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第１回総務文教常任委員会会議録 

平成２９年１月２３日（月） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １１時５３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清里町地域防災計画改正（案）について 

  ②町民活動施設の管理運営について 

  ③煙突用断熱材等の点検結果について 

●消防署清里分署 

  ①救急活動状況及び傷病者程度別搬送人員について 

●企画政策課 

  ①清里町観光振興計画について 

 ●生涯学習課 

  ①教職員住宅の整備について 

  ②平成２９年度清里高等学校への入学志望状況について 

  ③光岳小学校の今後のあり方について 

  

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Ｇ主幹         梅村百合子  

 ■管財Ｇ総括主査    三浦  厚     

 ■消防分署長      野呂田成人    ■予防係長          君島 晴男 

 ■企画振興課長     本松 昭仁    ■地域振興Ｇ主幹       清田 憲弘 

 ■地域振興Ｇ主事    田巻 宏章     

 ■生涯学習課長     伊藤 浩幸    ■社会教育主幹        原田 賢一 

 ■学校教育Ｇ総括主査  宮津 貴司 

 

    

  

 

○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１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 

 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３点ございます。よろしくお願い

します。はい課長。 

 

○総務課長 

 それでは総務課の協議報告事項につきまして、私より概要を説明し、その後担当より詳細につ

いて御説明をさせていただきたいと思います。 

まず１点目の清里町地域防災計画につきましては、去る１２月８日に開催されました常任委員

会におきまして、見直しの概要について御説明してきたところでございます。その後、課題と改

正点につきまして再整備を行い、改正案を策定し、現在、国道及び清里町防災会議関係機関に意

見の照会を行っているところでございます。今回委員会におきまして改正案についてご説明をさ

せていただきたいと思います。 

２点目の町民活動施設管理運営につきましては、昨年の１０月６日開催の委員会におきまして、

基本的な考え方についてご説明させておりますが、改めまして町民活動施設管理業務につきまし

て御説明をさせていただきたいと思います。 

また公共６施設におきまして実施しておりました、煙突用断熱材アスベストの関係でございま
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す。点検結果についてご報告をさせていただきたいと存じます。 

それでは担当よりご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 はい。三浦総括主査。 

 

○管財Ｇ総括主査 

それではまず１点目、清里町地域防災計画改正案につきましてご説明をしたいと思います。１

ページから５ページまでにつきましては先程ありましたとおり、１２月８日常任委員会でご説明

をいたしました内容でございますので省略をさせていただきます。現在取りまとめ中の地域防災

計画につきまして、別冊の資料、３編の資料ございますが、資料内容が多いので、各編各章での

主な修正事項につきまして取り纏めておりますので、こちらでご説明をしたいと思います。全編

につきましては改めてご参照いただければと思います。 

それでは６ページの方をご覧いただきたいと思います。まず基本編、第１章第３節とございま

す。ここは第２節と訂正をいただきたいと思います。計画推進の基本事項では、災害の迅速な回

復を図る減災の考え方を明示するなど、計画推進にあたっての基本となる事項を追加していると

ころでございます。 

続きまして、こちらも第５節とありますが第６節に訂正をお願いします。計画の基本方針は北

海道防災計画との整合及び組織改正等によります事前情報の修正等行ってございます。住民及び

事業者の責務につきまして自助共助の観点から整理をしまして各主体が連携した運動展開に向け

た内容に整理をしてございます。 

第２章では、概況としまして気候や災害の概況等につきまして最新データを反映してございま

す。 

第３章第１節、第２節では防災組織として機構改革に合わせ、災害対策本部組織や動員配備基

準等を整理してございます。また町長の不在時の場合の本部長の職務代理順位等の明記、防災関

係機関が連携して設置する災害対策現地合同本部につきまして追加を行ってございます。 

第４章災害予防計画では、第１節で地域の防災活動におけるリーダーの育成に関する事項、ま

た災害予防等に関する知識の普及啓発に関する事項を追加してございます。第２節、防災訓練計

画では多様な主体による訓練の実施や複合災害に対応した訓練の実施などについて明記をしてご

ざいます。第３節、防災資機材の整備計画では食料飲料水等の備蓄の計画の変更、また地域内の

備蓄に関する事項の整備に関しまして追加してございます。第４節、総合応援体制では総合応援

体制の整備、また災害時におきますボランティア活動の環境整備を追加してございます。７ペー

ジをご覧いただきたいと思います。第５節自主防災組織の育成では、自主防災組織の育成等に関

する事項の記載内容を整理してございます。第６節避難体制整備では、避難場所、避難所の区分

の明確化または指定避難所の指定などあわせまして公共用地の有効活用などの配慮に関する記述

を追加してございます。また防災マップ等の作成及び住民への周知について改めて明記をしてい

るところでございます。避難指示避難勧告のほか、避難準備情報の追加また被災者の広域避難に

ついての取り組みなどについて追加してございます。第７節避難行動要支援者等につきましては、

全体計画の策定、または要配慮者の把握、名簿の作成及び情報共有、その他の避難行動、要支援

者の避難行動支援に関する取り組みについて追加してございます。第８節情報収集伝達体制にお
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きましては、情報の収集の体制並び平時における体制の整備につきまして整理してございます。

第９節建築物等災害予防計画では建築物の防火対策、耐震対策についての記載内容をしてござい

ます。第１０節消防計画では、消防局に関しての斜里地区消防計画に移行する形の変更、またそ

の他消防体制の整備にかかる項目を整理修正してございます。第１１節、水害予防計画では同水

防計画に基づく水防計画の修正によりまして、水位情報の通知や周知に関することなどを追加し

てございます。第１５節土砂災害予防計画では、土砂災害にかかる警戒避難体制の強化、また避

難行動の周知等につきまして土砂災の対策の強化をしているところでございます。第１７節複合

災害では複合災害発生に関する取り組みについて新たに関連事項につきまして、追加してござい

ます。また、１８節業務継続計画では現業務を継続確保するための業務継続計画の策定に関する

事項等を明記してございます。８ページをご覧いただきたいと思います。 

第５章、災害応急対策計画では、第１章気象等の情報収集としまして、気象法の改正に伴う特

別警報の追加、気象警報等に関する各種伝達系統図の実態に合わせた修正をしてございます。第

２節災害情報収集といたしまして、連絡先、画像防災地図等の活用につきまして追加をしてござ

います。第３節災害通信計画におきましては通信が途絶えた時における措置等につきまして具体

的な記述を修正してございます。第４節災害広報におきましてはＬアラートの活用など住民に対

する広報の方法について整理をしています。また、安否情報の提供に関する追加項目また各機関

の共通する住民広報や報道機関への協力につきまして整理をしてございます。第５節避難対策計

画におきましては、屋内への待機等への安全確保の指示についての追加または避難勧告指示、避

難準備情報の周知に関する措置について追加するとともに避難所における生活環境の整備につき

まして追加するものです。第６節、応急措置実施計画におきましては町長以外の者による警戒区

域の設定要件を追加するなど町が実施する応急装置内容についてを整理するもの、またはこれら

の代行につきまして項目を追加しているところでございます。第７節自衛隊派遣要請計画では、

派遣要請にかかる記載内容を整理してございます。第８節広域応援におきましては、総合応援体

制の整備計画ということで災害発生の取り組みついて整理をしているとともに、いわゆるプッシ

ュ型の物資確保、輸送の配慮につきまして記載をしているところでございます。９ページをご覧

いただきたいと思います。第１０節救助救出計画におきましては災害発生当初の７２時間におけ

る人的物的資源の優先的配分等につきまして明記しているところでございます。第１１節医療救

護計画におきましては、医療救護活動における基本的な方針を明記するなど、記載を整理してい

るところでございます。第１２節防疫計画におきましては、消毒方法におけます事項や家畜防疫

に関する事項につきまして、内容を整理しているところでございます。第１３節、災害警備計画

におきましては同防災計画との整合性を図ってございます。第１４節、交通応急対策では道路管

理者によります放置車両の移動等につきまして、追加をしているところでございます。また緊急

輸送道路の確保に関する事項も整理をしているところでございます。第１６節、食料供給計画に

おきましては食料供給全般の扱いを整理してございます。第１９節石油類燃料供給計画におきま

しては燃料の確保につきまして記載するところでございます。第２０節電力災害応急計画につき

ましては北電との協力体制などについて変更しているところでございます。第２２節、応急土木

対策につきましては被害種別の見直しを行ってございます。第２４節住宅対策計画におきまして

は仮設住宅等におきますスプリンクラー等の整備の適用除外につきまして追加をしているところ

でございます。第２５節障害物除去計画につきましては、公共用地の有効活用につきます記述に

つきまして、追加をしているところでございます。第２６節、文教対策計画におきましては、仮
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校舎等の建築に関する事項を整理してございます。第２７節、行方不明者の捜査などに関しまし

ては安置場所の確保に関する記述、または手続の特例の定めについて追加をしているところでご

ざいます。第３０節、廃棄物等処理計画におきましては、災害に伴い生じた廃棄物の処理処分に

つきましての内容を整理してございます。第３３節、災害救助法の適用と実施につきましては所

管官庁の変更などにつきましての修正等してございます。１０ページをご覧いただきたいと思い

ます。第７章火山災害対策計画第２節では、火山災害を未然に防止するための予防対策を追加し

ているところでございます。第３節では気象法の改正に伴う特別警報の追加また火山現象に関す

る情報の記述を修正してございます。 

第８章事故災害対策につきましては、同計画での整合性を整理するところでございます。 

第９章災害復旧被災者救護計画でございます。第１節の災害復旧計画におきましては同計画と

の整合性を整理してございます。第２節被災者援護計画におきましては罹災証明書の発行や被災

者台帳の作成、情報の利用提供また、災害義援金の配分委員会の設置等につきましての修正を行

ってございます。 

地震対策編につきましては全編新規作成となりますが主な部分は、基本編を準用してございま

す。中で地震に対する強化としまして第１章第６節におきまして同計画におけます北海道地方に

よる地震の想定をまた第２節災害予防計画については住民の心構えを明記してございます。第２

節で地震に強いまちづくりの推進につきまして明記をしてございます。 

第３章災害応急対策計画につきましては緊急地震速報に関する記述の明記をしてございます。

続いてこちらも、２２節とございますが、２４節と訂正をお願いしたいと思います。被災者建築

物安全対策ですが震災建築物の応急意見判定実施体制などを明確化しているところでございま

す。 

最後に資料編でございますが、全編こちらの新規の内容になってございます。基本編や地震災

害対策編でされている内容のうち資料に基づく内容につきましてまとめた内容となってございま

す。 

防災計画ですが、今後現在防災関係機関への意見照会を行ってございますが、明日から予定し

ていますパブリックコメントの実施を経まして、意見をいただきまして、２月下旬での計画案の

策定また３月中の防災会議を経て３月下旬道の最終協議を踏まえて計画の全面見直しを行ってい

きたいと思っております。 

以上、地域防災計画の修正概要の説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま、清里町地域防災計画改正（案）についての説明がございました。委員の皆様方から。

はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 非常に立派でまたボリュームのある計画になっていますけども、今後、一般の町民の皆さんに

はどのような形でこの防災計画が周知されたり反映されたりしていくんでしょうか。 

 

○管財Ｇ総括主査 

まず明日からのパブリックコメントということで、町内５カ所でのパブリックコメントを予定
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してございます。または今後完成した段階では町のホームページ等での掲載も考えてございます

し、またこれらの計画に基づいて個別の避難所等の見直しも入っていますので、そちらに関して

簡単に取りまとめたパンフレットの全戸配布を明年度以降予定しているところであります。 

 

○堀川委員 

 ダイジェスト版みたいな簡単にわかるようなものを町民全体にということですね。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。はい加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 計画自体ピシッと出来上がっているように見えるわけですが、例えばこの地震の部分に関して、

これ震度５ぐらいになると情報の提供を始める、把握が始まっていく、そういう中で震度５の状

態、６の状態、７の状態、このぐらいの状態で、清里町の施設等における状態がどういうふうに

なっていくのかというあたりの把握や前もってのデータはある程度つくられているのかどうなの

か。極端なこと言えば、あってはならない緑ダムの崩壊はどのぐらいで想定されているのか。無

いという状態なんだけども、こういう防災計画の中で、例えば庁舎も耐震性をやったんだけども、

その耐震性については、どのくらいの状態でどういうふうになるのか。ほとんどの部分で問題な

いとされるだろうが、仮に地震体制を超える震度や災害があったときの部分において想定される

検討というか、非常に難しいかと思うんですが、そういう部分は、今までこの計画を立てていく

段階で検討されてきていることなのか。あるいはこれらの計画に基づいて、震度それぞれどのぐ

らいの状態で、どういうふうになっていくという形。地震もそうですけど、停電の計画はビシッ

と出来ているんだけども、実際に停電が起きた時の処理はどういうふうにどの部分でやっていく

のか。単純なことを聞けば、例えばプラネットに災害時における無料の自動販売機がありますけ

ども、あれも停電になれば自動的に動かないだろうというふうに思うんですが、その時には救急

的なその発電機を持っていったりで動かすぐらいの計画なんだろうと思いますが、いろんな段取

りだとか準備だとかそういう具体的なものは、この計画に沿った中で整備されてきているものな

のか、これからそういうところも十分全部検討されていくのかについてだけちょっとお伺いをし

ておきたい。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 まず地震の関係を一番危惧するところだと思うんですが、役場の体制から申しますと、震度３

で私ども防災担当関係の職員が一度集まると。それで状況を確認した中で震度４の場合は全職員

が集まってきて、ある程度町の状況等を把握しながら災害対策本部を設置するかどうかという検

討を始めてまいります。 

先ほどありましたより具体的なのはどうなんだということだと思うんですが、今私どもでおさ

えている公共施設につきましては新耐震計画基準というもので対応していると把握しております
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ので、現在考えられるのは６ぐらいにも十分対応できるのかなというふうには考えてございます。 

それとたしか１０何年前だと思うんですが、建設課の方で全町の揺れマップというものを策定

していると思います。これは今までのオホーツク海における地震において最大たしか６．９とか

そういう数字だったと思いますが、それに対して清里町で起きた場合どのぐらいの揺れが起きて、

どういう家の倒壊がするのかというような揺れマップというものも策定をしているところでござ

います。それに基づきながら今後どういう形でやっていくのか、そのへんはこれから具体的に計

画なりの行動計画をつくっていかなければならないのかなというふうには考えてございます。 

もう１つ電気の方でございます。これもこの中で謳っているとおり、北電と協定を結んでおり

ますので、大型発電機等々の北電による支援等々も考えられるのかなと思いますし、町の方でも

発電機６台の確保をしてございます。それを持ちながら必要な発電に電気の供給に努めていきた

いというふうに今のところ考えてございます。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 今地震の想定で６．９以上はこないという想定ですが、いきなりでかいのもくる可能性も十分

にあるんで、その状態の時がどの状態になっていくのかということも、ある程度の想定とかも必

要になっていくのかなというふうに思うので、それと停電時における６台あるというのは台数で

ないんだよね。その発電量と機能からいったらどこに優先的にどういう形にするかと言ったら全

くゼロに等しい状態にある。今みたいな冬の条件下ではなってしまうっていろんなことがあるん

で、計画倒れのしないように実質的に行政ですべてが出来るわけではないわけですが、そのへん

を十分に踏まえて適切な計画に実態に合うような計画とその体制を整理をされていきたいなと。

実際の部分に必要な部分についての検討をぜひされていっていただきたい。このように思います。 

 

○総務課長 

 副委員長のおっしゃるとおりだと思います。日本全国どこでどのような地震が発生するか解ら

ないような状況でございます。今回防災計画につきましては、国の基本法と北海道の防災計画に

連携するような形で作成をさせていただいております。今後副委員長がおっしゃった通り、より

具体的な対応を求められてくる場面が多々あるのかなというふうに考えてございます。それに向

けましてより対応できるようなものを今後詰め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 

 他委員さん。ありますか。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 これ相当厚い冊子になって、十分皆さんで協議しながらつくったんだろうと思うんですけども、

９月の一般質問の時に町長にもこの防災計画災害対策ということで質問したんですけど、その時

に緑ダムが決壊しないという話を町長も強くは言っていたんですけども、私の質問のときにやは
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り何があるかわかんないみたいなんで１度シミュレーションをしたいという話を町長もしていた

んです。その後どういうふうに進行しているのか、ちょっとその辺まずお伺いしたい。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 緑ダムの関係でございます。私もある程度携わってきた人間でございます。緑ダムにつきまし

ては開発の方の資料といたしまして、今のところそういうマップ等々は作成されていないという

ふうに聞いてございますが、維持管理組合の方から開発の方に対しまして、緑ダムのシミュレー

ションを作っていただきたいということで要請をかけているというふうに聞いてございます。そ

れをもとに今後どういう形でシミュレーションが出てくるのか。計画ともし矛盾が出てくれば当

然反映していくような形になってくるのかなというふうに考えてございます。 

また斜里川の方においても一応シミュレーションがあるというふうに私ども聞いております。

ダムとは関係ないですよ。斜里川としての氾濫のシミュレーションがあるというふうに聞いてお

りますので、その辺も確認しながら、今後この中で反映できるものは反映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 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 先ほど三浦さんの方からパブリックコメントによって一時避難所も見直していくっていう話な

んですけども、今まで全部で１７カ所ありまして、その中には相当古い建物等もあったふうに私

は思っていますけど、もしパブリックコメントによって一時避難場所を変える場合、全施設に対

して耐震整備がされていないと意味がないと思うんで、その辺のことはどうなっているのか。ち

ょっとお伺いしたい。 

 

○総務課長 

 避難所の見直しについてだと思いますが、今回避難所を指定させていただいているのは、前回

とそんなに変わりはないという形で避難所の設定をさせていただいております。 

あともう１つ今池下委員の方から御質問がありました避難所のすべてが耐震性を踏まえている

ことなのかということでございますが、公共施設において耐震性をする場合に、面積ですとか、

いろんな面で耐震調査をしなくていいというようなものもございます。そういう面で、今のすべ

てのものが、耐震の調査をしているのかとなったら、今のところはしていない施設もございます。

ただそういう避難が出た場合、すべてのところに避難をするという状況にはならないのかなと。

町の方から例えば町民会館、プラネット、そういう大きな施設にどこどこは避難してくださいと

いうような広報の仕方もあるのかなというふうには考えてございます。今現在指定しております

施設については、全部で１８施設、今回指定をさせていただいております。その辺の耐震性も踏

まえながら、指定をさせていただいたということでございますので、ご理解をいただきたいと思
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います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 もう１点ちょっとお伺いしたいんです。清里の場合、今までは大きな地震はなかったんです。

昨年のように台風等によって水害が起こって必ずと言ってよいほど役所の裏の地域と羽衣南とい

うふうになっているわけで、そこに住んでいらっしゃる住民たちが、水害が起こってから、土の

うを積むだとか水をポンプアップしてやっているというのは、今までもあったんですけども、９

月にも町長も言っていましたけれども、道路に理由付けして何とか補助金を得られるように考え

ていきたいという話をしていたんですけど、これ何年間も同じ状態が続いている中で、道にお願

いするのも当然なんですけど、町として何とかしなければならないという姿がなかなか見えてこ

ないんですよ。基本的に大きなお金のかかるのですからね、でもこのままではいけないと。この

まま２０年も３０年もほっとくのかということにはならないと思うんですよ。やっぱり何らかの

手を打つ、例えば枡を大きなものにするとか、いろんな方法を考えてやらなければならないんで

はないかというふうに思うんですけども、今後どういうふうにしていこうと思っているのか。も

う一度お伺いしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 池下議員の御質問でございますが、町の中において道路の関係、排水の関係で、２路線、麻園

と役場の裏に大雨等々が来た場合オーバーフローすると。これはもともと下流の管が飲み切れな

い現象が起きてきているというのが現実かなと思います。前々から流末であります廃水を整備し

ながら、その課題を解決しましょうという形で来ているというふうに私は認識してございます。 

ただ国の予算等々でなかなか事業の進捗が見受けられないというのは現実でございます。それ

で先ほどの関係でございますが、大雨等々については、今気象庁のほうからシミュレーション、

シナリオというものが事前に町村に届いてきます。いつごろ、そういった大雨が来るのか。その

辺を把握することは十分可能でございますので、今回いろんな意味で、事前に土のうを設置した

り、ポンプを設置したりとか、こういうふうに事前の取り組みを強化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 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 気象庁のシステムですよね、送られてくるのは。９月に町長に一般質問した時に同じ答えなん

です。システムがあるから、事前にしたいというのは、町長が言っていたことと同じ答えであり、



 

- 10 - 

根本的な解決じゃないですよ。私が聞きたいのは根本的に今後どういうふうにしたいのか。例え

ば１カ所に集中するものを分散させるような方法とかいろいろとあると思うんですけれども、そ

こら辺の対策として、役場の中でそういった話し合いが、実際町長、副町長含めて話し合われて

いるのかどうか、そのへんはいかがですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 この道路の排水については以前からいろいろな課題があります。基本的にはやはり流末であり

ます排水の整備。これが一番のお考えかなというふうに思っております。それともうひとつは、

１つの排水にすべての道路の排水が集中的に集まってくるということもございますので、分散化

をしていかなければならないということもあろうかと思います。その辺は総合的に検討しながら

事業の展開を進めていくということだと思います。これについても、当然町長、副町長それから

担当であります道路部局も含めて、いろいろと今協議は進めてきているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他にありますか。前中委員。 

 

○前中委員 

 １点だけ関連する案件ですけれども、大雨の関係で町内雨水対策の指摘あったんですけれども、

私のほうからは、国管理の河川あるいは道管理の河川、そして町の単独での河川、資料を見てい

たんですけども、昨今の災害というのは暴風雪もありますし、やはり台風による大雨あるいはそ

れに伴う倒木。そして、河川の倒木、流木。これ一昨年の８月に斜里川河川敷を、今、災害復旧

しているところですけれども、ちょっと問題点があるんですけど、札弦川流域で８以上という数

値があるんですけれど、斜里川においては２０という指数。これ、地域雨量指数基準の中で２０

と８という数字は解らないですけれども、ただ札弦川という流域は緑地区から斜里川に合流する

地点ですが、昨年同様、大雨のときにも橋の手前で倒木だとかで一時、氾濫危険水域まであがっ

たっていう事実があるんです。過去においても緑の市街地の手前で、床上浸水したという話を聞

いています。そこら辺に対する行政の役割としては、本町においてボートだとか、そういうもの

は一切ただ常備していないというのを消防の方から聞いてはいるんですけども、行政としてしっ

かりと札弦川流域、緑地区。この被害地区において、一昨年の上富良野だとか岩手で起きた災害

の時も、避難所施設が冠水した実態があります。同じように本町も無いのかというと、どうも緑

地区は、その危険性考えると、札弦川流域で上流における雨量が一時的に、例えば神の子池周辺

で大量に１時間に１５０～２００ミリ降った場合、危険の水量、氾濫が危惧されるのかな。行政

としてはやはりしっかりとおさえておく。その地域における橋に、例えば流木がひっかかって、

それによってそれなりの氾濫が考えられるのは、緑地区かなと。特に斜里川と札弦川がぶつかっ

ているところでは、現に暴れ川の状態で、民地もあるんですけども、かなりえぐられています。

そこらへんもやはり、今後に向けては十分チェック機能を総務ばかりではないですけれど、それ

をちょっと把握しているか、今後に向けて検討していただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 河川の関係につきましては、町全体でいくと国の河川はなく、あくまで道河川と町にあります

普通河川。こういう河川が清里町にあると。今前中委員長がおっしゃったとおり札弦川について

は、町河川でございます。そこから合流した下が道河川ということでございます。道河川につき

ましては北海道の方で大雨があればパトロールしながら、状況確認をしていくと。町河川につき

ましても指定管理でございます事業者がパトロール、状況確認しながら適切な対応をしていくと

いうことになっていくのかなというふうに思ってございます。いま委員長がおっしゃったとおり、

気象でございます。突発的なさまざまな状況が生まれてくる可能性はございます。その辺臨機応

変に対応できるような体制を組んで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。他の委員さんありますか。防災計画について時間取っていますけれど、ちょ

っと１点だけ、私の方からお願いも含めてなんですけど、８節の広域応援なり受援というのは、

隣町はセブンイレブン等の災害協定を結んだ。物資の関係で、うちの町もあの２つのコンビニが

ある訳ですけど、そういうものを、執り進めていくことって良いんじゃないかなと。今回の行政

視察の関係でも邑南町でコンビニが防災施設のすぐそばにありまして、物資の協定を結んでいる

って、全国でいろんな町で結ばれているようですけど、いろんな物資関係の備蓄も含めて、今後

検討の余地があるんじゃないかなと思いますが。 

 

○勝又委員長 

 はい。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 コンビニの協定におきましては、現在北海道と各コンビニメーカと応援協定は出来ております。

当然それだけではなく、町レベルでの協定が必要という部分もあると思います。ここの部分含め

て、様々な応援協定出来るように進めていきたいと思っているところです。 

 

○勝又委員長 

 ほか委員さんからありませんか。１番について終わりたいと思います。次に、②番町民活動施

設の管理運営について。 

 

○勝又委員長 

 総括主査。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それでは、町民活動施設の業務につきまして、ご説明したいと思います。１１ページをお開き
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ください。 

まず１点目、施設の概要でございますが、こちら記載のとおり神威にあります町民活動施設で

す。開設につきましては、平成３年の開設の面積 1,195 平方メータの施設となってございます。

付帯施設としてパークゴルフ場がございます。 

今後の管理業務期間でございますが、現在３年間行ってございますが、3 月末で終わりとなり

ますので、２９年４月１日から３３年３月３１日までの４年間として、隣接しますパパスランド

の指定管理期間の終了時の統一をはかりたく、４年間という形での予定をしているところでござ

います。 

管理業務概要につきましては、施設管理業務と草刈、清掃業務という形でそれぞれの業務がご

ざいます。付帯施設のパーク場用地につきましては、現在所有者から賃貸借という形で、面積１

万６，３７９平方メートルをお借りしているところでございますが、引き続き施設の管理運営と

あわせまして２９年４月より４年間賃貸借として利用していきたいと考えているところでござい

ます。賃貸料につきましては、現在同額であります年間４８万８千円をということで考えている

ところでございます。以上、町民活動施設管理業務の内容とさせてございます。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 補足説明をさせていただきます。この４番目のパークゴルフ場用地の関係でございます。これ

につきましては、３年前の委員会でいろんな議論をいただいたというのは、私ども認識してござ

います。そのことにつきまして、昨年３回ほど土地所有者の方とお会いしまして、用地の購入に

向けて協議等々させていただいたところでございます。 

ただ、ご本人の方からなかなかやっぱり用地の売買ということについては、難しい面がござい

まして、今般賃貸借で用地をお借りしながら、あそこの施設を有効活用していきたいということ

で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 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 町民活動施設の運用方法について、長期的に運営していかなければならないというのは解るの

ですが、この用地の問題について、今まで３年契約で、今度この施設の管理を４年間とするに合

わせて４年間という体制をとると。昨年この３カ年の間に３回ほど交渉された。売買についての

契約が不可能である。ところがそのときにおけるこの賃貸料の価格の考え方。この話し合いとい

うのは、あるいは清里町の実態、あるいは北海道で現在における土地の単価あるいは使用目的、

この単価のままでいくっていうふうになった経緯について具体的に答えられる範囲内でお尋ねし

たい。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 まず１点目、３年間で３回ということではなく、私どもが管理するようなってから、昨年度か

ら今般までの間で３回ほど本人とお会いしながらいろいろ協議をさせていただいたということ

で、御理解をいただきたいと思います。 

賃貸料でございますが、その中におきまして購入がなかなか難しいという判断をさせていただ

きました。その中において賃貸料についても、相手と打ち合わせさせていただいております。そ

れで４８万８千円がどうなのかということでございますが、いろいろ協議の中においては、今ま

でどおりの賃貸料でどうだろうというような内容でございます。私どもとしましても、もう少し

全体的なことを含めて下げていただきたいというお話もさせていただきました。その他いろいろ

協議した結果、今でどおりの金額でというところになったということでございます。単価的にい

きますと平米当たり３０円という単価になるのかなというふうに思っております。３０円はどう

いう根拠なのかと言いますと宅地はだいたい千円ちょっとだと思います。あの辺の価格でいくと

大体１千円かなと。それで農地でいきますと大体３８０円ぐらいで、農地の貸し付けが約３％ぐ

らいの価格だったというふうに認識してございます。その辺も踏まえながら、今回平米３０円、

今までどおりの価格で設定をさせていただいたということでございます。よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

自分も４８万８千円は非常に割高だと思います。あの土地はおそらく最初の経緯はわかりませ

んけども農地の値段を判断基準にするのが妥当かなというふうに思うんですけども、今賃貸料の

最高額が一反１万円ですのでそれを当てはめるとすると、農地の最高額で１６万４千円ぐらいに

なってきます。今、農地では無いとしても判断基準として、農地の値段が比較基準とするのが妥

当かというふうに自分は考えます。もし、仮に売買をあてはめるにしても農地の売買の最高額が

３８万円ですので、売買する人にしても６２０万円ぐらいですので、その土地に対して毎年５０

万円近くの賃貸料を支払っていくのは、おかしいと思うんです。 

 

○勝又委員長 

課長。 

 

○総務課長 

 いろいろな算定の仕方があるのかなというふうに思います。委員がおっしゃったとおり今農業

委員会の斡旋でいきますと、約３８万から３５万ぐらい。それの賃貸料が最大で１万と。売買価

格の３％近い金額かなというふうに考えてございます。 

今回算出させていただいているのは、あそこ一体の畑ということではなく、現状からから申し

まして工場、宅地等々ということでは考慮した中で、あそこの鑑定価格が約１千１４０円ぐらい
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というふうになってございます。それ３％でいくと、大体平米３０円ぐらいの賃貸料になるのか

なということで、それを面積にかけますと大体４８万８千円という金額になってくると算定の仕

方で今回提案をさせていただいているところでございます。 

 

○堀川委員 

 もともとパークゴルフ場になる前は農地ではなかったんですか。もともとは農地なんですよね。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 これずっと議員になってからこの質問を続けているわけですよ。これ具体的に何年間借りたの

か、その金額が幾らになったのか、賃貸のまま永遠とパークゴルフ場を置いておくことが可能な

のかどうなのか。私は前回の更新の前の時にも最初は１０年で、5 年になって、3 年になったの

かな。こういう経過の契約年数の中で最終年度３年間のときに、お話し合いしてくださいよ。ご

理解を求める努力をしないとならないということが１つあったのと、もう１つその時には、借り

たときの条件の項目にある更地にして返す。この気持が町側にあるのかどうなのか。付帯施設と

して、このパークゴルフ場がなければ、町民活動施設として成り立たないのかどうなのか。この

辺の考え方について、十分な論議がなされてきているのかどうなのか。 

これ３カ年であったものが、今度４年間契約になった。これは活動施設が単純に４年間という

ふうに施設運営がしているから、付帯設備も４年間で行きたいところだと思うんですが、基本的

に私が話が違うものであろうというふうに理解をしていて、少なくても、清里町には有料で運営

している部分があるわけです。江南パーク場に向かっては、清里より近い地域にあるわけです。

本当にあそこにないとならんとしたら道の駅の線路側の通路に 9ホール作っても良いんですよ。

逆に将来にわたって光岳の小学校の統合問題もあるわけです。清里町におけるすべてのことを踏

まえたときに、４年間でなく、１年間にすべきですよ。そして、売ってくれないのであれば、更

地にします。返しますと。 

そして学校跡地やそういうことの利用や清里町全体における資産の有効活用。コスト削減の考

え方。これ農地とかいろんなことを言っていますけど、現状は公園なんですよ。借主は、固定資

産税もかからないんですよ。公共施設扱いなんですよ。いろんなことを踏まえて、清里町の将来

へのことを踏まえてどうなのか。無くすって言ったらとんでもない話で文句が出るでしょう。無

料だったら、ほかに 9ホールなり、あるいは代替施設をつくれば可能なんですよ。これから１０

年も２０年もやっていくとしたら、砂利入っているわけでないから農地に変換して返すことは非

常にコスト安くできるはずです。今年度始まった話でなくて、１４年間、私はこの問題について

言い続けてきているんですよ。その方向が全く変わらない。むしろ４年契約になっている。もう

一度十分な論議をしていただきたい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 加藤副委員長のおっしゃる内容でございますが、この施設については平成１１年から今まで賃

貸を見ながら有効活用させていただいているというのは現状でございます。中身的に申しますと

パークゴルフ場につきましては、実績でいきますと年間約三千人の方があそこを使ってございま

す。地域でいきますと札弦自治会それから営農集団等々いろんな意味でのコミュニケーションの

場として活用されている、これも現実でございます。そういう意味でこの施設を無くすというの

はなかなかいろんな意味では難しい面もあるのかなというふうに考えてございます。 

またこれはもう試算でございますが、今のパーク場を畑に戻すとなると、それなりの土地改良

が必要になってくるということで、２年前ぐらいの試算でまいりますと約９００万から 1千万ぐ

らいの畑に戻すための必要経費がかかるというような試算も委員会のほうには報告されているの

かなというふうに思っております。また新たな用地を確保するとなると、なかなかやっぱり近辺

では適切な用地がないと。今、副委員長がおっしゃったとおり、将来的には光岳小学校がどうい

う形になるのか。これは今後いろんな意味でわからない部分もございます。そこの有効活用とい

うことも出てくるのかなというふうな考えでございます。 

ただ今のパパスランドの横の施設芝生の広さでいきますと、なかなかそこでパークゴルフ場を

整備するのは面積的になかなか難しいものがございます。そういう判断をした中で１８ホールあ

ります、今の施設を今回の町民活動の委託年数に合わせた中で活用していきたいという形で考え

てございます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 私は皆さんの意見とは若干温度差がありまして、ここが農地の基準から高い安い、そういうこ

とでなく、あくまでもここの施設がパパスランドと一体となった付加価値をどう生み出している

のかっていうことが大事なことなんだろうと。私は温泉のパパスの隣りにパーク場で、まだまだ

ここの付加価値をどうやって上げていくかってことが非常に大事だと。年間土地代は４８万８千

円ですよ。それとここの維持のために、この施設自身が年間幾らかかっているかということが、

パパスという清里町の観光の一地域としてどういう価値、維持費がなんぼ掛かって年間にいくら

かかっていることが、高いか安いかということなんだろうと思います。あくまでも観光資産とし

た考え方をしていくべきなんだろうと私は思います。 

ですからこの土地が高い安いより、この施設を使った付加価値として高いのか安いのか、どう

しても高いならやめるのは良いことです。ここが年間維持して、ここから付加価値が決してそれ

は１つの観光資源として捉えた時に高くない。これはこのぐらいはやはり必要なんだろう。これ

から将来、観光をどうやって持っていくかといった時に、非常に力になる部分が、まだまだこの

パークゴルフ場をさらによくして、無料で良いのかという問題も出てくるだろうと思いますけど

も、ここの施設が観光資源としての年間どのぐらいかかっているのか。それが高いのか、安いの

か。これはもう維持していけない範囲ですよと言ったら、やめれば良いんだろうと。ですから土

地代が高い安いよりは、年間の観光資源として高いか安いかっていう判断をしていただきたいと
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思っています。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 先ほどご説明した年間にどのくらいの方が利用されているかということでございますが、河口

委員がおっしゃるとおり年間３千人ほどの方がパークゴルフ場を利用されているかと思います。

そのうち、町外というか道外の方も含めてですが、年間約２００人の方が道の駅に訪れた方も活

用されているということで、いろんな意味で一体的な活用方法が生まれてきているのかなという

ふうに考えてございます。 

今後は、賃貸で相手方のご意向もございますので、今は賃貸という形で御提案をさせていただ

いているところでございます。今後、土地の売買等に向けましても、相手方と交渉等もしていき

たいというふうには考えてございます。そういうことでご理解をいただきたいと思います。 

 

○総務課長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 私は観光資源というこの位置づけの中で、あそこをどう評価するかということで考えているわ

けですが、半年全く使ってないわけですから、冬の観光資源としてここの部分をどうやって使う

かという部分だとか、ここの土地をさらなる使うかってことも、工夫しながら、より有効的な付

加価値を持っていくということで努力していただきたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんから加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 河口委員の意見もありますけれども、必要だとするなら、将来にわたっていろんな考え方、学

校の跡地の利用や方法やあるいは江南のパークゴルフ場の採算ベースに合わない問題、ここを無

くしたときに逆に言ったらということもあるわけですし、いろんな角度の中で単純にこれがなく

なったら困る。３千人利用されているからという論戦と契約問題は、私は別個だろうと。でこれ

踏まえて、４年間という期間の借り方が正しいのかどうなのか。再度協議して、私はいただきた

いと思いますよ。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 加藤副委員長がおっしゃったいろいろな課題も含まれているというふうには認識してございま
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す。賃貸契約４年が良いのかどうなのか、そのへん踏まえながら、ある程度御意見もう一度委員

会の方に御説明をさせていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。それでは②番を終わりたいと思います。③番煙突用断熱材等の点検結果につ

いて。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 それでは私の方から３点目の煙突用断熱材等の点検結果について報告をさせていただきたいと

思います。煙突用断熱材の点検の実施につきましては、札幌市等々他の町村におけます石綿を含

む疑いがある断熱材の劣化剥離等の事案を受けまして、北海道の有施設石綿含有保温材等点検マ

ニュアルに基づきまして、昨年の１１月３０日から実施してきたところでございます。下記６施

設におきまして、気中濃度の測定、成分調査等を行ったところでございます。６施設のうち、5

施設では、煙突用断熱材の石綿アスベストでございますが、これは含まれていないという調査結

果が出てきております。また気中濃度におきましても、国で定めている基準値以下だということ

で、６施設については、安全性が確認できたというところでございます。今後、他の施設におき

ましても定期的に気中濃度の測定等を行いながら、施設の安全確認に努めてまいりたいというふ

うに考えてございます。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 ただいま③番煙突用断熱材等の点検結果についての報告がございました。委員の皆さまがたか

ら。何かございますか。河口委員。 

 

○河口委員 

 断熱材にアスベストを使っていないという判断ですか。これは、基準値以下っていうことは。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 この表の中で、成分調査で含有なしというところはアスベストが入っていなかったと、使って

いないということです。そのアスベストが入っている断熱材の使用ではなかったということです。

この中の含有なしのところでトレーニングセンターについては、成分調査を行っておりません。

というのは北海道のマニュアルでいくと、年数によってある程度含まれているんではないかとい

う線引きがございます。ということで今回トレーニングセンターについては成分調査行っており

ません。但し、気中濃度これは調査しております。気中濃度において国の基準値以下で、今のと

ころ安全であるよという内容でございます。 
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○勝又委員長 

 河口委員、良いですか。 

 

○河口委員 

 トレーニングセンターは使っているけれど基準値以下ですよということですね。 

 

○総務課長 

 使っているかどうかは成分検査をしていないので解りませんが、建築年数から可能性が高いと

いうことです。そういうことで、今回は機中濃度の測定のみで確認をしていっているということ

でございます。 

 

○勝又委員長 

 定期的にやっていかなければならないということですか。 

 

○総務課長 

 先ほどちょっと最後の方では述べさせていただきましたが、他の施設においてもその建築年度

からいくと石綿等々が含まれている可能性のある施設もございます。但し、目視の段階では、劣

化ですとか、剥離とかそういう状況が見受けられてないということで今回緊急的な点検をしてお

りません。ただし、今後成分検査ですとか、あと気中濃度ですが、これはもう定期的に調べてい

かなければならないということでございます。 

今後は、平成２９年度予算にも予算計上なども考えてございますが定期的な点検。それから怪

しいと思われる施設の成分検査。これもやっていきたいというふうに考えてございます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 所管の方で現地は直接見られているのか。あくまでも報告書だけ。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 施設管理しております、例えば総務課、教育委員会等々、それとあと建築の山本技師等々で目

視等々を現地の確認をしてございます。よろしいですか。他、議員さん。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 
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○堀川委員 

 確認なんですけども、横線を引いて測定しなかったということは、測定必要はないということ

でしなかったということですか。 

 

○勝又委員長 

 課長.。 

 

○総務課長 

 この気中濃度の横線がひいてある、小学校と生涯学習総合センターにつきましては、建設年度

からいくとその含有しているものが使われてないだろうという想定はできます。ただし、製造は

してないんですが、もの自体が入っている可能性もあるということで、成分検査をいれていると

いうことでございます。成分検査の結果、そこではアスベストが含まれていなかったという状況

でございます。 

 

○勝又委員長 

 ほか、委員さん。 

 

○河口委員 

 実際アスベストって知らないと思います。煙突の中とおそらくボイラー機器にはみんな使って

いるんですよ。それに問題ないよって出ているんで、アスベスト自身がきちんと理解されている

かどうかってことは問題となるんでしょうけど、成分調整が正確にしていることであれば、札幌

はそれをやっていなかったということで。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 これ検査を今後していかない施設があるのか。例えばトレーニングセンターについては基準値

以下ですよと言いながら毎年やっていくのか。施設数はどのぐらいあるのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

まず北海道のマニュアルでいきますと、平成１９年度以降に建設された施設については、含ま

れていないだろうというような見解を出しております。よって、平成１９年以前に建設された施

設の中において、そういうアスベストが使われているかどうかという検査を定期的にしていかな

ければならない。他の施設については５施設それと、今回のトレーニングセンターを含めて６施

設。今後定期的に検査をしなければならないのかというふうに考えてございます。 
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ただ、この成分検査をした結果にはもう含まれてないよと言うことになれば、これは定期的な

ものも必要なくなってくるということで、平成２９年度には成分の検査を主にやっていきたいな

というふうに考えてございます。 

 

○勝又委員 

よろしいですか。全体を通してありませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 議題には無いんです。先日、本州の方で臨時職員の方がマイナンバーで個人情報を引出して犯

罪をおこした事例があったんですが、当町の場合、マイナンバーについては、そんなに、登録数

も少ないことなんですけど、アクセスする部署って限られてくるのかなというふうに思うんです

けど、これに対して毎日のようにチェックを入れているのかどうか。そのへんお伺いしたい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今の質問でございますが、まず町におきまして臨時職員がそういうデータにアクセスすること

ができるかどうか。まず臨時職員の方にはそういうものはできないというふうに考えてございま

す。あくまで職員が対応していくということで行っておりますし、情報にアクセスしたときは必

ずデータとして残ってございます。 

それを毎日どういうふうにチェック入れているかとなると、これはなかなか難しい点はござい

ます。月に 1～2 回のチェックをあげてきているというふうに私は認識をしてございます。それ

と今回、繰越事業で情報の強靭化事業ということで整備しているところですが、今後は認証指紋

等々で二重チェックをしていくと。それと、インターネットと事務的なものとは切り離していく

ということで、情報についてはセキュリティを高めていきましょうということで、今進めてきて

おります。４月以降そういう体制は取ってこれるのかなというふうには考えてございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 もう 1 点聞きたいんですけど、臨職はそういうふうなことにならないと。正職員だから犯罪を

犯さないとは限らないんですね。どこの市町村も一緒なんです。 

それと、今課長説明だと月に 1～2 度チェック入れているということだけれども、その程度で

良いのかなと。やってから１ヶ月後までチェック入らなかったら 1 ヶ月は解らないということで

しょ。今後そういったことのできないようなしっかりとした体制が大切かなというふうに思いま

す。その辺はセキュリティを強化していくってことですけど、そこまでは考えていないってこと

ですから。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

セキュリティ関係でございますが、個人情報にアクセスできるのは部署等々、職員全員ではあ

りませんから、そこに関係する部署の職員がそこの情報にアクセスできるというような状況でご

ざいます。ですから、イメージ的には全職員がすべてそこの個人情報にアクセスできるのかでは

無いということはまず認識していただきたいと思いますし、どれぐらいの点検が良いのかどうか、

これはちょっと職員の管理等々も含めて、今後の課題になってくるのかなと思っております。た

だこれ個人的な考えでございますが、そこまで職員はどうなのかなと。しっかりと仕事をしてい

るというふうに私は認識をしてございます。その辺も踏まえた中で今後の対応職員のモラルも含

めては徹底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 

 他にありますか。以上で総務課終わりたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 会議を続けます。消防清里分署１点ございます。よろしくお願いします。 

 

○消防分署長 

 平成２８年中の救急活動状況及び傷病者程度搬送人員について、全案件搬送先病院により、傷

病者程度の報告をいただき、まとまりましたので、係長よりご説明させていただきます。 

 

○勝又委員長 

 係長。 

 

○予防係長 

 救急活動状況、及び傷病者の程度別搬送人員についてご説明いたしますので、１ページをお開

きください。 

上段の表は救急出動種別件数及び搬送人員数を、月別にしたものであり、全体で１９３件の出

動要請がありました。このうち種別では、急病の要請が１０７件、６２．９％と一番多く、次い

で一般負傷、２７件。転院搬送１９件、交通事故１２件となっており、不搬送につきましては２

３件がありました。過去の最多出動要請は一昨年２７年で１６８件でしたが、２５件の増加とな

っております。次の表は、搬送先別件数であり、小清水赤十字病院が７１件、次いで、網走厚生

病院２６件、網走脳神経外科病院２５件、斜里国保病院１９件、きよ里クリニック１６件、網走

こが病院９件となっております。下段、下の表は年齢別搬送人数であり６５歳以上が１２４人で

全体の７２．１％となっています。下段中央と右の表は覚知曜日別、主要施設からの要請、覚知

時間別件数となっておりますので、御参考になさってください。 

２ページ目をお開き願います。上段の表は、覚知別出場件数となっており、左のＩＰ１１９番
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通報から携帯１１９番の通報までの出動件数になっております。この３つについては５９．１％

となっており、通報段階で指令卓での位置情報を活用することができます。その下、一般電話固

定から消防と携帯電話携帯から消防は、消防の一般電話に出動要請が来るもので、全体の２７％

となっており、こちらの要請では指令卓の位置情報は使用できない状況にあります。家庭からの

出動要請は、日ごろから職員も名前で家の場所をできるだけ特定するよう訓練をしておりますが、

交通事故の要請では、場所が曖昧な通行があることも事実であり、覚知から出動までの時間を１

秒でも短縮し、現場まで最短距離で迎えるよう、今後も出動要請の１１９番使用を住民に周知し

ていきます。 

次の表は傷病者程度を年齢別にあらわしたものです。死亡、重症、中等症、軽症の 4段階の区

分となっており、死亡が１１件、計６．４％。重傷が２６件１５．１％。中等症が８１件、４７．

１％。軽症が５４件３１．４％となっています。全国的に救急車のタクシー化が問題視されてい

ますが、全国全道では、出動の約半分が入院を要さない軽症となっておりますが、清里町では３

１．４％ですので、全国と比較すると数字の上では適正な救急医療となっております。しかしな

がら平成２７年は軽症が２７％であり、４ポイントほど上がっているのも事実ですし、中等症で

あっても夜間の救急搬送のためその日は病院に泊まり、翌日帰宅となる場合もありまして、こち

らも入院という形になりますが軽症のパーセントについては実際にはもう少し上がっているのか

もしれません。 

今後も救急車の適正利用について住民周知を図ってまいりたいと思います。下段は説明した数

値をグラフ化したものですので、参考になさってください。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま救急活動状況及び傷病者程度別搬送人員についての説明がございました。委員の皆様

方から。河口委員。 

 

○河口委員 

 最後に説明いただきました軽症と中等症の部分が増えているよということで、お話ありました

けれど、ここで、救急で支障を来たしている事例は結構あるんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 分署長。 

 

○消防分署長 

今のところ重複した緊急の要請というのはそんなにないわけで、実質的に不搬送の件数も今回

２３件と多くなっております。ここでしかお話できないですけども、アルコールを飲んで、何回

も電話をかけてこられたケースもございます。ただそういうケースもあったんですけども、その

時はうちの通信員の方でもう何回も行って解っていますので、お話をしている間に本人も大丈夫

になってきたと。 

支障の部分でいきますと、２件重なった場合は３町でのお話の中で、斜里、小清水から救急を

呼んでうちの方で道案内してという形になっておりますので、今のところ３件、４件と重なって

というのはございませんので、何とか大丈夫かなと思います。斜里郡３町ウトロ抜いて４台、斜
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里が２台ありまして、小清水１で、清里を１台で４台が全部出払っているときは、網走から清里

に戻る時も、緊急走行で戻らすように無線で指示しておりますので、できるだけ早く消防車のも

とにつくような形での活動は行っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 良いですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 搬送先別に件数という中で、網走脳神経外科搬送２５件となっていますけれど、私直接現場に

いた時があって、さらに他の方も聞かれた時に、どうして脳神経外科に運んでくれなかったとい

うことだとか、明らかに脳神経外科に行ってほしい時に、決まった段取り、決められたとおり動

くっていうのがマニュアルなんだろうと思いますけども、特に脳梗塞の疑いの中の搬送の時間短

縮をぜひお願いしたい。一部そういう意見があったのと、私自身がその場に倒れたところから出

発までを見た時に、もう少し何とかならないのかなという現状がありますので、今後その辺を念

頭に置いた判断基準を少ししていただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 分署長。 

 

○消防分署長 

 救急で呼ばれた場合、うちの救急救命士の方と救急隊で傷病者の方をきちんと見るような形を

とっております。その上で救急の場合は、特に外科的な問題でいけば、網走のほうも今日はどこ

の病院でと指定されている部分があることも事実であります。できるだけ、脳の関係だなとわか

った場合は、網走脳神経外科に電話するんですけども、その後の状態も話していくと脳外でなく

て、当番病院に行ってくれというケースもあるのも事実であります。麻痺が出てきただとか、そ

ういう場合につきましては、脳外の方に直接お話をさせていただいて病院の先生とも直接話をす

る場合もありますので、できるだけ判断は的確に行って、議員言われたように一秒でも早く搬送

できる中で一番今後も、訓練等も通じながら図っていきたいなと思いますので、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。他にありませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 ４１１９通報っていうのを教えて欲しいのと、それと先ほど救急車については住民に周知等を

徹底して適切な利用等をっていう話がされたんですけども、２４時間健康ダイヤルって始まった

じゃないですか。あれとの連携をうまくすれば救急車呼ぼうかどうしようかっていうときに非常

に参考になると思うんですね。そういう連携なんかも含めて動いていただきたいなと思います。 
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○消防分署長 

 まず一つ目の４１１９番通報の関係であります。どこにも話してない番号なんですけども、き

よさとクリニックさんと老健さんと清楽園さんがわかるような形であらかじめ短縮の電話を入れ

ておいてもらっています。これ議員さんにも誰にも話してないんです。一般の人には周知をして

ないような番号になります。ただ１１９番と同じ回線っていうか指令台で入ってくる形になりま

すので、その入ってきた段階でどこからきたか我々の把握がすぐできるような形になっています

ね。救急隊の方の準備もそれなりにすぐできるような形にはなっていますのでご理解ください。 

それから２点目の健康ダイヤルの関係です。１ページ目の右側の下段の右側の下から２つ目の

表の清里健康ダイヤルっていうのがあります。実質健康ダイヤルの方から３件、住民の方お話し

した後に健康ダイヤルから１１９出た方が良いっていうことで、お話が来たケースがこの件数に

なっていますので、実際には救急だけですので、実際にはまだまだ健康ダイヤルを使われている

というふうに思っておりますので、その段階でうちの方にかかってきたら、今度本人とお話して

病状だとかももう一度家族の人とかからも聞いて救急がすぐ行けるような形はとっておりますの

で、ご理解いただきたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他ありますか。ちょっと１点だけ、不搬送の関係これ全体からいったら８分

の１ぐらいなんですけど、この数字が多いのか、少ないのかっていう。 

 

○消防分署長 

 去年の数字を持ってきてないんですけど、去年たしか１１件だったと思いますので、増えては

います。 

 

○勝又委員長 

 わかりました。皆さん。他にありますか。 

 

○加藤副委員長 

 今の不搬送したやつで１ページの１番下の時間帯、搬送した時間帯ありますよね、不搬送で多

いのはやっぱり日中が多いっていうことになるんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 １日の間に２回３回とありまして、実質的には５時以降にかかってきて夜までになっている件

数もあるよということでご理解いただきたいと。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 入院加療の必要がないものって、先ほど３１．４％ってありましたよね。ご説明の中で夜間と

いうか、夕方以降に入って病院入院じゃなくて泊まるで、それは入院には加算されるんですか。

実質それは夜間だからこそなってしまった話ですよね。ということはもしそれが日中であればた

ぶん入院加療必要なかった形になると思うですが、そこまでも含めた数字上でてこないんですか。 

 

○消防分署長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい分署長。 

 

○消防分署長 

 病院から返事もらうんですけど、そのときには丸がついてくるんです、検証だかなんだか。実

質は家族とお話ししないと、夜間だからちょっと１泊泊まったんだというのは消防では把握でき

ない状況でありますので、ここに載っている数字につきましては病院からの回答をもらった数字

をそのまま入れているような状況であり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。他ありませんか。なければ、以上もちまして清里町消防分署の終わりたいと

思います。どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは企画政策課１点ございます。清里町観光振興計画について、よろしくお願いします。

はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 議案はございませんけども、お手元に資料４清里町観光振興計画原案ということで、お配りを

させていただいております。 

この観光振興計画につきましては２８年度６月１５日第１回の会議を皮切りに、今まで６回の

会議を行い、協議をさせてきたところでございます。議会につきましては、９月の常任委員会に

おいて概要、方向性について御説明をさせていただいたところです。 

本日につきましては原案が固まりましたので、それにつきまして御説明をさせていただきたい

というふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい担当、よろしくお願いします。 

 

○地域振興Ｇ主事 

それでは私の方から、観光振興計画の原案について、そちらの資料をご覧いただきながら説明
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をさせていただきます。 

改めてになりますが、本計画については清里町の今後の観光振興の方向性、または取り組み内

容等について整理をし、５年間の計画として策定するものとなっております。 

中身に移りますが、１ページお開きいただきたいと思います。まず１ページには、計画の目的

及び位置づけについてお示しをしております。先ほど申し上げたとおり、本計画は５カ年の計画

ということで、平成２９年度から３３年度までの計画ということで策定をしております。 

続いて２ページ、３ページになります。こちらについては清里町の主要な観光資源の情報を掲

載しております。そして４、５ページについては観光客の動向ということで、２ページから５ペ

ージについては清里町の観光についての概要ということでデータ及び資料の方の掲載となってお

ります。 

そして６ページ以降については、今回の計画策定にあたって、清里町への来訪者に対してアン

ケート調査を実施しております。その結果について６ページから１３ページまででお示しをして

おります。アンケート内の特徴的な意見としましては、清里町のメインの観光の資源である景観

についての満足度の高さが目立つほか、それに対して飲食であったり、またお土産品に対しての

不満というものが非常に顕著にあらわれているところでございます。その他には観光客の自然体

験の関心の高さであったり、また町全体の情報発信の弱さなどがアンケート分析の特徴的な部分

としてあげられています。それが６ページから１３ページまで記載をしています。 

そして１４ページ、１５ページについては先ほどのアンケートでいただいた意見、また策定委

員会の中で協議した内容をＳＷＯＴ分析ということで、清里町内における強み弱み、そして清里

町外の外部の環境においてのプラスになる部分マイナスになる部分ということで、それぞれ整理

をしたものが、１４ページ、１５ページということで現状、課題の方をまとめてございます。 

これらを認識した上で次のページ、１６、１７ページになりますが、清里町の観光が目指すも

のということで、清里町の観光振興の方向性を４つに分けてまとめています。こちらについては、

先ほど課長の方から申し上げたとおり、常任委員会の方でも説明させていただいております。今

現在の通過型の観光から滞在型の観光へシフトしていくということ、見て終わりの観光から体験

して楽しむ観光の充実を目指すということでまとめさせていただいております。２番は自然保護

と経済好循環の共生ということで、町のメインの観光資源である各景勝地の環境保全を第１に考

えながらも観光による経済効果を生み出していくということ目指すということを挙げておりま

す。３番は地域産業との共生ということで、今まで観光については観光分野に携わる方のみで進

めてきたものが多かったところですが、ここ最近はグリーンツーリズムの動きが出てきたりとい

うことで農業であったり、また商業であったりという部分とも連携しながら、地域産業が一体と

なって観光振興を推し進めて行くということを挙げております。最後４つ目としては、滞在から

新たな人の輪ということで、最終的に観光客から定住者に繋げていくというのが、今回の観光振

興計画の中で目指していく方向性ということで、こちらを１６ページ、１７ページの方にまとめ

させていただいております。 

１ページめくりまして１８ページ、１９ページになります。１８ページ以降については観光振

興の今後の取り組みについてということで、それらをまず４つの視点に分けてまとめております。

まず１つ目、１９ページに書いてあるんですけども、清里町を知ってもらい来てもらう取り組み。

２つ目に清里町を回ってもらい、泊まってもらうための取り組み。３つ目に清里町を気に入って

もらい紹介してもらう取り組み。そして、これら３つを循環させて最後に地域の人といかに取り
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組んでいくかというものを４つ目の視点としてまとめております。それらを次のページ以降で推

進期間また実施主体、主にどこが引っ張ってやっていくのかというものを観光協会、町、民間の

３つに分けてお示しをしております。２０ページから２２ページまでについては先ほど申し上げ

た、清里町を知ってもらい来てもらうための取り組みということで知ってもらうために情報発信

の仕方であったり、発信内容も含めてどのように取り組んでいくのかということを中心に記載を

しております。これが２０ページから２２ページまでになっています。 

２３ページについては視点の２つ目、清里町を回ってもらい泊まってもらうということで滞在

型へ転換していくための取り組みということで具体的な事業の企画であったり、あとは整備の方

向性等について中心に記載をしている内容になります。それが２７ページまで続きます。２８ペ

ージ、２９ページにつきましては、清里町を気に入ってもらい紹介してもらうための取り組みと

いうことでリピーター作りのための取り組みについて、中心に記載をしております。 

最後３０ページ、３１ページについては、いかにして町全体で観光振興に取り組んでいくかと

いうことで、それぞれ取り組み内容を４つの視点に分けてまとめさせていただいております。と

いうことで３０ページ強にわたって、清里町の今後の観光振興の方向性取り組み内容ということ

で観光振興計画をこのようにまとめたところでございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今清里町観光振興計画についての説明がございました。委員の皆様方から質問、意

見等ございましたら。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 この振興計画いろんな御苦労されてつくられたのかなとできますし、私自身まだ十分に中身を

精査しておりません。もうちょっと時間をいただきたいな、原案でどういう形で出てくるのかは

別にして、もう少し時間をいただきたいなっていう中で自分が気がついたことを言わせていただ

きますと、計画の目的と位置づけってスタートから始まるんですけども、このスタートは総合計

画の文言なんだろうと思うんですね。実際これはどうやって振興計画、この町が観光事業として

どういうリターンをするのかということが将来に向けての目標なんだろうと思いますね。そのた

めの振興計画だろうと思います。 

総合計画、あるいはまち・ひと・仕事の中の位置づけの文言でなくて、具体的にどういうふう

にしていくんだということで、それは誰の資料になるんですかっていった時に、これは我々町民

の資料なんだと。で真っ先に開いた時に清里町の位置をこうやって書いたと。これ町民に必要の

あることじゃないんです。ちょっと次元が違うんだろうなっていう。ここがオホーツク振興局、

そんなこと関係ないでしょう。そうでなくて、我が町がどう取り組むのかということの中で一番

大事なのは、私はやっぱり後半の部分で農業の町、観光清里をどうやって分析していくか。この

中でやっぱり悲痛なのは一番最後の、これからの観光振興を図る上の方向性とここには目標が書

かれてない。これが大事なんだろうと。目標で具体的に取り組む内容について行政、観光関係団

体、観光事業者、商工関係団体、農林業団体。そして地域住民で共有するんだっていうのが僕は

欲しいですね。共有して何が目標にするかっていったら地域活性化に資するということが、僕が

一番最初に大事なことなんだろうと思って。ですから非常にきれいな文章でスタートするんだけ

ど、これって何の役に立つんだろうか。みんな解っていることで、町民にこの文書はもう必要じ
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ゃなくて、一番大事な方向性と目標が大事であるということが大事なんだろうと思います。 

いろんな資料が出されていて１番ちょっと気になったのは、４ページの下の段の表で、この数

字からなにを酌み取れば良いんだろうかって言った時に、この表ちょっと私理解できなかった。

この表から我々は観光、次の方向性と目標の中で、これはどういう理解をして良いかなというこ

とがちょっとなかなか理解できない部分がありました。全体の数字は当然資料の中から必要なこ

とがいっぱいあります。それで最後の方については具体的にまだまだちょっともう少しっていう

部分があるなという気がして、それの代替案はどうなんだという詳しいことを具体的にまだ私自

身詰めてないんで、批判だけするつもりは毛頭ないんですけど、それから最後の清里を知っても

らい来てもらう、これは大事なことなんだけども、それぞれの団体の中でどこの団体、観光協会、

町、民間ってこうなっていますけども３つやっていますよ。３つってどこですか。主体で動くと

こはどこなんですかってことだけは僕はやっぱりしっかりしていってもらった方がいいだろうと

思いますね。例えば町外で開催されるイベントＰＲ企業など観光地清里をＰＲするんですよ、Ｐ

Ｒする主体はどこがやるんですかったところが、主体がそれに町がバックアップしますよ、民間

がどういう形でバックアップするよだけで、まるついている２つは、どこが主体として動くんで

すか。で１年終わった時に、どういうことやってどれができなかった、できなかった理由は非常

に大事なことなんだろうと思います。なぜできないだろうかということが大事なこと。できた方

はあれですけど出来たことより、どうしてできないだろうかってことが非常に重要な時に、どこ

が主体となってやるかということだけは、やはりこれははっきりしておいた方が良いと思うんで

すね。 

例えば清里イメージ効果を伝えるための取り組みを進める。これ観光協会がやりますよ、これ

主体は観光協会で、町がどうやってバックアップするかということが必要になってくる、バック

アップは間違いなく観光協会が主体としてやらなきゃいけないんだよということを、はっきりや

っぱりここで解っていた方が良い。観光協会の人間は、自分たちは何を優先順位でやらなきゃな

らんかってことをやっぱりここでの議論の中で、次の時に検証していく。そして、次検証ってい

うことが非常に大事なことなんだろうと思いますので、そのへん申しわけないですが、細かいこ

とについて、具体的にちょっと理解してない部分いっぱいありますんで、そんなにダメだしはし

ません。でももう一歩、もう一歩踏み込んでいただきたいっていうのが私の意見です。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい。課長。 

 

○企画政策課長 

 河口委員の方から全体を通じたということで御意見をいただいたところでありますけども、当

然この振興計画ということでありますんで、事務局の中で捉えているのは具体的な部分というこ

ともあろうかというふうに思いますけども、まずは関係者から町民の方々も含めて、清里の観光

という部分が、どういう位置づけなのか方向性を持った方が良いのか、どういう課題があったの

かということの再認識。河口委員は、町民は理解しているというふうにおっしゃっていただいて

おりますけども、改めて関係者や町民の方々も含めてそういった部分の課題の再認識。そして、

それらに基づいた方向性。現在並行して動いている、いろんな町での観光の取り組みがあります

が、そういった部分との連動性、関連性、協働性そういったものを加味しながら進めるという意
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味で、この振興計画についてベースをしっかり作っていくと。そのベースに基づいて町それから

観光を進める民間の主団体である観光協会、そしてそれぞれいろんな事業を進める民間という３

者の中で、この部分についてはベースと捉えて、このベースをもとにそれぞれ４つの方向性に基

づきながらステップアップをして具体的な取り組みをしていくというような部分で、一番最初に

ついてもそういった御説明をさせていただいたというふうに思いますんで、河口委員のお話しい

ただいた意見も参酌しながら、これをしっかりとベースとして捉えて、今後進めていく。さらに

は進め始めている。いろんな部分を踏まえながら進めていきたいというふうに捉えておりますの

で、ご理解をいただきたいというふうに。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 十分理解しているつもりでお話はしていますが、そのへんもう一歩ということの中で、具体的

なことが必要なんだろうと思います。人からみると、ここの清里町の持っている観光のポテンシ

ャル、非常に高い評価たくさん受けていますよね。高い評価を受けていることが観光事業で、こ

この町が稼いでいるのっていうことを考えたときには、これをどうやって生かすかということが、

振興計画の中で具体的にどうやって盛り込むかということが非常に大事なんだろうと思っており

ます。 

神の子池、あるいはさくらの滝、非常にこうやって多いですよってなっている。そこにどうや

って、ここの町が観光の事業としてやっていくのか、過去も相当経費もかかっていっていますよ

ね。あくまでも経費かかってたくさん来てもらいましょう、たくさん来てくれていますよってい

うのが４ページの下の表なんだろうと思います。これだけ清里増えてきていますよ。普通どこも

どんどん減っていっているから何とかしましょうというのが、せっぱ詰まって、いろんな計画が

でてくる。ここの町はどんどん良い評価を受けて増えていますよといった時に、この機会に具体

的なそれぞれ良い資源がたくさんあります。例えばキャンプ場にしても、キャンプ場さらにこの

今を倍にする方法ってどんなんだろうかっていうことが僕は大事なんだろうと思います。神の子

池もどんどん増えている、でも人によってはすぐそばのところへバスが来るの、嫌だねっていう

人もいっぱいいるわけですよ。その辺はどんどん増えたときにはシャトルバスだとかいろんなこ

とも考えなきゃいけないけども、さらに力のあるところはどうやって力を出すかということの具

体的な目標を、やっぱり具体的な部分をどうやって増やしていくかということの方法が一番大事

思いはここのまま間違いないですよ。今年は何をやるかっていう具体的なことがここに入ってこ

ないと。もう少しもう一歩踏み込んでいただきたいっていうのが、私の意見です。以上です。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 河口委員の御意見十分にこちらとしても理解をするわけでありますけども、前段申し上げてい

るとおり、この部分については当然この観光清里町の観光全体のベースとなる振興計画というこ
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とで、御理解いただきたいということです。その次の段階のその具体的な施策なり、具体的な目

標なり、具体的な行動なりという部分については、それぞれこのベースを生かして十分にそれぞ

れの立場や今の行動の中で修正なり、さらにパワーアップなり、新規事業なりということで、こ

れらベースを生かしながら課題やそういったところ十分に生かしながら、行動計画それから実行

計画について、それぞれの事業の中で、目標、必要な部分であれば目標値を設定するなりして動

いていきたいというふうに思っております。 

例えば町では、グリーンツーリズムの事業を観光協会と共同しながら調査研究を進めていって

地方創生の財源を生かしてですね、ブランディング事業を進めたり、御承知のとおり阿寒国立公

園の名称変更や拡張に伴って、それらの事業を生かしながら広域的な観光を進めたり、さまざま

な観光戦略を今後進めていく中で、それぞれの部分で、目標値なり実行計画というものが出てく

ると思いますんで、それはそれでしっかりと積み上げながら事業を展開していくという部分で、

それのベースとなるものをしっかりと捉えながら、ぶれることなく振興計画に基づいて進めてい

きたいというふうに思っておりますんで、御理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 まず、最初に資料の間違えをちょっと指摘したいんですけども、３ページの日本で美しい村連

合の一番下、６０町村地域っていうのが６４だと思うんですけども。その次のページ４ページの

一番上、平成２５年度以降、道外客となっていますけども、これ道内客の間違いだと思います。

間違いっていうことで良いですか。道外客は増えているんです。道内客が減っているんで。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 すいません。そうですね、美しい村の関係、最初の資料の作り込みの時に１１月時点に変えま

したので御指摘のとおり６４ということでいいと思います。申し訳ありません。それから４ペー

ジの上の道外客についても道内ということで修正していきたいというふうに思います。申し訳あ

りません。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 事前にこれ目を通させてもらったんですけども、読ませていただいた中では、かなり踏み込ん

で具体的で戦略的な計画になっているなっていうふうに自分は読ませていただきました。あとは

計画をどうやって現実的に実践していくかというところが一番のポイントになっていくんだろう

なって思っていますので、そこのところの練り込みをしっかりやっていただきたいなということ
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と、切り込む視点って言いますか。その中でちょっともの足りないなというふうに思った点が何

点かありまして、やっぱりこれからの５年間の中で、やはり、キーポイントになるのは美しい村

連合に加盟したっていうことと、あと阿寒摩周国立公園になっていくということ、あと東オホー

ツク全体として、清里町をどんなふうな役割を担っていけるのかっていうような視点がちょっと

物足りないな。その３つがこの計画にもうちょっと反映されていければ良いのになっていうふう

に思ったので、もしその点考えがあればお願いします。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 どちらかというと堀川委員の御意見、広域的な取り組みということで理解するところでありま

す。今回清里町そのものの観光振興計画という部分で、そういった捉え方の中でどちらかという

と広域的な部分が薄まっているのかなというような形になっているのかなというふうに思いま

す。全体的な部分で今見直し最終的な見直しもかけているところでございますので、そういった

部分で修正できるものについては修正をかけていきたいというふうに考えております。 

前段堀川委員の方からも、なかなかつっこんだ計画ということで、多少なりともお褒めの言葉

をいただいて非常に嬉しく思っているんですけども先ほど申し上げましたとおり、この会議につ

いては６回の策定会議をして、それぞれの最後の方のページに書いてある委員の方々を非常に熱

心なご発言なりの中で、これができていったと。４つの方向性を定めてそれぞれのページの最後

の方に書いてある重点的に進める内容についても中身をある程度絞っていった中で、清里にこれ

から進めていかなければならない観光戦略について述べさせていただいたところでもあります。

いずれにしましてもこれをベースに、しっかりと具体的な行動計画の方に移しかえて観光振興を、

さらに進めてまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思い

ます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。最後になりますけども。 

 

○堀川委員 

 最後になりますけども。清里だけではどうしてもできないこともたくさんありますし、広域的

な視点で、そういう面も加えていただきながら計画の方もよろしくお願いしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、他に。ありますか。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 あくまでも清里観光計画、振興計画これ非常に大切なことでありますし、積極的に進めていた

だきたいと思うんですが、来てもらうことが目的じゃなくて、最終的な目標は、それらが来ても

らった人によって地域経済にどう潤うかっていうことがなくてはならない。今日までかけてきた
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経済、これからかけていく経費を莫大にかけて、あーよかったよかったって。他の観光地に行っ

てもらって経済として成り立つものがなければならない。その取り組みっていうのは、これから

非常に大切になってくるんだろうと。 

課長が言われているとおり、この計画に書いてある重点項目の中が、いかに経済的に地域に結

びつけることが出来るようになってくるのか。住民の方々や地域の人方にご協力をいただいて、

観光を進めていくんだと言ってもボランティアが全てではない。やはり経済というものがなけれ

ば、そこには人の集まりもなければ、新しい企業も生まれてこない。だからいろんな形の中でい

ろんな課題がたくさんありますけども、それをどういう形にすると地域経済に結んでいけるのか。

１人でも２人でも雇用を増やしていけるのか。このことを忘れずに、十分な計画を練っていただ

きたいと、このように思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 大きな４つの目標の中で、清里町の観光が目指すものの中に自然保護と経済好循環の共生とい

うことで謳わせていただきました。まさしくただいま副委員長の御発言の中には、そういった経

済が潤っていかなければ、本当の意味で観光戦略にならないというような部分については、十分

理解をさせていただいているところでございます。 

今回美しい村にも入らさせていただいて、ただ単純にその外貨っていうか外からお金を入れる

だけではなくて、清里の自然なり、景観なり、産業なり、歴史文化をしっかりと守りつつ、そう

いった中でしっかりと経済効果を高めて雇用を促せるようなそういった清里らしい観光戦略の取

り組みを推進してまいりたいというふうに思っておりますんで、ご理解を賜りたいというふうに

思います。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 良い言葉なんだけど、今日までも一生懸命やってきたんだけど、地域経済に対する効果を具体

的に、どういうことやろうとするのかって、例えば神の子池にしても、先ほど言われたように、

バスがそこまでいってやることが、観光として自然保護の中で良いのか。そのことよりはある意

味では、歩いて行ってもらうなり、逆にシャトルバスを使うなり、そこには雇用も生まれる。あ

るいは道道ふちに駐車場を作ってあげる。そういう形の中で、清里の神の子は歩いて行ってゆっ

くり見ることにやっぱり喜びを感じ、すぐ帰れない、宿泊せんとならん、食事せんとならん、も

う話すときりないんで、具体的にぜひ課長の言っているとおり、経済効果の仕組みが本当にいけ

るように投資以上とは言いません、投資した分ぐらいは回収できるような環境に築いていってい

ただきたい。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

今、副委員長おっしゃられたようにそういった角度からもしっかり捉えて観光振興を進めてま

いりたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

他委員さん。池下委員。 

 

○池下委員 

 加藤副委員長の方からも経済効果が無ければ意味がないというふうな話で、清里町の観光振興

行っていく上で一番大事なのは、我々町民の意識もそうなんですけど、この２３ページに来訪者

のアンケートが出ているんですよ。これを見ると、景観とか名所、温泉は満足、やや満足ってい

うのはすごいんですよ。プラス観光、宿泊施設、対人サービスっていうのもすごいですよね。と

ころが飲食。それから一番下の土産品は、ほとんどもう半分以下。一目瞭然で、良いところと悪

いところが出ているんですよ。この飲食とかお土産品とかというのはまさに経済効果がすぐ現れ

るという状況なんで、一番下の土産品に関してなんか、これ見ると不満・やや不満ってのは、１

８．７％。それから満足・やや満足っていうのは３４．３％なんですよ。全くこのグラフを見た

ら解るとおり、もうはっきりしている。やっぱりバランスの良いようにどこに力を入れるべきか、

このグラフを見たら解るんですよ。これは、清里町の人間が答えているんでなくて、よそから来

ている人が、こういうふうに答えているっていうことは、うちの町に来て、景色は良いけど、こ

ういうところが不満なんですよねって、はっきり言ってくれているんですよ。だからこういうと

ころをもうちょっと良くするように努力して、そして経済効果が上がるような、先ほど課長が言

ったように、せっかく村連合にも入ったことですし、こういう課題もはっきり見えてますんで、

そのへん力を入れてやっていただければ良いなというふうに私は思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 まず、このアンケート調査の関係。今池下委員の御意見のとおり、現実としてはそうなってお

ります。この状況ついては、実はこのアンケート調査６ページの上の方に、実施場所というとこ

ろで書いてあります。サンプル数が多いのが正直な話、緑清荘とかそういうところはサンプル数

が非常に多くて、御承知のとおり、この緑清荘は、例えばお土産品あたりは縮小傾向って言った

らへんですけども、あまりそんなに数も置いてないような状況かなというふうに思っております

し、何と言うか、サンプルの場所が、例えばきよ～るで、たくさんそのアンケートやるともうち

ょっとお土産品の充実だとか、もしかしたら変わっていくかもしれませんし、サンプルが完璧か

という部分、あと、当然参考ですんで部分がありますが、とはいえ傾向については十分にそうい

った傾向にあると思います。そういった部分、食についてもお土産品についても、これらについ



 

- 34 - 

ては、始まったことやこのアンケート調査だけではなく、いろいろなところから話も聞こえてく

るような状況で、あと事務局サイドとしても理解をしている部分であります。観光協会あたりも、

また農協等々も清里の次の食の提供であったり、お土産の提供ということで小麦を生かした取り

組みでありますとか、いろんな取り組みもまた、６次化も含めて進めているところもありますん

で、そういった部分のサポートであるとか新たな取り組みであるとか、食の展開であるとかそう

いった部分を、この中にも謳われておりますんで、そういったところを認識しながら、また、既

存の事業や新たな事業の中で、この５カ年の中でも十分に進めていけたらというふうに思ってお

りますので、ご理解を賜りたいと。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 よく解るんですが、今の課長の答弁の中に緑清荘でなかったらもうちょっと良かったなとか、

こういうアンケートに対して自分が提出した書類に対して、そういう表現は好ましくない。それ

と清里で唯一ある宿泊施設にお土産品が無いんですよねとかっていう表現は逆にダメ。清里の施

設でそういう委託をしているところに積極的にお願いをし、指導していかないと私はまずいと思

うんですよ。 

それと話変わっちゃうかもしれませんが、観光に対してはあれなんですが、せっかく出来たき

よ～る。この問題もひとつあるんですが、清里町で観光客の食事をする時に２時以降５時までの

間って意外と食べられないんですよ。ということは、観光客が来ていろんな形の中でやったとき

に、時間帯をずらしたら食をするところが余りないんですよ。これはせっかくきよ～るもできた

わけですが、あのインスタント関係どうなのか。いろんな形の中では、それぞれの時間帯の中で

やっぱり２時ごろから５時頃までも食事は出来る、そしてしかも観光の発信がきよ～るだってい

った中で、いろんな角度の中から実態としてそういうところをどういうふうに築いていけるんだ

ろうか。こういう現実的な問題を真剣に考えていかないと。何ぼ観光言われたってせっかくある

施設をフルに活用してもらって、どうやっていくかというふうにしてかないとだめなんで、課長

の言っている総合的解釈はまことに素晴らしい。でも実際に具体的なところはみんな大変。これ

も十分に理解するから。現実として前へ一歩踏み出して、まずは、ここに住んでいる人方もやっ

ぱりそういう環境の中で外食をする活用ができるような仕掛けをみんなして頑張らんとならない

んで、そういう意味で、もう１回職員からいろんな形の中で関係者だけで観光協会にすべて任せ

るんじゃなくて、もっと若い、本当に極端なこと言えば職種関係なしに３０代ぐらいのいろんな

病院の関係者でも良いだろうし、農協でもいいだろうし、商店街の若い人や、そういう人方と、

これからのこの町でどうしていくかということを基本にして、活力ある気持ちを出し、次のステ

ップが観光に入っていかなければだめだと。よろしくお願いしますよ。切実になってきたので。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 前段、お伝えの仕方が現実的なアンケート資料ということで、大変失礼いたしました。最終的

に加藤副委員長のおっしゃる通り大きな部分とそれから具体的に小さな部分と、観光の中ではあ

るというふうにも思います。もちろん観光協会がやらなければならないこと、役場がやらなけれ

ばならないこと、民間がやらなければならないこと、それぞれの農家の方々や、町民一人ひとり

が協力していただくこと、いろんな部分があるかなというふうに思います。それら一つ一つを丁

寧に見直しつつ、例えば２時から５時までに食事をするところがなかなか無いというような部分

も、具体的な小さな一つではありますけども、そういう一つ一つの部分も丁寧に見直ししつつ、

今申し上げました役場や観光協会やそういうだけでなく町民全体の取り組みの中でおもてなしの

気持ちを持って観光の推進を図っていきたいというふうに思っております。 

今の時代は観光とまちづくりという部分はもう切っては切れない部分でもございますし、だか

らこそうちの町も、観光それから企画サイドが一丸となった行政の組織ということになっており

ますので、そういった部分も含めて町民一丸となった観光の推進に向けて頑張っていきたいとい

うふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 この観光協会、町、民間ってひとくくりになっていますけども、ここ民間の部分は商工会の部

分があるんでしょうけども、やっぱり商工会がもうちょっと我々商工業の中、町の経済をという

中できちんとリーダーシップをとれる仕組みをつくってあげてほしい。その辺は小さくなり過ぎ

て、自分たちがこの商工経済を担っているんだよ、自分たちがリーダーなんだということが全然

見えてこないっていうのは、将来に非常にこの町がどんどんどんどん小さくなる一つの要因かな

と思っていますので、その辺を持ち上げる、民間っていうひとくくりでない商工会がリーダーだ

よっていうことをきちんと仕組みをつくってあげてほしいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 商工会さんについても、商工会さんのそれぞれの事情でありますとかそれぞれの考え方等々が

あると思いますけども、当然観光戦略、観光事業を進める上では、商工会という部分も１つの柱

となっていただく組織だというふうに十分に理解をしているところであります。河口委員もその

辺の部分を強く思われているのかなというふうに理解をしているところでありますんで、これか

らも当然商工会や今、農協さんあたりも一生懸命やっていただいておりますんで、そういった主

力の経済団体の皆様方とも一緒になって進めていきたいというふうに思っておりますんで、それ

ぞれ声をかけあいながらしっかりとやっていきたいなというふうに思っております。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。前中さん、皆さん了解のことでよろしいです。 

 

○前中委員 

 本町始まって初めての観光振興計画だと思います。その中で大変まとめられて、そこは本当に

敬意を表するっていう部分、初めての手探りの中で、今後の本町の振興計画と合わせた中でどう

いうような観光を本町でやるのかっていう部分で策定されたと、その中でちょっとひとつだけ気

にかかった部分、先ほど課長からの口からもありますし、各委員からも出ていましたけども、昨

年美しい村連合に加入したその１つの大きなニュース性の中で、この観光計画、振興計画にどの

ような形でリンクさせる。そのへんがちょっと今見た中ではなかなか無いのかな。文言的にはあ

りますけども、それをどうこの観光計画の中に捉えていくのかというのはちょっと私自身、ちょ

っと見えなかった。それが１点。 

それともう１つ、国も進めているインバウンド効果っていう形で、まち・ひと・しごと創生戦

略の中で、創生交付金事業っていうことで、ブランディング事業。本町も取りかかって、その事

業の中で雇用の創出だとか地方の地産地消における新しい雇用のあるいは食の提供。そういう部

分も事業展開していくんですけど、今の説明聞いていた中でグリ－ンツーリズムあるいはホワイ

トツーリズムって言うんですか。そういう部分も入っているんですけども、そこら辺の部分で具

現的な話を行政でとり行うのか、そうではなくて、今ＮＰＯである観光協会あるいはそれをＪＡ

あるいは商工会あるいは町民、あるいは林業も多分入ってくるだと思うんですけど、そこら辺の

整合性を行政としてどのようなポジショニングで持っていくのか。行政主導でいくのか。ある程

度細部にわたった部分では、観光協会がインセンティブをとりながら行政と手を携えて、この観

光行政を今後進めていくのか。形としては、はっきりしたことは言えませんけども、その辺の連

携の形をやはりどう捉えているのかということを、課長の方から、今２点ですけどちょっとお聞

きしたいなと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず１点目の美しい村連合の加盟にかかる観光計画との整合性と言いますか。どういうふうに

連携しながらやっていくかというようなことかなというふうに思うんですけども。この清里町の

観光が目指すものの中に先ほども出させていただきました自然保護と経済好循環の共生。さらに

は地域産業との共生ということで謳わさせていただきました。まさしく美しい村連合の本町の目

指す取り組みについても自然保護を十分に保ちながら、経済の好循環を進めていく農業を主体と

した循環型の農業を目指していく。そういった中で来訪者を入れながら、そういった産業や観光

を生かしたグリーンツーリズムやホワイトツーリズムの取り組みをしていくというような部分の

中で、特に先ほど加藤副委員長からもお話ありました経済効果というような部分では、この美し

い村連合に加盟している一般の企業が８８あったかなというふうに思いますし、先ほどちょっと

数字的なミスがございましたけども６４の町村も入っているわけでございます。そういった部分

と十分に特にその前段申し上げました民間の事業者とうまく連携をして、例えばそういった部分
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で雇用に活かせれないか、経済につながるような連携事業が出来ないかどうか、そういうものを

もういち早く模索しながらやっていきたいなというふうに思っておりますし、各市町村ともそう

いったいろんな課題やそういったことを通じて、うちの町にどう観光の戦略を生かせないかとい

う部分で認識しながら、この計画とも一緒になって、進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

それからもう一つの大きな、清里の観光のブランディングをどこがインセンティブをとって進

めていくかということだと思うんですけども、それぞれ観光協会になり、商工会なり、農協なり、

それぞれ大きな部分で農協さんは農協さんでもう小麦を活かした取り組み、すでに大きな事業を

進めておりますし、観光協会であれば移住定住を柱とした事業を進めていっていただいておりま

す。役場についても、それらも含めた形で、観光の情報発信が弱いというような部分もございま

すんで、情報発信については役場がインセンティブをとって、いろんなウェブでありますとかフ

ェイスブックでありますとか、ブランディングの中で詰めている例えばポスターでありますとか、

パンフレットとかでありますとか、そういった部分も、町はまず情報発信をできるようなインセ

ンティブをとってやっていきたい。個々の事業の取り組みについては、今やっているさまざまな

経済団体の部分について、手を携えてやっていく。またはサポートにまわってやっていくという

ような部分は、それぞれケースバイケースでやってきたいなというふうに思います。 

今やっているそれぞれの観光戦略を尊重しながら、町としては、それぞれいろんな形でサポー

ト並びに一緒になって取り組む必要があるかなというふうに考えておりますので、ご理解を賜り

たいと。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。なければ以上で企画政策課終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○企画政策課長 

 そういうことで今後のスケジュールでございますけれども、本日常任委員会の方に報告させて

いただきましたので、それらも含めて今後パブリックコメントを町民の方々からいただいて、今

日いただいた御意見並びに町民の方々からいただく御意見等も含めまして修正を加えながら、今

の段階では一応予定で２月の中旬下旬に策定委員会を開催しつつ、その結果をさらに協議をさせ

ていただき、常任委員会にもう一度報告をさせていただきながら、町長の方にも答申をしていき

たいと思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 

 今日程スケジュールの方もありましたけどよろしいですか。それでは以上で終わりたいと思い

ます。どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは生涯学習課３点ございます。順に進めたいと思います。課長。 

 

○生涯学習課長 

 まず１点目教職員住宅の整備についての関係でございます。この教職員住宅の整備につきまし
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ては、平成２６年の１２月の議会におきまして２棟の実施設計書を補正いただきまして、２７年

度、２８年度に補助金等の要望を行い、このときには不採択となっておりましたが昨年５月末に

国の２８年度の補正予算が追加となりまして、６月の補正によりまして現在１棟を建設中でござ

います。さらに今回、残り１棟分が、国の学校施設環境改善交付金事業の２次補正の追加の内定

をいただきましたので、教育委員会としても住宅の必要性を感じておりまして、３月に補正を行

い繰越事業によりまして整備の方を進めてまいりたいと思っておりますので、内容をご説明させ

ていただきます。 

交付金の内定額が記載のとおり１千２２３万６千円でございます。この交付金については配分

面積等によりまして配分基礎額が決定しまして、それの算定割合によりこの額になってございま

す。住宅の整備の概要でございます。１棟１戸３ＬＤＫ、床面積が１０８．９平方メートル木造

平屋建てで駐車場等の外構の整備を行ってまいります。 

建設場所につきましては、羽衣町の３４番地、現在建設中の住宅の奥側というか今建設の東側

になります。需用費概算でございますが、建設工事費と施工管理業務委託料合わせまして概算で

３千１００万円ということで、今積算をしているところでございます。 

先ほど言ったとおりこの事業につきましては、３月の補正で繰り越し事業によりまして平成２

９年度の建設で進めてまいりたいというふうに考えてございます。なお、交付金以外の財源につ

きましては、今後補正予算債のあるなしも含めまして、現在調整確認中でありまして２月の委員

会中で説明をさせていただきたいというふうに考え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 

 ①教職員住宅の整備について説明がございました。委員の皆様方から質問。河口委員。 

 

○河口委員 

以前に教職員住宅について、一度質問させていただきましたが、誰が入るんだろうかって時に、

この３ＬＤＫでぜひ検討の中で単身赴任の管理職が入る。これって非常にもったいないことにな

ります。ぜひ家族持ちの方が入るということで是非使っていただければと思いますが、使い方に

ついては学校で一任になるのか、その辺をお聞きしたい。 

 

○勝又委員長 

課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただ今のご質問でございますが、入居されている教職員につきましては、この住宅が３ＬＤＫ

ということで、今現在では河口委員が仰られたとおり、世帯持ちの方を想定した中学校等と協議

をしながら、入居者については今後詰めていきたいというふうに思っているところです。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他ありますか。進みます。②番平成２９年度清里高校への入学志望状況につ

いて。 
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○生涯学習課長 

 ②の高校への入学志望状況等でございます。清里高校への平成２９年度４月入学の見込みでご

ざいますが、現在のところ清里中学校の状況、また清里高校との連携によります情報把握を行い、

あくまで見込みの数ということで押さえていただきたいんですけども、現在３８名というふうに

なってございます。清里中学校が１８名、小清水が１７名、斜里２名、網走１名というようなこ

とで、今状況を把握しているところでございます。二間口の確保を要望して、今現在そのように

進んでおりますが、若干少ないような状況となってございます。 

今後のスケジュール記載のとおりでございますけども、出願期間が１月の２０日から２５日ま

で。出願の発表が１月の２１日となってございます。それ以降のスケジュールについては、記載

のとおり、出願の変更期間、変更発表、試験日、合格者については、このとおりでございます。

１２月の確保に向けましては昨年来清里高校の連携を行ってきておりますが、今後の入学者確保

策としまして、清里中学校へ働きかけ、要望については随時行っておりますが、出願変更を呼び

かけるチラシを小清水町、網走市で配布を行うとともに清里高校の校長先生それから、教育委員

会で直接小清水と網走市への他の中学校に行きまして、学校を通じて、中学校３年生にチラシを

持ち帰ってもらえるような活動を行うこととしてございます。いずれにしましても出願の変更、

さらに、３月末の二次募集まで２間口の入学者の確保に向けまして全力で注いでいきたいという

ふうに思っ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 

 ただ今、清里高校への入学状況についての説明がございました。委員の皆様方から。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 最初の予定よりもここまで減ってしまって非常に残念なんですけども、小清水が大幅に減った

ように思うんですけれども、その減った要因というのが解れば教えていただきたいんです。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 入学見込みアンケート調査等も行いまして、２間口要望等も行ったところでございますが、今

堀川委員、言われたとおり、小清水の中学校から清里高校への志望についてが、こちらのアンケ

ート調査とまた情報把握の中で大幅に減ったというのが、今のところ原因かなというふうに思っ

ていますが、その要因でございますけども正確ではないかも知れませんけれども、いろんな学校

等から聞きますと部活動の関係で網走の桂陽高校、それから斜里高校に志望を変更したというこ

とでこちらの方では、今聞いてい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。他の委員さんありませんか。１点だけですけど、今回小清水から大幅に減っ

たという部分は理解するんですけれど、当初２間口とうことも含めて、どうなのかなという部分
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があって、現段階ではちょっと残念かなと。やはり高校存続に向けての基本的な部分ってのは、

地元の生徒がやっぱり地元の高校に行くっていうことが基本だと思います。そういう中でここを

何年か地元が他の町村から入っていることを期待しながらやっている部分ですけど、このままで

いった時におそらく、今回の減った理由も部活の関係とかっていう部分では、将来的にその展望

が開けるというような感じの状況ではないことだけは確か。やはり地元の子供たちに地元の高校

に入っていく働きかけをしていかないと、将来見据えた形になっていかないのかなって思うんで

すけれど。そこら含めて考慮されているんでないかなと思っていますけど、今後も検討していた

だきたいと思います。 

 

○生涯学習課長 

 勝又委員長おっしゃったとおりかなというふうに思ってございます。小清水の関係が大幅に減

ったということを先ほどから話しておりますが、アンケート調査が５月６月というような時期も

ありまして、それはまだ子供たちも含めて進路が正確にはまだ定まっていない時期のアンケート

調査。その時期でなければ２間口の要望ができなかったということもあります。状況把握もこち

らで的確にできなかった部分もあるのかなというふうに思ってございます。後段の地元の中学校

から高校というか清里中学校から清里高校へというのが、やはり基本かなというふうに教育委員

会としても考えてございます。魅力ある高校づくりを行いながら、今の支援策も見直しを図りな

がら、清里中学校の子供が清里高校に入っていただけるような方策を含めて、今後充分に検討し

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 

 他ありますか。前中委員の発言を許します。 

 

○前中委員 

 課長より高校支援の見直しに対しても、今後の中で検討していくという話が出たんですが、現

状の中で次年度も小清水中学校から通学がある。現在でも、小清水中学から通学している生徒も

人数がいる。現状の中で、支援のバスの体制も今の定員では難しいのか。そういった中でやはり

行政としての支援の幅はまた増える。そんな中でどこの支援を削除するのか。慎重かつ大胆とは

言いませんが、そこの検討は新年度予算中でも見直しはしっかりやっていただきたいという部分

があります。 

その中で通学バスの支援だとか、給食を出すっていうことで、そういうメリットも確かに子供

たちが好評価を得ていると聞いております。これと絡めて、本町の教育現場におけるその義務教

育における、給食費の無償化というものもいろんな形でありますけども、限られた財源中でどう

するか。２８年度予算で町長の肝いりで展開する子ども子育て基金の運用財源の活用方法の中で、

可能なのか僕は解りませんけども、それなりの給食費の無償化についても、ある程度次年度の中

で積極的な提案もやぶ坂ではないのかな。 

個人的な話ですけども、そこら辺の検討も十分しっかりと精査しながら提案できれば、その方

向性を持っていただきたいと思います。回答は良いですけれども、高校支援と絡めて話をしたん

ですけども、他にもありますけども財源的な財政出動は大きなものになりますから、そこら辺は

い解りましたとはならないでしょうし、ちょっとそういう部分で考慮していきだきたいなと。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 高校の支援事業につきましては、今前中委員からおっしゃられたとおり、かなりの財政支出を

しているところでございます。高校支援事業につきましては、現在、支援事業の要綱等見直しま

して、３年間につきましては今のやつを若干見直しながら進めるようになってございます。 

今後、先ほど言った小清水からの支援バスの関係も含め、また財政的にも経費の支出が出てく

るのかなというふうに思ってございます。次年度に向けては、大幅な政策についての見直しはあ

りませんけども、今行っている支援の内容の予算の配分の内訳等を見直しながら、現状の各資格

の部分とか高体連の出場部分とか、その中身の財政的内訳を見直しながら、次年度はこの高校支

援対策事業を行っ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。それから後段の給食

費の義務教育の部分の無償化の関係でございますが、これについては、内部の方でどこまででき

るかも含めて、今それについて、財源の関係もございますので検討しているところでございます。

以上です。 

 

○勝又委員長 

 ほかありませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

一点だけ聞きたいですが、２間口にするということで、昨年秋ですか札幌まで出向いて行って

お願いした経緯があるんですが、今回の志望者３８名ということで、実際、斜里から来ている去

年のニュージーランドの宿泊研修が終わってから学校へ来ていない子が２名いるはずです。今現

在も来ていない。そこら辺を把握した上でどういうふうな対処をしているのか。学校がどう対処

しているのか。決して入学した人数が到達点ではなく、入ってからの内容３年間高校卒業するま

での間、そこをしっかりケアしていくのが清里高校の良さでないのかと思うんですが。目先の人

数だけに捉われないで、中身の充実した清里高校であるなら、２間口でなくても良いのかと思っ

ています。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 清里高校の一年生の関係、委員話されたとおり、２名が通学できないということ把握をしてい

るところでございます。うち１名につきましては、当初から４月に入学した後からもなかなか学

校に来れなかったということを聞いてございます。また１名については、言われたとおり、海外

研修が終わった後からなかなか学校のほうに来られていないということで、学校からも情報等を

聞いているところでございます。 

この２名につきましては学校と連携しながら、特に学校のほうから、保護者等へのアプローチ
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等をしながら、何とか学校に来てもらえるような形で進めているところですが、なかなか厳しい

ことも言っておりましたけども、その辺も含めて、今後も働きかけをしていきたいというふうに

思います。それから入学者の数だけではなくて、入ってからの入学したあとの支援の関係でござ

いますけども、委員おっしゃるとおり、学校へ入学してから卒業までの３年間で部活するなり、

その他生活指導等の中身の充実というふうに考えているところでございまして、２間口は当然確

保したいというふうに思ってございますが、内容等の充実、また魅力ある・特色ある高校づくり

を進めていきたいというふうに考えているところでございまして、入ってからの中身の充実を肝

に銘じながら進めていきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員 

 参考までにちょっとお伺いしたいのですが、決していじめで来てないとかいうことではないで

すよね。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 いじめで来ていないというふうには聞いてございません。先ほど言った当初から来れない方は、

違う高校にいたんですけども清里高校を下見した段階で、この高校だったらということだったで

すけど、気持ちの面で、高校になかなか足が向かないと話を聞いております。学校からはいじめ

等という話は聞いておりせん。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さん。ありませんか。③番光岳小学校の今後のあり方の検討につい

て。課長。 

 

○生涯学習課長 

 ③の光岳小学校の今後のあり方の検討でございます。光岳小学校の統合の関係でございますけ

ども、常任委員会で御説明をさせていただいておりますが、ＰＴＡ地域の意向に沿ったなかで協

議をしてまいりたいと考えまして、６月に、アンケート調査、それから９月には清里町立学校の

統合に関する方針、ＰＴＡ並びに光岳小学校入学予定のお子さんを持つ保護者、それから１１月

には地域の方、光岳小学校を通学区域とします自治会の皆さんへの統合に関する説明会の方を開

催してございます。その後につきましては、ＰＴＡにおきまして将来的に統合することにつきま

しては、意見が纏まっているところでございまして、統合時期をＰＴＡ内部で話し合いを進めま

して、１２月の７日に教育委員会とＰＴＡとの意見交換、協議の方を行っているところでござい

ます。このときには、今後の児童数、教職員の状況等を確認するとともに、統廃合についてのさ

まざまな意見交換を行っています。このときは、統合時期は決定せず、再度ＰＴＡだけで、統合
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時期も協議をさせてほしいというようなことになりました。その話し合い協議が議案記載のとお

り、１２月の２１日に行われたところでございます。そのときの協議の決定事項としましては、

平成２９年度末の閉校はないこと。現段階では平成３０年度を閉校年度として想定をすると。ま

た町費の教職員等の配置と町の支援をお願いしたいというようなことで１０月２１日は決定をし

ているところでございまして、それら含めまして、再度、教育委員会と協議をさせてほしいとい

うことになってございます。その話し合いが今月の３１日に教員委員会と現ＰＴＡそれから四月

に光岳小学校へ入学予定の保護者との話し合いを持つこととしてございます。そこで一定年度の

方向性を出したいと思っ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 

 ただ今、光岳小学校の今後のあり方の検討についての説明がございました。各委員からありま

せんか。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 時期はともかくとして、とりあえず緑小学校が２９年度に終了する。そして生徒が清里小学校

に来るということが決まっちゃっている。前回の委員会の中で光岳小学校が統合することはしま

すよ。それは良いと思うんです。ただ光岳に通っている生徒が、清里小学校を２９年度に転校な

り入学したいといった場合の対応は、緑が清里小学校へ来るのに、生徒自身が清里小学校へ行き

たいと。多くの生徒の中で学習をしたいと。学区問題とかそういうことで、光岳が１年残るんだ

からどうのこうのという、後からトラブルになるようなそういうことの無いようにだけ、一番大

切なのは緑から清里小学校にくると決まった時点で、光岳の生徒にも自由選択が当然のように生

まれたということを、現実として認めないとならないということは忘れないで進んでいってもら

いたい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今の副委員長のお話の関係でございますが、光岳に通っている児童で、平成２９年度に清里小

学校へ入学したいということが出た場合というようなことでございますけども、これにつきまし

ては平成２９年４月入学予定の子供が、６名おられます。６名についてはＰＴＡとの話し合いの

中で、今後また３１日に話し合いがありますけども、現状では、みんなで光岳小学校へという話

を教育委員会からも話をしておりますが、この学校の変更につきましては、現状では校区が決ま

っておりまして、学校の指定変更する場合については、保護者からの申請等によりまして教育委

員会内部で検討しながら、申請に基づきまして許可決定をすることになっておりまして、現状そ

ういうような形で出た場合については、その基準要綱に基づきながら、その判断をしていくこと

になるのかなと思っているところでございます。 

いずれにしましても、緑町小学校が平成２９年度末、光岳小学校がそれ以降になるのかなとい

うふうに、現状では思っておりますけども、その辺も含めまして、また３１日に話し合い協議の

場がありますので、十分にいろんな意見交換をしながら、今後のあり方について進めていきたい
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とところでございます。 

 

○加藤副委員長 

 ２９年度は無いということですが、３０年度に光岳だけ残ってしまった場合に、そのことも同

じように入学者だけでない在校生の転校もありうるかもしれない。その辺について学区問題と言

って強制する内容でなくなるような気もするんで、その辺も十分に３１日に会議等いろいろな形

の中で、その時点でトラブルのないように子供のことを中心に方向性を出して進んでいただきた

いと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 いずれにしましても今おっしゃられたとおり保護者、また子供のことを中心に考えましてトラ

ブルがないよう勧めていきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

ほか委員さんからありませんか。無ければ生涯学習課全般ありませんか。以上で、生涯学習課

終わります。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、２月１３日、月曜日でございます。 

 

○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。 

 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１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５３分） 


