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第１３回総務文教常任委員会会議録 

平成２９年１１月 ８日（水） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １１時 ３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清里町立旧学校校舎等活用に関する事業提案の募集について 

  ②第４８回衆議院議員総選挙及び第２４回最高裁判所裁判官国民審査の結果について 

   

 ●企画政策課 

  ①ご当地（知床）ナンバープレート導入意向表明について 

  ②平成３０年度地域おこし協力隊の導入について 

   

 

２．次回委員会の開催について 

 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  村 島 健 二    委  員  池 下   昇 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       伊藤 浩幸    ■管財Ｇ総括主査       吉田 正彦    

 ■総務Ｇ主査      吉本  淳         

 ■企画政策課長     本松 昭仁    ■企画政策課主幹       清田 憲弘 

 ■まちづくりＧ総括主査 水尾 和広    ■地域振興Ｇ主任       田巻 宏章 

  



 

- 2 - 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第１３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、総務課２点ございます。総務課長。 

 

○総務課長 

 総務課の案件でございますが、１つ目が清里町立旧学校校舎の活用の関係、それから 2点目が

先日行われました衆議院総選挙関係の結果報告、こちらは総務課というよりも選挙管理委員会の

管轄になりますけども、その 2点につきまして協議報告をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 はい。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

清里町立旧学校校舎活用に関する事業提案募集要項案の説明をさせていただきたいと思いま

す。１ページをお開きください。この要項につきましては平成２３年３月に閉校しました旧新栄

小学校、旧江南小学校校舎の活用に関する事業提案募集要項となっております。事業提案募集に

ついては、２年前の平成２７年に募集を行っております。そのときについて応募はございません

でした。 

前回との変更点として、前回は町内のみの募集としておりましたが、今回は町外を含めたもの

としております。また貸付料については無償としております。以上の２点を変更して募集を行う

ものであります。 

１番の活用事業募集の趣旨ですが、旧新栄小学校、旧江南小学校の建物を有効活用するための

地域振興発展を前提とした事業提案を広く募集し、旧学校施設の貸付により、その有効活用を推

進するものでございます。募集期間は、今年の１１月１５日から１２月１５日までの期間として

おります。応募資格は町内外を問わず、また法人・団体・個人を問わないものとしております。

周知方法としましては１１月１５日お知らせ版とホームページでの募集をかける予定でござい

ます。 

２番の事業提案の諸条件でありますが、宗教活動、政治活動を行うものや公益を害する用途で

の利用するおそれのあるもの、町税等の滞納があるものについては応募資格がないものとしてお
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ります。貸付は旧学校校舎、体育館、グランドなどの一括貸付を原則としております。提案対象

は、対象施設を活用した提案としております。提案内容は地域の活性化と振興発展に貢献できる

事業ということで下記のいずれかに該当するものということでございます。 

２ページ目をご覧ください。事業期間は５年以上継続するということが原則となっておりま

す。適正な維持管理として地域への環境に配慮し、施設の適正な管理に努めることとします。施

設の維持管理に要する経費はすべて活用主体が負担することとなっております。 

３番の対象施設の概要ですが、資料のとおりとなっております。なお新栄小学校の校舎につき

ましては、耐震化されていない部分は含まれておりません。 

４番、貸付に関する事項ですが貸付価格は無償としております。活用主体の費用負担ですが、

維持管理や修繕、貸付期間を満了したなどの現状回復などの費用負担は、活用主体が負担するこ

ととなっております。３ページ目をご覧ください。第三者への管理移転等は禁止しております。 

５番、応募方法ですが、納税証明書、法人であれば定款、個人であれば身分証明書等の必要書

類の提出をしていただきます。提出期間は応募期間と一緒で１１月の１５日から１２月１５日と

なっております。提出場所は役場となっております。提出部数は２部としております。４ページ

をご覧ください。提出方法は持参又は郵送となっております。 

６番、審査結果の通知につきましては応募者全員に通知する形になっております。以上募集要

項案の説明を終わらせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 ただいま①番の清里町立旧学校校舎等活用に関する事業提案の募集についての説明がござい

ました。委員の皆様方から。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 実際に使おうかということで検討するのであれば、内容をまだまだ詰めなきゃならんことがた

くさんあるのだろう。使わないだろうということで提案であればそのままで良いですけども。い

ざここを使ってみようかと思った方が、この内容でどうしようかといったときにたくさん問題が

あるのですが、まず応募期間が１カ月しかない。２９年の１１月１５日から２９年１２月１５日

ですが１カ月間で事業ということを考えた時に到底難しいであろうと思いますので、応募期間は

少なくとも今期３月末ぐらいまでぐらい、最低でもそのぐらいはないと、どうしようかという検

討材料にはならないのかなと思っています。 

それともう一つは、旧学校施設の校舎、体育館、グランド一括ということの条件であれば、例

えばものによっては、グランドは使いたくないというか必要ないなといった時に、ここで一番か

かるのがやっぱり雑草だとか草刈だとかの管理に相当かかるのだろうと思いますので、せめて建

物とグランドの部分が事業内容によっては全く必要ないよといった時にはこれを分割でという

検討材料も必要なのかなと思っているのです。 

それと実際に期間中において中止する場合、５年以上継続ということが一つの条件ですけど

も、それは事業主との検討ということも一つこの中に入れていただいた方が良いのかなと思って

おります。 

それと法令遵守の件については、建築基準法は当然なのでしょうけども、消防法の関係書類、

消防法に関係する建物の面積から言うとすべて関係すると思いますので、その時貸付する時点
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で、入った方が設備を更新するのか、貸出する時点ですべて消防法に網羅されている状態で貸し

出すのかということも一つ検討材料なのかなと思っています。 

その辺でもう一つは、天災によるものも含む破損等の修繕費用っていうところについては、や

はり町長あるいはその部署で検討、特に認めたものだとか。天災については、すべてが事業者負

担という部分については問題があるような気がするのですけども。 

その辺がいざ使おうとした時に、そのままの状態ですぐ検討できるかと言うと、ちょっと難し

いのかなと思いますので、その辺はどのように考えられているのかをちょっとお聞きしたいので

すが。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。  

 

○総務課長 

 今の河口委員からのご質問の関係です。実際に使おうとした場合の方のことを考えたというこ

とのご質問かなというふうに思います。 

まず１点目の応募期間の関係でございます。確かに１カ月という期間では、短いということも

あろうかと思いますが、過去にも町内の事業者でしたけども、募集した関係等ありました。また

先ほどいろいろな関係でお知らせとかホームページ等で周知という話もありましたが、文科省で

やっております、みんなの学校廃校プロジェクトですとか、そういうのも活用した中で、この期

間の中で募集をかけさせていただければなというふうに思っております。 

それからその後ありましたグラウンド等校舎の一括とかの関係でございますけども、原則は一

括を考えておりますが、当然活用される方の提案内容によりましては校舎だけとかもしかしたら

検討の余地があるのかなというふうに思っているところでございます。 

また５年以上のしばり等もございますけども、今回無償での貸し付け、それから町内外の事業

者を含めて活用募集するということとしてございまして、特に町外の事業者につきましては信頼

度の関係が確認できるのかが、経営状態によります途中での放置等さまざまなリスク等も考慮し

なければならないのかなというふうに思っているところでございます。 

いずれにしましても江南、新栄とも、今後の活用方策を募集しまして、この状況によりまして

特に個人的な見解も入りますけども、新栄の方につきましては耐震部分でしか対応できない部分

もありますので、将来的にはそこについては６月の一般質問の中にありましたけども、今年度の

募集に状況によって除却等の検討の必要も出てくるのかというふうに思っていますし、また江南

につきましては、耐震されているということもありますので、これについては引き続き検討しな

ければならないかなというふうに思っています。 

いずれにしましてもこの使おうとされる方に、法令の関係も含めてきちんと配慮をしながら募

集の方はかけ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。はい河口委員。 

 

○河口委員 



 

- 5 - 

 消防の件については、これは現状のまますべて貸し出しという形。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 ちょっと消防法の関係ちょっとあれですけども、基本的には現状のままというふうには考えて

いるところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 新栄も江南も閉校してからもうすぐ丸７年が経つわけなのですけども、この７年間見てきて町

の本当にこの校舎を有効に利用してほしいんだという働きかけと言いますか、そういうものが見

えてこなかったような気がするんですよね。 

前回の募集にしてもなかなかハードルが高いものでしたし、今回の募集に関しても真剣に探す

つもりがあるのかというような疑問も出るような募集の仕方ですし、この７年間の間でできれば

もっと積極的な働きかけが町からあってもよかったのではないかなというふうに感じていると

ころです。 

単に学校を使う人いませんかというようなことよりも、例えばですけども芸術家募集しますと

いうような人の募集を兼ねてそういう部分にはこの校舎を無償で貸し出しますよとか、いろんな

その知恵を絞った募集ですとかあったと思うんですよね。 

積極的な働きかけがあったのかという話をしましたけども、町内には農協ですとか大きな事業

所もたくさんある訳ですけども農協なんかもいろんな施設をこれから更新しかなきゃならない

兼ね合いもあるだろうし、町から農協あたりに働きかけですとかこんなような活用どうですかと

いうようなことがあってもいいと思いますし、真剣に２校についての募集、その先には緑もあり

ますし、光岳のこともありますから積極的な働きかけをしながらの募集、もう少し知恵を絞った

中での募集が必要だと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 堀川委員からの御指摘、ごもっともかなというふうには思ってございます。今回先に行いまし

た有償での貸付から無償ということに決めさせていただきまして募集をかけたいというふうに

思っているところでございまして、今言われた町内の特に農協さんですとかまた民間企業等も含

めまして、その辺につきましては積極的に働きかけながら一番町内の方が使ってもらえるのが一

番有効に活用していただければというふうには思っているところでございますので、その辺も含

めて働きかけ等は行っていきたいというふうに思っております。 
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それから当然お話出ました緑、光岳の話も出ておりましたが、それにつきましても今後統合閉

校後財産が移ってくるってことも想定されますので、その辺も考えながら校舎の活用につきまし

ては積極的に働きかけを進めていきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川委員 

 はい。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 まず期間の中で、町内においてこの募集をかけて 出てこないだろうというのが前提にあるの

で、中途半端過ぎるような状態だと思います。 

前回の募集から今回の募集に至って、期間の問題にしても、内容にしても、活用しようとする

意志が見えてこない。こういう中ではこの要項の策定は、私はちょっといかがかな。ここに提案

すべき内容ではないかなと。無償とかよりも一括売却をします、町内町外問わずというのならま

た話は別個ですけど。壊す前提ありきの募集の仕方というのは、余りにも。それも特定の校舎を

指定するんじゃなくて、この江南、新栄という形でやる。そしたら先ほど出ていたようにこれか

ら緑の問題、最終的には光岳の問題が出てきたときにも同じような方法を取るの、そうじゃない

でしょと。やっぱりその場所、その場所における活用方法やその競売、あるいはいろんな方法と

いうのをきちっと整理してかないとならん。 

こうやって出していますけども、あの学校の校舎の中に入っている備品。もしも出たらどうや

って処理するのですか。 

現実性がないような要項の募集というのはいかがなものか、この辺についてはどのように考え

ているのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今の加藤副委員長からの御質問でございますけども、当然有効に両校舎等、今後の札弦緑もそ

うですけども、有効に活用していただきたいというのが前提というふうに考えてございます。 

御指摘のように、今回の内容等取り壊しを前提にしてではないかという御指摘もありますが、

過去の募集状況を見ましたら難しいのかなというのは確かに思っているところでございますが、

それを抜きにしても積極的に声掛け、募集の方を進めていかなければないというふうに思ってお

りまして、今回このような形で募集をさせていただきたいということで提案をさせていただいて

いるところでございます。 
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また中に入っている備品の関係につきましても、これは町民の財産というふうに認識しており

ます。当然使えるものについては使えるように進めていかなければならないというふうに思って

いるところでございますし、今回この提案をするにあたって中に入っている備品についても、き

ちんと整理等はしなければならないのかな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 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 これ５年間無償で貸し付けするという表現の中で、更地なら活用するけども建物が建っている

中では活用しないできないという場合だってあると思うんです。原則的にここ一帯を活用すると

いう本来の目的を真剣に考えた募集では余りにもないかなと。当然のように考えられているの

は、まず新栄の問題を重視しているんだろうというふうに捉えるわけですが、そうでなければ１

ヶ月間という論戦も出てこないと思うんです。なぜ１ヶ月間にしてこういう出し方をしているの

か。あそこを本当に有効活用するのであれば、町内町外問わず売却しますという方法だってある

と思うのです。そういう場合は限定して旧学校校舎でなくて、どこの場所という指定をして公募

なり何なりしていくというのが私は方法としてあると思います。 

基本的に、清里の流れをこうやって見てきた時に、募集をかけてなかった。ずっと置いといた

やつを大切な公共財だからと言いながら何もしないでここまできて、いざ最終的に決断しようと

いったときに最後にもう１回やりましょうっていう、変な話ですけど意味のない、いや募集もし

たけどだめでしたからという言い訳にしかならないようなやり方ですよ。どう考えても。 

だからこうやってやるなら新栄小学校跡地における最終的確認の中の施設の中で、競売も良い

し貸付も良いし、こういう場合の最低限はこうですよって募集かけてやるならまだ話わかります

よ。その時に江南もひっくるめる、こういう形でやっていく、そして１ヶ月間終わった時に、今

度緑が出てきた時にまたそうやっていった時に今度は有償にするのですか。緑だけでもこうやっ

ちゃったら無償でやっていかないとならないと思うんですよ。 

基本的に場所を指定して、この場所について旧跡地について、こういう形で最終でやるならま

だ解るけれども、単純に旧学校校舎跡地５年間で１ヶ月間で募集する要項で、しかも大切な莫大

な敷地があるところです。こんな出し方はないですよ。この期間と内容とこの項目について、私

はそういうふうに思います。他の議員さんが良いというなら良いですけど。議会でどうのこうの

という話でもないね、要項だから。町はこうやってやりますって言ったらそのままなっていっち

ゃう問題ですけども。 

少なくても半年間場所を指定して、そして要項をつくっていくなりしてやっていって、別に仮

に、あの校舎を壊すにあたって当初予算でなくても補正だって良いわけですから、本当にしよう

とする意志、そのやろうとすることの決断ができないから最終的にこうやりました、ああやりま

したって予防策を出るような要項のつくり方というのはいかがなものかなと、そういうふうに捉

えるのは私だけかもしれませんけども。 

 

○勝又委員長 

 何かありますか。課長。 
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○総務課長 

 今の加藤副委員長のご指摘を十分に受けたいというふうに思っているところでございます。今

年の６月の一般質問のときに町長答弁で今年度また募集をさせていただいて、その中で最終判断

をさせてほしいということで答弁をさせていただいたこともありまして、今回このような提案を

させていただいているところでございます。 

今加藤副委員長からありました江南なら江南、新栄なら新栄。そこの活性化等も含めた募集で

すとか、いろんな御意見等ございました。 

また売却についてもお話もありましたけども、その辺につきましては、今回貸し付けの形で募

集をさせていただいて、その後また検討させていただければなというふうに思っているところで

すのでご理解をいただければな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 

 ６月の一般質問で、再募集をかけてやっていくという話が町長答弁の中にあったと、今何月で

すか。それで出てきた内容を見たときにやるなら１ヶ月間でなくて３ヶ月間でもっと十分に内容

を本当に活用していただけるならいただけるような方法、さっきも言いましたけど一体でといっ

たときに更地なら使う方法はあるけども、いろんな事が出てくると思うんです。 

単純に本当に無意味な募集の仕方はすべきでないと思います。単なる町長の答弁のための言い

訳づくりの募集はすべきでない。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 確かに加藤副委員長言われた通り、６月の一般質問の答弁から今の時期まで何をやっていたの

というのは本当におっしゃられる通りかなというふうに思います。この間内部では公共施設のあ

り方等を検討したわけでございますが、本当に今現在になってこのような募集が出たことについ

ては本当に反省するところでございます。 

先程から申している通り、この形でまずは募集をさせていただければなというふうに思ってい

るところでございますので、御理解いただければというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。河口委員。 

 

○河口委員 

 公共施設の維持管理費という項目ではこう出ているだろうと思っているのですが、ちょっと手

元にないものですから、旧江南小学校は年間いくら維持費かかっているのでしょうか。今の施設
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維持。草刈りぐらい、あとはないと思いますが。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 今現在の校舎の維持管理につきましては、江南・新栄とも周辺の草刈り等に係る経費というふ

うに把握、ちょっと金額の方は申し訳ございません。手元にわかりませんけども経費としては、

あと学校周辺の敷地内も含めて外灯関係の電気料が一部かかっているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の色々な各委員の方々からいろんなというか大体方向性同じような話が出ていたと思うん

ですけど、ちょっと私違う観点の方からちょっと聞きたいなと思っております。 

まず事業者が前提という形でもともと進んでいると思うんですよね、６月の町長の答弁が。た

だ今の課長からの説明もあったとおり、今まで何やっていたんだという話の中で、公共施設して

の在り方という部分で捉えていくのであれば、この有効活用って事業者を模索していくべきこと

なのか、その前に模索することはなかったのだろうかというふうにちょっと思っております。 

前々年度と前年度と一般質問でもやらせてもらったのですが、単純に事業者に向けての募集で

はなく町内の例えば体育館としての再利用、行政サービスの部分としての活用の方法はないのか

という話をさせてもらったのですが、今課長がおっしゃった公共施設等のあり方を検討していた

のであれば、そこは抜けていたのですか、そこまず１点聞かせてください。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 公共施設のあり方の部分で、昨年町内の文化スポーツ団体の方にもアンケートを取りながら活

用するところがないかということで、確か２団体ほどから問い合わせがあったということで聞い

ておりまして、そこについてはいろいろな関係で利用には至らなかったということになっている

というふうに聞いております。 

スポーツ関係につきましてはそういうことも含みまして、利用団体の関係もなかったというこ

とで、そこについては今のところは検討のところには入ってはおりませんが、公共施設の考え方

では全体でまだ検討中ではありますけども、役場関係の書庫ですとかそういうような関係につい

ての母子健康センターの方が一部書庫になっていますけど、それについて本当に今後必要なのか

ということも含めて、また確か６月に前中議員からの質問の中にありました、隣の小清水の旭野

小学校が郷土資料館的な使い方をしているということを聞きまして、特に小清水で廃校になりま

した６校の学校関係の資料を旭野のところに一括してまとめて保存しているって話も聞きまし
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た。 

現在うちの郷土資料館の方で江南、新栄の校歌ですとか校旗ですとか一部保管をしているわけ

でございますが、今後緑なり札弦等がまた増えてきまして郷土資料館自体もどうかということが

あります。今後そういうような学校の歴史を残すスペースが必要かなというふうに実は考えてい

るところでございまして、その辺も含めて内部では一部検討してきたということでございます。 

特に伊藤議員からありましたスポーツ関係については教育委員会の施設が手狭になってきて

いるということも聞いているわけでございますが、それらにつきましては教育委員会と連携をし

ながら、例えばこれもまだ教育委員会とは今後の詰めになりますけども、清小あたりの学校開放

ができるのか、その辺も含めて検討をしなければならないのかな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 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の事業者ではなく公共施設としての使用の仕方ということで貸し出しではない、体育館等々

の考え方と郷土資料館が保管庫としての考え方というのを検討したという話は今聞いたのです

が、アンケートを取ったという話ございましたよね。まず２団体からあった、でも結局最終的に

は流れてしまった。スポーツ利用団体はなかったということなのかな、あったとしてもそれも結

局至らなかった。その理由は何ですか。まずそこを聞かせてください。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 理由の詳細は正直大変申し訳ございません。把握してないところでございますが、考えるには、

もしかしたら維持管理の関係等あったりだとか、施設の全体を使うというか体育館だけなのかち

ょっと解りませんけども、その辺で利用にはあたらなかったというふうに聞いておりますし、問

い合わせが２団体あったというようなことを聞いておりますが、それについてもどこまでの詳し

いやりとりがあったかちょっと申し訳ありません。そこら辺は把握ありませんけど、電話等での

問い合わせなのか、詳細を詰めたのかちょっとありませんけども、話の中で２団体と話した関係

で利用には至らなかったということを聞いているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 至らなかったという話なのですが、理由がよく解らないと。維持管理の問題等々もあるのかも

しれないですが、私の知っている限りでは、ある団体とかはアンケートが来た時にそういう状況

であれば使用したいと出したという話は聞いています。でも結局ならなかったんですよねという
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話も聞いています。 

それで何が言いたいのかというと、今後この事業活用を募集している云々は良いのですが、結

局先ほど堀川さんもおっしゃっていたんですけども、閉校してもう７年なんですよ。６、７年ず

っと放置されていたんですよ。今後そういういう事業者とかに貸し出す無償有償含めて無償とな

ったら無償なんですけど、それは良いのですが、放置している期間が６年も７年もあった、なぜ

放置しているぐらいだったらちょっとした手直し建てかえるわけじゃないです、ちょっとした手

直しとかもろもろで大半的な開放はできたと思います。で、そこにたぶん維持管理費がかかるか

らという話がたぶん出てくるのだと思います。でもそんなこと言っていたら行政サービスって何

なのですかってなるんですよ。これは町民の生の意見だと思いますよ。 

何かを建ててから使って、そこにいろんな維持経費もかかってくるという話じゃないんです

よ。もともとあるんですよ。今使ってないから維持管理費が極力安く済んでいる。でも使ってし

まうと電気代なども含めて維持管理がかかってしまう。でもそれが問題だからってずっと放置し

ているぐらいだったら、少しでもお金かけてでも町民に使ってもらった方が僕は絶対良いと思う

んですよね。その係る経費とかも、例えば実質そういうことを行ってないので幾らかかるかも解

っていないじゃないですか。やってみて２年３年経過して、その中で大体年間これぐらい維持管

理で電気代等々含めてこれだけかかってしまうなということを解ってから検討していけば良い

のに、やらない段階で皮算用じゃないですけどもすぐ経費がかかるだからだめだってなって言っ

ている状況が、果たして本当に行政サービスで僕はどうなのかと思っているんです。 

そういうことがあってから、そこでさらに経費もかかる、住民もあまり使わない、そうなって

からこういう話なんですよ。そこの順番、何もかもがまともなプロセスで進んでいってないとい

う。今回この学校の有効活用に関しての７年間で。 

僕みたいな意見もありますし、先ほどからおっしゃられている加藤委員の意見とかもあります

し、ここがきっちりされてないからずっと放置されている状態になっているから、こんないろん

な意見出てくるのだと思うんです。 

実質去年この事業の方に移りますけど、募集かけてきませんでした。今回は何を変えたかとい

ったら先ほど加藤議員もおっしゃられていましたけど、有償が無償になったとか、本当この期間

でどれだけの人がこれを検討できるのか。 

それなら、前も言わせてもらいましたけど、それこそ町長とかがトップセールスマンとして他

の事業者を引っ張ってくるなり、そういう努力とかもあっても良いと思うし、何かとても言葉悪

いけど何やっているのだろうってすごく思っているんです。 

ちょっと話前後しますが、先ほどもし事業者が見つかった場合に備品どうするんだって加藤委

員の方からあったと思います。この備品は町の備品なので使えるものは有効的に使うことを考え

ている、そういう答弁だったのですが、小さな話かもしれないですけど前所管調査で行った時に

言わせてもらったんですが、レストハウスのテーブルと椅子ありましたよね、緑清荘が決算も終

わったのでそこまで言うつもりはないんですけど、緑清荘で考えているといった時にそれどうな

んだと言った時に、いやそれ使えないんです。でも実際今緑清荘に入っているもの見たら変わら

ないですよ。そういうことに対しても町の備品使えるものは使うのだと本気で思っているのかっ

て先ほどから皆さんおっしゃっていますが、本気度がよく解らないですよ。取り留めのない話に

なっちゃったんですけど、どうなのですかね、本当に。 
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○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 今の伊藤委員からのご質問ご指摘でございます。過去６年７年、何をやっていたんだというこ

とで、今後緑、光岳についても、本当にこのようなことを繰り返すのかという御心配御指摘ごも

っともかなというふうに思います。 

過去の反省にたちながら進めていかなければならないのかなというふうに思っているところ

でございます。今回このような提案をさせていただきまして、またその後御相談をさせていただ

きながら、活用については協議をしなければならないのかなというふうに思っているところでご

ざいます。 

また今、備品の関係等も出ましたレストハウスで使っていた机椅子でしょうか、それについて

今回の緑清荘の関係で入れたのとそんなに変わらないという御指摘等もございます。本当に町民

の財産ということを認識しながら、備品それから施設公共施設等も管理、それから活用について

は真剣に本気になって進めていかなければならないというふうに十分認識しておりますので、今

後いろいろ進めてまいりたいというふうに思っていますので、御理解いただければというふうに

思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ありませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 確認なんですけども、この募集に関しては、学校の敷地内にあるものという感覚で募集なのだ

ろうと思うんですけども、プール施設も敷地内にはあるんですよね。 

もしこれが募集に関してはそれも含めているものなのか、募集がなかった場合は、撤去だとか

壊すことに関しては、プールや何かも一括なのかというのをちょっと確認したいのと、学校とは

別になるとは思うんですけども、隣に上斜里総合会館、元保育所があるのですけども、その建物

についての考え方がもしあればお聞かせ願いたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今の堀川委員からの御質問でございますが、まず対象施設につきましては、この募集要項に記

載のとおり建物の校舎それから体育館グランドというふうに考えてございます。 

それぞれ江南についても同じということで、今プールについては、この対象には入れてないと

いうことで考えていただけばなというふうに思いますが、今回募集して問い合わせがあったとこ

ろについては、現況もお話ししながら、今はこういうような状況でプール等もございますという

ことはお話しますけども、基本的には校舎体育館グランドを今回の活用について募集をさせてい

ただければなというふうに思っております。 
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それから上斜里総合施設、新栄小学校の横の施設の関係でございますが、今回は新栄、江南の

学校の施設ということで募集をさせていただければというふうに思っているところでございま

す。 

この上斜里総合体育館につきましては、今現在まだ今後どのように活用するべきかということ

は検討をしているところでございますが、あそこも旧耐震の構造は耐震化されて、新は対象にな

っていませんけど旧耐震ということにはなっている施設でございます。 

現在あそこについてはレストハウス等には備品等が入っているわけでございますが、今回のと

ころについては募集には入れないで、またそこについては将来的に募集なり、またその後の活用

方法、また活用方法の状況がない場合についての将来的な除却もあわせて、また一体的に考えれ

ばな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 

 はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 上斜里の総合会館に関しては、考え方によっては学校よりも使い方によっては利用の仕方がい

ろんな方法があるのかなというのは考えるんですけども、今言われた耐震の問題もあるかと思い

ますけども、使わなくなってからもう丸６年以上経ちますし、あれもあのまま放置しておくのは

非常にもったいないと思うので、今後積極的な補修ですとか利用の方法というのを考えていただ

きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 今言われました上斜里地域総合施設の関係ですけども、今の御意見等も参酌しながら、あの施

設につきましてもどのような今後活用するのかを早急に検討していきたいというふうに思って

おります。 

 

○勝又委員長 

 いいですか。他。池下委員。 

 

○池下委員 

先ほど課長、内部協議行っているっていう話を聞きましたけども、前回募集かけて２年間経つ

のですが、この間に何回内部協議やりました。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 
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○総務課長 

 前回の２年前から何回か内部協議やったかというのはちょっと把握してございません。２年前

の後に町内の文化スポーツ団体にアンケートをとるなどの手法をとって活用方法等検討してき

たところでございます。 

内部協議というのは今年になってから一般質問でも江南、新栄、その前からもいろいろ出てお

りますが、今回この募集をする前にあたって公共施設管理計画の方にもございますので、全体と

して考えた場合、まず町として何か活用はできないのかっていうことを内部的に検討したという

ことでさっきのような答弁をさせていただきまして、近隣の小清水町のあり方、また津別の本岐

も２６年に廃校になった小学校があるんですけども、そこは地元の木工の業者ですとか、もう一

つの学校は確か障がいを持つ方でしたか、デイサービスか何か福祉的な施設をやっているという

ことも聞いておりましたので、公用ではないのですけど、そこを行ったりとかしながら、そうい

うのも含めて全体で考えた中で、例えば書庫というか書類を入れるところは足りているのかも含

めて、町全体で郷土資料館の関係も含めてそうなのだろうということで検討させていただくとい

うことでご理解をいただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 端的に聞きますから、端的に答えてください。長々とした話はいらないので。 

この２年間の中でというよりも、この閉校になってから６年間も７年間もある中で、今の町長

になってからずっと同じ町長なんですよ、閉校になってから。それで内部協議は何回やったかわ

からない。それは総務課長でないからわからない部分ありますけど、町長を踏まえて一緒になっ

て具体的な考えを模索した経緯が今までありましたか。 

いろんな方から今まで一般質問の中で、または予算審議の中で、決算報告の中で、この問題は

何十回も取りざされているんですよ。その都度町長が言ってきた言葉はいつも一緒なんですよ。

地域住民の方にお伺いを立てて、それから対応していきたい。壊すのはいつでも壊せる、この答

弁ばっかり。 

じゃあ具体的に町長もしくは内部と一緒になって江南と新栄のこの旧校舎に関して具体的に

どうするという話が１度でもありましたか。課長は総務課長になる前にいろんなところでも課長

やっていましたから解ると思うんですけども、いかがですか。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 町長との協議につきましては教育委員会時代からも含めて、今年も町長とは一般質問の関係も



 

- 15 - 

ございましたけども、また懸案事項の協議等も含めて、この江南、新栄につきましての有効活用

について、また今回の提案について協議はさせていただいております。 

 

○勝又委員長 

池下委員。 

 

○池下委員 

 そんな中でこういうふうに２年前に出したものをまたこうやって出してきたということは、６

年間も７年間も町長としての具体的な考えが全くないということですよ。 

これはもう議員皆さん解ると思うんです。何回聞いたって同じ答えしか言わない。ということ

は具体的に何も考えてない。今回のこの事案に関してもそうですけど、これだけほとんどの議員

さんがいろんな意見が出されている中で、これ１１月１５日からやることに対してあと１週間で

すよ。案で出されてきているものをここでこうやって話しているのにも関わらず修正する気はな

いということですよ。 

１カ月しかないとか天災によるものまで含む破損等の問題もありますよ。最初に冒頭で河口議

員さんが言いましたけど、直すところがいっぱいあるっていう、１週間しかないのに。だからこ

こで案の話をするんだったら１２月の１５日から始まって今年度いっぱいとかっていうなら解

りますよ。１ヶ月で何できます。言ったら悪いけどやる気がない、やる気がないものに対して、

我々議会が一生懸命言って、この部分を変えるのかといったって変える気もない。じゃあこの委

員会の中でこれだけ話しているのは一体何なんですか。やったという既成事実だけをつくろうと

しているだけじゃないですか。本気度が全く見えない。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今の池下委員のご意見それからその他の皆さんのご意見と、現状ではこの中で募集をさせてい

ただきたいというふうに先ほどからお話をさせていただいております。 

ただ今本当に皆さんの中からいろんな御意見等ありました。募集する気はあるのか、本気度の

関係等も含めて、もう一度検討をさせていただければと思ってございます。 

内容等を、前回の中からそんなに変わってない部分ありますけども、それにつきましても検討

を含めて行ったところでございますが、期間それからその他の部分を含めまして、いろいろもう

一度検討させていただければなというふうに思ってございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 検討して、これを変える気はあるのですか。１１月１５日をずらしてやる気があるのですか。 
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○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 その辺も含めて検討させていただきまして、必要であればずらして募集をかけたいというふう

に思っております。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 もうちょっと端的に聞きます。本当にあの施設と土地を活用する意思があって募集をかけるの

か、壊すための募集なのか。そのことをきちっと整理した上で要項を出すなら出してください。

中途半端な要項の出し方はやめてください。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今のご意見等も踏まえてですね、またご提案協議をさせていただければなというふうに思いま

す。 

 

○勝又委員長 

 他。委員ありますか。議長。 

 

○田中議長 

 これもう７年も経って、議員の皆さん意見等もごもっともだと思っているんです。その中で今

回２回目の募集をかけると、そしてまたこれ皆さん言っている今１ヶ月という短い期間、これ難

しいと思うんです。 

もしこれが無かった場合に、希望の企業なり業者が無かった場合には、３回目の募集をかけて

いくのか、それとも町長が常日ごろ言っている江南は耐震が整っているので壊すのはもったいな

いと、新栄はもう耐震があれなので利用が無かったら壊すとそういうような話だったんだけど、

そこら辺まで話がいっているのか、これまた１年後か２年後に３回目の募集、４回目の募集って

ずっとやっていくのか。その辺どういう考え。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今回どういう形で募集の要項をつくるかですけども、一応町長の考え、また内部の考えも含め
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まして、今年度は募集を一応は最後ということで６月の時にも答弁をさせていただいている部分

もありますし、その募集の状況によりましてまた検討なりが必要になってくるかなというふうに

思いますけども、今後３回、４回とかそういうようなことは今のところ考えておりません。 

先ほどから出ているとおり、もう７年も経過ということもありまして、今までのことも踏まえ

まして早急に今後の活用方法とまた今後のどうしていくかも含めまして、検討してまいりたいと

いうふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、議長。 

 

○田中議長 

 あとそれともう１点、先ほどプールの話があったんですけど、そのだんだんだんだん錆びてき

て、江南なんかは見にくい状況になっているわけですよね。プールなんていうのは募集かけても

誰も利用する人も無いだろうし、もうとっくに撤去してやっとかなきゃならないことだと思うん

ですよね。 

やっぱりそこら辺、やれることから一つでもやっていかないと、一気に壊すにしたって何した

って莫大なこのお金がかかるわけで、これはやっぱり徐々に計画性を持ってプールの撤去なんて

いうのは、相談するまでも無くやっとかなきゃ。これからまた光岳も緑も出て来るので、そこら

辺はもうやっぱり先延ばししないでやってもらいたいなとそのように思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 今議長から話出ましたプールの関係でございますけども、当然壊すには経費等かかるわけでご

ざいますが、どういう形で今後プールも含めまして取り壊すんであれば一挙に両方が良いのかも

含めまして、その辺総体的に考えていければなというふうに思っていますので、今の御意見等も

参考にしながら考えていければというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 はい、よろしいですか。 

 

○田中議長 

 先程伊藤議員が言われた地域なり団体の活用方は、活用がされなかったというのは、多分自分

たちで維持費を持てということでそんなにお金かかるんだったら私たちは無理だと、それで下が

ったのだと思うんです。そこら辺町で全面的に負担すれっていうのでなくて、そこら辺の腹があ

るのかないのか答弁できないとは思うんですけども、そこら辺も考えて、いよいよ活用が募集か

けてなかったらかかる経費を負担してでも団体や地域なりに利用をしてもらうとか、今のところ

考えがあるのか。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 町内の団体等の活用の関係でございますけれども、今この場で返答はできないわけでございま

すけども、今の御意見等も含めながら何ら活用方法について十分検討させていただきたいという

ふうに思っています。 

 

○田中議長 

 そういうことも検討してもらって。 

 

○勝又委員長 

 最後。前中議員の発言良いですか。前中さん。 

 

○前中議員 

 まずちょっとお伺いしたいのは、今回こういう形で、２度目の要項になると思うんですけど、

ある程度この要項に準じた事業所なりがあるのか。水面下でそういう打診があったのかどうかっ

て、まずそこを聞きたいんです。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 この提案にあたって、打診等はございません。 

 

○前中議員 

 そういう中で本来であれば行政のトップがこの場は委員会ですから、町長提案に出た形で、今

回の閉校の２校の公共財の活用あるいは除却なりの方向性をどうするんだという提案をした中

で委員会の中で喧々諤々議論するんですけども、今の話の中で今回のやり方は先ほどちょっと委

員さん忘れましたけども、机上の中でこれをやればその後スムーズにいけるなというその伏線と

しての要項づくりに徹しているがゆえに募集期間も１週間後１５日からひと月という現実的に

はあり得ないような募集の期間。 

それであるならば最初から公共財のその活用方法の提案を、例えば新栄・江南はこういう形で

今後こういくのでこういう形の要項づくりで提案したいという話であれば、この委員会もいろん

な形で議論を進むと思いますけども、入り口論で議員さんどうですかって言ったらいろんな意見

出てきて収拾がつかないんであれば、委員会としてはどうなのかっていうのをまず１点思った部

分です。 

それともう１点、僕も６月の一般質問の時にしたんですけども、新栄小学校の閉校の時のその

地域住民との協議の中で閉校後、あの施設は速やかに除却なりそういう形で検討していただきた

いという合意があったって話も現実あるのですよ。 
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江南はまた別ですけども、そこら辺を順守するのであれば、トップとしてないがしろにした７

年間。ここの責務は大変重いものがあるんだから、やっぱり早く進めるのがトップとしての責任

じゃないかなというのが僕は思うんですが、そこら辺もう一度、町長部局と練り合わせをしなが

ら、次年度に向けてこういう方法で２校の閉校に対して進めたいという具体的な施策なり提案を

しっかりとしていただきたいというのが僕は委員じゃないですから、あまり強いことは言えませ

んけども議員の１つの意見ということで捉えていただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今の前中議員さんからの御指摘、御意見でございますけども、今言われたことも念頭に置きな

がら、町長ともまた協議を進めていければというふうに思っております。 

いずれにしても有効に活用できるように、また今後の緑、光岳もありますのでその辺も含めま

して協議を進めてまいりたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、トップの再度協議して検討していきたいということで話がありますので、ひとつ札弦

も緑もこれからあると思いますので、同じ道は決して歩まないような形で取り進めるような部分

というのは必要かなと思っています。 

小清水はほがじゃが来たり、ヤンマーが建設中ですけど、なかなかああいう棚ぼたみたいな話

はないと思います。そういうのも含めて将来的に活用がきちっとできるものなのか僕はいたまし

いととっておくことも本当に良いのかなという部分も考えております。そんな部分も含めて再度

十分に協議していただきたいなとそのように思います。終わりたいと思います。 

次、第４８回衆議院議員総選挙及び第２４回最高裁判所裁判官国民審査の結果について。課長。 

 

○総務課長 

 それでは総務課と言いますか、選挙管理委員会から②番の第４８回の衆議院議員の総選挙及び

第２４回の最高裁判所国民審査の結果について、報告をさせていただきたいと思います。５ペー

ジをご覧いただければというふうに思います。 

１０月の２２日に投開票の第４８回の衆議院選挙それから最高裁の国民審査の投票率等を掲

載してございます。報告の前に大変申しわけありませんが、訂正をお願いしたいと思います。一

番下四角で囲んでおります米印、１８歳から１９歳の投票率。これは昨年の２４回の参議院議員

の投票率でございますけども、３４．６７となってございますが３１．１７にまず訂正を申しわ

けありませんがお願いをいたします。 

それでは１の衆議院議員総選挙の総選挙区それから比例代表の関係でございます。両方とも同

じ数字でしたのでひとつの表にまとめてございます。統一の有権者ですけども第１投票区が男女

あわせまして２千７８４人、第２投票区の札弦神威が６０３人、第３投票区の緑地区が１８１人

で合計が３千５６８人です。 

期日前投票につきましては、清楽園ですとか老健などの施設等の不在者数の数も入っておりま
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すが、第１投票区につきましては７０６人、第２投票区につきましては８０人、第３投票区につ

きましては１４人の計８００人でございます。当日の投票所におきます投票した方、投票所の投

票者数につきましては第１投票区が１千２５３人、第２投票区が３１６人、第３投票区が１１５

人で、合計１千６８４人でございます。 

期日前等投票所の投票数を合わせました合計が、第１投票区が１千９５９人、第２投票区が３

９６人、第３投票区が１２９人、合計で２千４８４名、投票率が一番右にありますが、第１投票

区が７０．３７、第２投票区が６５．６７、第３投票区が７１．２７、合計いたしまして６９．

６２％が今回の投票率となります。表の下に米印で参考としまして記載をしてございますが、前

回平成２６年の衆議院総選挙投票率が７１．０４％。それから昨年行われました参議院議員の総

選挙が７０．４７％ですので、それと比較しますと若干投票率が減少を僅かですがしてございま

す。 

続きまして、２の最高裁判所の裁判官の国民審査でございます。これについてはそれぞれの計

欄、合計欄でのみ説明をさせていただきます。当日の有権者数が合計３千５６７人。上の表の小

選挙区、比例代表と比べまして１名減となってございますが、これは在外選挙人を含むか含まな

いかで在外選挙人については衆参での国政選挙につきましては投票ができるということでなっ

ておりますが、国民審査については最高裁判所の裁判官国民審査法に規定がなく有権者にならな

いということで投票が出来ないということで１名の差がございます。本町は１名この在外選挙人

名簿に登録されている方がいるということでございます。 

期日前投票の数につきましては合計で８００人、当日の投票所の投票者数は１千６８０人、期

日前と投票所数をあわせた合計が２千４８０人です。投票率につきましては合計で６９．５３％、

この数値投票率につきましてはこの表の下にあります米印で参考として記載しておりますけど

も、前回２６年の衆議院選挙、６９．０６％と比べますと若干増となってございます。 

それから昨年の参議院議員の選挙から選挙年齢が２０歳以上から１８歳に引き下げられまし

た。どちらの表を見ていただいても構いませんが今日の一番下のところの欄に１８歳から１９歳

という欄がございます。有権者数が男女合わせて７４人。投票者数の合計が２８人。投票率は３

７．８４％でございました。昨年７月の参院選の投票率最初に訂正をいただきましたけども３１．

１７％でございましたので６．６７％の今回は増となってございます。以上で報告とさせていた

だきます。 

 

○勝又委員長 

 ただ今４８回の衆議院議員選挙、裁判官の国民審査の投票結果について報告がございました。

委員の皆様方からありませんか。なければ総務課全般通してありませんか。はい課長。 

 

○総務課長 

 １点、口頭で説明をさせていただきます。職員の採用の関係でございます。実は９月に職員１

名の方から１０月末での退職願の方が提出されました。それに伴いまして急ではありましたけど

も、８月に実は社会人枠の中途採用の試験を行って１０月から１名入っているわけでございます

けども、その方の中の１名の方に声をかけさせていただきまして、１１月１日付けで採用をさせ

ていただきました。 

名前は本間章浩さん３５歳、教育委員会社会教育グループの方に配属ということになってござ



 

- 21 - 

います。今回急な退職願が出たということでこちらの方補充を進めるということでこのような対

応をさせていただきましたので、ご報告をさせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい。他委員さんからありませんか。無いようですので以上で総務課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２点ございます。①番、ご当地知床ナンバープレート導入意向表明につい

て。課長。 

 

○企画政策課長 

 その前に、本日委員長説明していただきましたご当地ナンバーの意向表明についてご説明させ

ていただきたいと思いますけども、本件当課についてこの後地域おこし協力隊の導入の説明をさ

せていただきたいというふうに思います。 

また、資料を添付しておりますけども、その他項目としまして店舗出店補助事業と平成２９年

度の上半期の実績について、さらには１０月下旬に通過しました台風２１号の被害について、４

件についてご説明させていただきたいと思いますので冒頭お話をさせていただきたいと思いま

す。 

それでは①のご当地知床ナンバーの導入意向表明についてご説明をさせていただきたいとい

うふうに思います。本件につきましては大変失礼だと思いましたけども、１０月末に議員各位に

お電話にて報告をさせていただいているところでありまして、御案内のとおりそれぞれ緑自治会

につきましては１０月１０日、札弦地区の自治会役員の方々につきましては１０月１８日、さら

には全町民向けには１０月２０日にそれぞれ本件についての説明会を開催させていただいたと

ころであります。 

その中では特に反対意見がなかったという部分がありました。そういった中で最終的な内部協

議をしたところ広域的な観点も含めて、記載のとおり、知床地方版図柄入りナンバー導入協議会

に入ることを決めて導入に向けて進めることとさせていただいております。 

資料の説明を簡単にさせていただきたいというふうに思います。１ページがこの導入協議会の

メンバーでございます。２市７町ということでございます。 

次の２ページにつきましては、登録台数等が記載されており、清里町含めた登録台数は８万３

千２１０台ということになりまして概ねの基準の５万台をクリアしているということでござい

ます。 

３ページ導入の概要要望の理由等でございますけども、真ん中の方にも記載しているとおり、

これを導入することによって知床の知名度はより一層向上し知床ブランドを全国的に向け発信

することができます。さらには一番下段でございますけども、広域観光の振興や地域経済の活性

化につながるものと考えております。という部分が趣旨でございます。 

最後のページ４ページには知事に対して協議会の会長であります羅臼町長から導入の意向が

ありますよということの表明の文書でございます。というような部分の中で御報告させていただ

いているとおり協議会に入らさせていただいて、知床ナンバーの導入を進めていくということで



 

- 22 - 

ありますのでご了解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今ご当地ナンバープレート導入意向表明についての説明がございました。各委員の

皆さま方から、ありませんか。はい加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 １点、これが実際に導入されるにあたっていつから施行されていくのか。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 当面のスケジュールというような部分も含めてでありますけども、知床ナンバーの開始そのも

のは平成３２年、スケジュール感でいけば平成３２年度からナンバープレートの交付がありま

す。その間に最終的に今年度末いわゆる３月に最終的な申請があり、３０年度に入ってはその図

柄のデザインの公募でありますとかそういった部分がなされます。で３１年度どちらかという

と、ずっとこの管内の担当の該当の市町に周知をしていくというような形の中で時間をかけて浸

透させていきながら３２年度に交付開始というようなスケジュール感でございます。 

 

○勝又委員長 

 他委員さんありませんか。なければ終わりたいと思います。２番、平成３０年度地域おこし協

力隊の導入について。口頭説明。 

 

○企画政策課長 

 本件につきましても議会各位の皆様方からも御意見をいただいているところでありますし、ま

た平成２９年度予算につきまして、この募集公募の予算も計上しているところでございます。秋

口から内部協議もさせていただいて、大まかな概要ができましたので口頭ではありますけども報

告をさせていただきたいというふうに思います。 

御承知のとおり現隊員につきましては平成２７年度から３ヶ年間ですから、今年度末をもって

山中隊員それから貝塚隊員が任務を終了ということになります。 

そういった部分も含めて、平成３０年度から新たな隊員の検討を進めているところでありまし

て、隊員のどういった人たちを公募していくか、募集していくかいうような部分ございますけど

もこの山中隊員、貝塚隊員につきましてはこの３年間観光振興に従事していただいたというよう

な部分もございますし、現在観光振興については先日の観光計画に基づいて清里を知ってもらっ

て清里の情報をどんどん発信していくというような部分もございますので、引き続き観光振興い

わゆる清里の自然環境、産業の特性を生かしながら、こういった部分を情報発信しながら体験型

の観光であるとか移住定住であるとか、そういった部分をおし進めるような隊員、並びに緑町で

は小学校が平成２９年度末で閉校になって町の衰退が予測されると、そういった部分の中で地域

と町とそしてそれをかけ橋になる事務局的な存在といいますか、一緒になって活性化を取り組ん
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でもらう存在というような中で緑地域、今後札弦だとかそういった部分も出てきますけども、そ

ういった地域支援、地域活性化を支援していただけるような隊員を１名ないしは数名になるかど

うかその辺はあれですけども、今のところただ今申し上げましたとおり観光振興そして集落の活

性化と言いましょうか、地域の活性化、まずは緑地域というふうに考えてございますけども、そ

ういった部分で今のところ観光振興並びに集落活性化、地域活性化というような形の中で概ね２

名程度の隊員を募集するように今事務的に準備を進めているところでございますので、まずもっ

て議員各位の皆様方には報告をさせて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。ただ今平成３０年度地域おこし協力隊の導入についての説明がございました。各委員の

皆様方から。河口委員。 

 

○河口委員 

 協力隊員の平成３０年度からの募集要項の中の一部で、要するに緑町ゾーンの活性化というこ

とについて非常に私も期待するところかなと思います。今の隊員２名については観光振興という

名前のもとの大きくはイベント応援隊の３年間だったのかなと思います。将来ここの清里町が新

しい観光といいますか、地域の目指すところをやっぱりあの２人が担っていたのかなというと、

あくまでも観光の応援隊だったような気がしますので、そういう面では緑町のゾーンをどうやっ

て観光を含めた地域振興になるのか、そこを目的として隊員を有効活用っていう言い方はおかし

いかもしませんが、地域の活性化に役立っていくんだよということでは期待をするところなの

で、その辺をしっかりとあくまでもそのイベント応援隊じゃないんだということの将来像だけは

はっきりして導入していただきたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 河口委員の御意見のとおりだというふうに思っております。いわゆる協力隊が来て、ただ単に

そういうイベントだったり、地域の何か行事のお手伝い、そういうことではなくて、本気になっ

て地域と一緒にどういうふうにしていくかということを真剣になって取り組んでいただくよう

な隊員を入れて町も一緒になって取り組んでいかなければ意味のないものになってしまいます

ので、河口委員の御意見の通りだと思いますので、そういった部分の方向性の中で進めていきた

いというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 それについても本当に期待したい、まさしく緑町地域は人口減と高齢化というここの町の真っ

ただ中にいる地域だと思うんですけども、でもひとつ考えるとあそこには観光資源が全部集中し
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ている、ここの町の観光資源の非常に良いベストな場所なんだろうと思いますね。 

その中で緑町小学校というすばらしい校舎の部分が空くわけですから、この辺を含めた緑町の

活性化については非常に期待するところもありますので、ぜひいろんな形で町民のアイデアを自

分たち以外にいろんな人のアイデアをもらう工夫をぜひやっていただきたい。すべてコンサルに

丸投げするんじゃない、この部分だけはしっかりと持ってやっていただきたいなと思います。以

上です。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 当然その協力隊を入れてくわけですから、コンサルに丸投げということでなくて地域の実情を

協力隊も町としても十分に把握しながら、やっていきたいというふうに思っています。 

さらにはその河口委員から今ご意見いただいたその観光という部分は確かにございます。観光

で活性化させるだけではなくて、やっぱり地域を守っていくという両面から観光と地域を守り、

そして当然その中には閉校になる小学校の跡利用いうものが当然その軸となって検討していか

なければならない部分ございますし、緑地域の方々もそれについてはいろんな御意見を持ってい

る方もいらっしゃいますし、心配されている方もいらっしゃいますので、私も自治会長さんだと

か地域の方々何名かと直接お話をさせていただいていろんな御意見ももらっておりますので、そ

ういった部分も含めて真剣になって取り組まなければならないというふうに思っています。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい。他委員さん、ありませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 この協力隊の事業も始まってから随分と年数が経って、どこの地域でも協力隊が入るようにな

って今はもう売り手市場になってきていると思うんですね。 

募集したらすぐたくさん自分の町の希望に合う人が来るっていうような状況では既になくな

っていると思うんです。ですから募集にあたっては協力隊の人たちは貴重な３年間というものを

自分の人生の一部をかけて来るわけですから、しっかりとしたこのような仕事が町で望んでい

て、その３年後にはこのような活躍をしてもらいながらこの町で定住して欲しいんだというよう

な３年後の将来設計、それ以降の将来設計も描けるようなしっかりした町の提示が必要だと思い

ますし、活躍の場の青写真が協力隊にとって見えるようなアピールをしながら真剣に募集をわか

ってもらえるような募集をして良い人にぜひ来てもらえるような募集にしてほしいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 まず募集の関係でありますけども、そのとおりでありまして非常に売り手市場です。協力隊だ
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けじゃなくてこういう小さな町も含めて人材不足という部分がございますので、事務局、町とし

ましてもその協力隊の人材確保のためにちょっと多少お金はかかりますけども大手の求人サイ

トでありますとか、いろんな媒体を使いながら良い人材を入れていくというようにたくさんのま

ず募集をもらうという部分は当然でありますけど、その中で良い人材を入れていく。 

さらには今堀川委員が言われたとおり、しっかりと町とマッチングをしていかなければならな

い。町はこういうふうに思っていても協力隊はこうじゃないかもしれない、協力隊はこういうふ

うに思っていても、町もこういうことをやってもらうつもりだったのにというようなそういうひ

ずみが出ないように、しっかりと協力隊の御意見それから町としてのこういった仕事をやってい

ただきたい、こういった将来像を描いている、協力隊の方々も定住に向けて清里の定住に向けて

清里に入っていただくというようなスケジュール感を持って、ストーリーを持ってやっていかな

ければならないというふうに思っておりますので、その辺を十分に確認しながらやっていきたい

というふうに思っています。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 この協力隊事業というのは移住定住のモデルケースになっていくと思うので、これが上手くい

く・いかないというのは移住定住が上手くいくか、いかないかのバロメーターにもなると思うん

ですよね。 

ですから募集にあたっても採用にあたってもいろいろ知恵を絞りながら、できれば毎年でも募

集していただきたいですし、人数も何人でも良いですから、募集してもらえるような知恵を絞り

ながら計画を練っていただきたいなとそういうふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 おっしゃる通り協力隊そのものの意図しているところというか目的が、その地域の集落の課題

であったりそういった部分を都会のそういった能力だとか技能を持った方々が助けに入ると、協

力すると、支援するというようなもともとの制度でありますから、そういった当然その清里町の

地域課題だとかそういった部分が出れば、必要に応じて当然入れていくことがもしできるのであ

れば、そういったことも検討をしていかなければならないのかなというふうに思っております

し、人材的にしっかりと大枠では２人程度というふうに先ほど申し上げましたけども、お２人入

れていけるかどうかというような部分を今確約できるものではありませんけども、そういった良

い人材、今の両隊員のように、今後とも定住をしていただけるようなそういった隊員をしっかり

と見極めながら、そういった隊員も清里に来て伸び伸びと過ごしていただいて将来も清里にいて

いただけるようなそういったストーリーを持ってやっていきたいというふうに思っております

ので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。他ありますか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 すいません、あの１点だけ、今回この平成３０年度の導入の話なんですが、先ほど来堀川委員

も言っていましたけど基本的に移住定住に繋がって行くのがベストなわけで、今回募集かけるわ

けですが、今までの２名が今後まずどうなっているのか。 

それともうひとつは、もし移住定住なされるのであれば、どういう形で町はそれに対するフォ

ローアップをしたのかということをちょっと聞かせてもらいたいですが。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 プライベートな部分もございますのではっきりとしたことは申し上げられませんけども、両協

力隊員とも今のところこのまま清里の方に定住をしていただけるということであります。 

事実ですから申し上げますけども、それぞれもう良い公営住宅が空いていたのでチャンスとい

うことで、お二人とも役場の職員住宅から公営住宅の方に引っ越しをされていて、お二人とも定

住をするというような部分で概ねお二人とも退任後の就職先っていうんですかね、仕事の方にも

大分めどがついてきたというようなことでありますので、新しい隊員についても今の貝塚さんや

山中さんと同じようなフォローアップもしていきたいというふうに思っています。 

さらには今御案内していただいた、今の山中さんや貝塚さん協力隊のフォローでありますけど

も、このもし彼らが起業する場合については、国の制度で支援制度がございますので、それを町

の方に要綱に組み込んでございますので、そういった部分についてもし起業するとかそういった

部分で必要経費があれば申請によって交付することは可能でありますので、そういった制度もも

し使う必要があれば使っていただくようにということで彼らとは話し合いをしております。以上

です。 

 

○勝又委員長 

 はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 その３０年度以降ですか、起業する気があるのであれば何らかの形でのフォロー、国のある事

業も使えますけど、起業ってそんなに簡単じゃないと思っているんです。だからその彼ら任せじ

ゃなくて僕が聞きたいのは彼らが起業まではちょっとできない、だけどこの町に残りたいといっ

たときにどれだけ町として相談に乗ったり、フォローアップ支援なりなんなりということをでき

るのかということをちょっと聞きたくて、実際したのかどうなのかも聞きたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 彼らとは何回もコンタクトをとって面接をしております。その中でひとりについては起業では

なくてどちらかというと就職、町の施設の方に就職するような形で進めているというふうに聞い

ております。 

もうひとりについてはもう少しちょっと時間をくださいと、逆に少しいろんなお話があるので

その中で進めるということで、いつでも相談に乗りますというような部分で常にコンタクトをと

っている部分でありますし、今のところこういう支援をしてくれとかということは特にありませ

んので、状況によっては当然その町としてできること今までおつき合いの中でできることいろい

ろあろうかというふうに思いますけども、そういった部分で常にお二人とはコンタクトをとって

話をしているということであります。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今現段階の状況はわかったわけですけれども、何を言いたいのかというと、基本的に先ほど堀

川委員おっしゃっていましたけど清里に来てもらって清里を好きになってもらってここが基本

なわけで、とても怖いのがその隊員の期間が終わったあとにどれだけフォローがその行政ができ

るのかってことがないと、これが変な噂で広がって次の募集にもすごくかかってきちゃうんで

す。ああいう方々のネットワークってかなり何て言うかな、結構広範囲にかなりあるみたいなの

で、そういうのも含めて清里に協力隊として３年間入ったけれどもそのあとのフォローが要は起

業するなら応援するよとか、その協力隊員任せ過ぎると、使い捨てじゃないけどそういうイメー

ジを持たれてしまうので、その部分もすごくだから新しい人の募集のことに関しても大事なんだ

けれども来てくれた人の今後のこともやっぱりすごく重要になってくると思うので、その点よく

よく見ていてほしいなというふうに思っております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 両隊員とは十分に信頼関係は築けているというふうに思っておりますし、当然その協力隊員の

それぞれが何をしたいかというような部分が一番大切な部分であり、まずそのことをしっかりと

フォローするという役割があるのかなというふうに思っております。 

アドバイスも当然しなければならないというふうに思っておりますので、今後ともそういった

信頼関係がなくならないようにフォローを引き続きし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。他ありますか。河口委員。 
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○河口委員 

 隊員募集の募集要項で１つ考えていただきたいのは、先日東京清里会に出席させていただきま

した。この東京清里会のメンバーかなりいますね。登録されている方かなりいる。その中で出席

されている方の一部ばかり。清里会からの情報を我々はもらうんだという中ではその協力隊の募

集の項目というのも次発信していただいて、あの方々の御子息だとか親戚周りからどんな情報を

もらえるか、あの何１００という中からひとつでも何かあれば、ふるさとは良いところですよと

いう紹介の中で何か発展することもあろうかと思いますし、ぜひ清里会がどんな形でここの町に

いろんな情報をもたらしてもらえるかという工夫もこちらからやっぱり模索するのも１つかな

と思いますので、検討の中の１つとしていただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 東京清里会、いろんな部分でＰＲ活動だとか協力体制組んでいただいておりますので、向こう

の事務局とも十分に相談させて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。他ありませんか。それでは終わりたいと思います。 

次店舗出店の関係。はい担当。 

 

○地域振興Ｇ主任 

それではその他事項といたしまして、店舗出店改修等補助事業の過去の認定事業者の経過報告

について、まず御説明をいたします。５ページになります。 

本説明につきましては、認定事業者からの報告書また聞き取りによりまして、こちらの方資料

を作成してございます。 

まず平成２６年度の認定事業１件についてということで、農林産物加工施設さっつる工房さん

です。こちらにつきましては２８年度においても品質向上に向けた調査研究を継続的に行い、じ

ゃがいもの糖度向上など付加価値向上を図りまして道の駅であったりまた情報交流施設きよ～

るの方で販売を中心に展開を進めているところです。今後は町内のみならず道内道外への出荷の

拡大の検討を図っていくということで清里町の農作物のＰＲになることが期待されているとこ

ろです。 

次に２７年度認定事業ということで、ガイドの会社ということで知床アルバ株式会社の事業経

過です。こちらは町内におけるエコツアーの展開充実を図り事業を行ってきたところです。町内

における自然観光ツアーの実施によりまして体験型観光を推進する中心的な役割を担うととも

にまた、ＳＮＳであったりメディア等への露出もありまして町のＰＲにも起用していただいてい

るところでございます。今後は自然の観光だけではなく食をとした体験事業の展開も検討してい

くとのことでございます。 

続いて平成２８年度の認定事業は３件ございます。まず真ん中のキッチンフェリスさんです。

こちらは地元の食材を活用した日替わり定食の提供の他、お弁当お惣菜の販売を行っておりま
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す。また町の主要産品であるじゃがいもを活用したポテトコロッケを提供し、町外からも来店が

あるということで清里の食のＰＲにも貢献していただいているところでございます。 

続いて若松華岳書道院です。こちらについては２８年度は年度末近くになってから補助金の交

付ということもありまして事業の実施内容、実績等も少ないのですけれども書道教室の開設とと

もに筆耕の受注ということで中学校の卒業証書の揮毫を初め各表彰状の揮毫であったり、また北

見の料飲店の店名のロゴの揮毫なども受注しているとのことでございます。 

最後スナックオリビアさんです。昨年１２月にオープンしたということで忘年会そして新年会

そして送別会での利用も多くありまして、２８年度については予想していた集客よりも多い形で

推移しているとのことでございます。今後価格設定の見直しであったり、また軽食などの提供も

検討しながら事業運営をしていくとのことでございます。 

続いて６ページに移りまして、こちらについては今年度の上半期までの認定事業について報告

をさせていただきます。今年度の上半期終了時点で１件出店に係る補助事業の認定を行いまし

て、補助金の交付を行っております。 

出店者については緑町の藤原世利子さんということで、事業の概要といたしましては緑の方に

パン工房を開設しまして、清里産の小麦を活用した自然発酵食パンの製造販売を行うということ

で、８月に３００万円の補助金交付を行っているところです。現在は受注生産方式でのパンの製

造販売を行う他、緑の湯であったり、また東藻琴の道の駅を中心に販売を行っております。今後

はパンの販売の他パン教室の開催等も含めて事業展開をしていく予定とのことで伺っておりま

す。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今平成２８年度清里町店舗出店補助事業経過一覧並びに、２９年度の店舗出店改修

補助事業交付実績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 

 それぞれの補助金の金額を教えていただきたいんですけど。 

 

○企画政策課長 

 まず札弦工房さんは３００万ですね。３００万が限度額となります、３００万です。それから

アルパについては３７万２千円、それから株式会社村尾キッチンフェリスにつきましては３００

万円、それから若松さんについても若松さんについては１８３万５千円、それからスナックオリ

ビアさんについては１０１万５千円、それからパン工房については３００万円でございます。以

上です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 今堀川委員聞いたことをちょっと私聞こうかなと思ったんですけど、これ事前にこれ資料をも

らうときに入れてもらいたい、金額を。それと２７年度までは知床アルパさんまでは事前説明が
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あったんですよ。２８年度は３件出ているんですけども、全部事後説明しかないんですよ。で事

前に説明をなぜしなくなったのかなというふうに思ったんですけど。 

 

○企画政策課長 

 この店舗出店の補助事業についてはその当初制度的に新しい制度という部分でかなり注目も

浴びていた制度でありましたし、当然その内容についてもなかなか把握しきれないような部分も

あって、そういった部分も含めて丁寧に各議員の委員会等々で各議員各位にも御説明をさせてい

ただいたところであると思います。 

それが２７年、２８年度今年度もそうですけども継続事業で実施されておりまして、他の補助

事業もそうですけどもいろんな町にはこの補助事業だけではなくてたくさんの補助事業があり

まして、その補助事業の内容によっては皆様方ご承知の通り説明している補助事業もあります

し、町長のその執行権の中でそのまま進めている部分もあると思います。 

そういった部分の中でその時々っていったらあれですけども、必要に応じた説明があったり、

こういった状況ですよというような事後報告と言いますか資料の紹介とかそういった部分もあ

ろうかなというふうに思います。 

その当時は、これをどうしても議会に提出しなければならないというような部分は多分なかっ

たのかなと、ただ当然こういう大きな事業でありますから説明をしながら紹介をしていったとい

うような経緯、そして今回につきましてもちょうどその上半期が終わったという部分と事業、今

まで事業の部分も御紹介させていただきたいというような部分もございましたので御報告をさ

せていただいたということで、状況によってその一件一件必要かどうかっていう部分については

ちょっと内部でも整理をさせていただきたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 ということです。はい加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 報告しなければならないというのはないのですが、今課長が言われたとおり基本的に大切な事

業ですし、町の活性化が大きな柱この部分において町の課長クラスの中でこの導入の補助金の対

象を結論が出たら速やかにそのことは委員会に報告するということが当然のようにされてきた

わけです。 

でそのことが、今２８年からその報告がされてなく今回初めてまとめてされたというところに

やはり法的に問題はなくても一体どこを向いて行政はまちづくりをしているんだと。しかもその

ことの中でいろんなアイデアやそういう部分の報告なり意見というものを求めて結論を出して

く措置が非常に大切だと思う。重ねて要望をしておきます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。課長。 

 

○企画政策課長 

 私も冒頭お話しさせていただいたとおり、この案件については大きな事業でありますし、中身
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がなかなか説明をしないと見えづらい部分もございますので、状況に応じて対応させていただけ

ればというふうに思いますので、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 

 他委員さん。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 関連して、今回緑の藤原さんがパン工房を始めたと、こういう環境の中で製造して販売する行

為はわかりますが、この実際の量がどういう形で計画書が提出されていると思うんです。収支が

きちっと合うような計画がどういう形で出たのか、そしてどういう環境にあるのかということも

ある意味では審査基準の中で十分に検討されたことだと思うんですが、緑の湯そして委託販売と

いうかこういう環境の中であとは東藻琴の道の駅です。このことが町内の中で次どういうステッ

プを踏んでいくのか、この辺この非常に困難の中で追跡って言いますか、それぞれの報告の中で

きちっと取り進めてい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 

 毎年ですね、そういった報告を受けなければならない義務がございますので、補助を受けた方

々に義務がございますので町としてもそういった部分については十分に必要に応じてアドバイ

スなり聞き取りをしていきたいというふうに思っています。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 それらのことが当然のように議会にもきちっと報告がないとまずいと思うのですが、その辺の

考えはどういうふうに捉えているのですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 先ほども申し上げましたとおりそういった部分の中でそのタイミングをちゃんと見計らって、

必要に応じて状況を踏まえて必要に応じて対応をしていきたいというふうに思っています。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。ありませんか。前中議員の発言良いですか。 
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○前中議員 

 今店舗出店の関係なんですけども、この報告は任意という形、強制力がないような答弁あった

んですけど、これ所管前回は産業福祉常任委員会なんですよ。これを開催されたそのアルパさん

の件は２８年の３月の最後の委員会の時に報告受けている。でたまたま４月１日付けで機構改革

という中で商工振興政策は所管はここの委員会に移管したんですけども、本来であればこの業務

説明責任は本来の行政の説明があって然るべきだと僕は思うんですけども、やはりそこはやはり

商工振興の中でやはり抜けていたのかどうなのか。リフォーム事業もありますけども、やっぱり

そこら辺今後の中でしっかりと委員会の中に提案していかないと同じようなことがまたあるの

ではないかと思うので、そこら辺は十分注意していただきたいなと思います。 

今のは、時系列の話。２０１６年の３月末の最後の産福常任委員会でその店舗出店の関係は、

僕はわかりました。でそれから今日の時点まで報告がなかったというのはこれまた事実だってこ

とで認識していただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 この補助事業につきましては、当然その額的な部分も含めて社会情勢というかその地域のその

影響度も含めて重要な案件という部分は了解しているところであります。 

そういった部分も含めて他にも先程冒頭申し上げました補助事業町にはたくさんございます

ので、そういった部分の対応を今後議会や常任委員会へのそういった部分の対応も全体を含めな

がら必要に応じた対応は当然していかなければならないというふうに思っておりますので、ご理

解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他ありませんか。議長。 

 

○議長 

今の管理職で先方と検討委員会で決定され、それはそれで良いんですけども、今皆の言うよう

に都度やはり時間経ってからじゃなくて検討委員会で検討されて良しとした案件についてはそ

の都度の委員会で報告していただければ良いかな。皆もどうなったどうなったんだなんって言っ

て対象になっているのかどうなのか、いろんな議員の中からも出て来るので、議員がいや知らな

かったっていうのではちょっとまたおかしな話で、良いとか悪いとかという論議じゃなくて報告

だけはしていただきたいなと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 議長のご意見、その前段の各委員の方々の御意見含めて十分に参酌しながら、今後の対応も協
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議していきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 他ありませんか。全体を通してありません。企画政策課。無いようですので。 

 

○企画政策課長 

 委員長。最後に大変申し訳ございません。先月１０月の下旬でしたか２１号が通過しまして、

全体的にうちの所管であります観光施設とかそういった部分なかったですけども、神の子池周辺

に広葉樹針葉樹が立っているんですけども、ちょうどメインの皆さんが神の子池を見る場所あり

ますよね、そのちょうど反対側も見るところはちょっとあるんですけども、そこのちょっと下に

松の木が２本ありましてちょっと大きい松の木なんですけども、それが根本からというかですね

土砂ごとっていうんですかね、根元の土から崩れて倒れたんですね。 

それでその倒れた木がその一番その緑色、湧いているところにもかかってもう景観的にもなん

ていうんですかね、池的にもよろしくないというような部分で、応急措置としてまず倒れた木は

根元近くから切りました２本、で崩れたそのものは今のところ自然的に崩れている部分があるの

で自然的な池を人工的にすぐ戻すということにもなかなかなりませんので、環境省さんとかにも

ちょっと見ていただいたところはありますけども、とりあえず応急措置として倒れた２本につい

ては根本から切って、ちょっと崩れた土砂はもうちょっとその来春まで様子を見ようというよう

な感じでございますので、御報告だけさせていただきたいというふうに思います。 

 

○加藤副委員長 

 その片付け経費は町が出している。 

 

○企画政策課長 

 そうですね。 

 

○勝又委員長 

 ただ今台風２１号の影響の報告がございました。皆さんいいですか。それでは、以上持ちまし

て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。 

 

○勝又委員長 

 それでは大きな２番、次回委員会開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会でございますが、１２月４日月曜日、９時からこの会場で予定しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

次回１２月４日月曜日、９時。ここの場所で次回委員会開催されます。よろしくお願いします。

他委員さんから、その他ありますか。 
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  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第１３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３分） 

 


