に昨年と比べて減少しております。 

子ども、特に小学生３キロ、２キロにつきましては、町内の小学生は今回学校行事ということ

で全学校取り込んでもらうこととしましたので、小学校については昨年より増えてる状況でござ

います。また町外町内の比でいきますと、昨年までは町外が多かったですけども、今回につきま

しては町内の方が若干多くなっているということで、昨年と比べて逆転をしているところでござ

います。全道全国的にマラソンブームというかですね。大会がかなり入っておりまして、今後こ

の斜里岳ロードレース大会につきましても、参加者確保のためにさまざまな努力をしていきたい

というふうに考えております。 
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○勝又委員長 

 ははい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今説明でね、大人の割合が大体６０から８０名ぐらい減少したと。その原因としては網走と標

津と重なっているってことなんですけど、たぶん来年度以降もこの地域に関して、日程はそんな

に変わらないと思うんですよね。それを踏まえた上で清里は、今課長も今後検討していくという

話はしていたけど、具体的な去年並みに戻す様な案をやっぱり早急に考えて、どんどん打ち出し

ていかないと、ますます減少してハーフマラソンを増やした意味合いがなくなっちゃうのかなと。

例えば日程の変更だとか、そういうことも考慮した中でやらないと。この時期どっかと必ずぶつ

かっているとは思うんですけど何かいい打開案があれば、それにやっぱり向けて一生懸命努力し

てもらいたいなというふうに思います。 

 

○生涯教育課長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 今、池下委員からお話ありましたが、この参加者について昨年から若干減少、それから全道、

全国でマラソン大会が６月以降土日っていったら入っている状況でございます。 

今後この斜里岳ロードレース大会参加者獲得に向けまして、ちょうどハーフマラソンを創設し

てリニューアルして３年、今年で経ちますので主催していただいております、体育協会、それか

ら特に運営で協力をいただいております陸上協会との協議を進めながら、今後の斜里岳ロードレ

ース大会の参加者獲得あり方について十分協議をしていきたいというふうに考えてございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さんありますか。ありませんか。なければ１から３まで通して質問漏

れありますか。なければ終わりたいと思います。よろしいですか。それでは生涯教育課、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 

 次回の委員会につきましては、１０月９日金曜日でございます。 

 

○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７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１１時２６分） 

 


