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第２回総務文教常任委員会会議録 

平成２９年２月１３日（月） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午後  ０時２３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オホーツク町村公平委員会規約の一部を変更する規約について 

  ②清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例について 

  ③清里町防災会議条例の一部を改正する条例について 

  ④清里町災害対策本部条例の一部を改正する条例について 

  ⑤平成２９年度一般会計当初予算主要施策事業（総務課所管分）について 

 ●消防署清里分署 

  ①平成２９年度一般会計当初予算（清里分署所管分）について 

 ●企画政策課 

  ①清里町土地開発基金条例の廃止について 

  ②清里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱について 

  ③清里町空き家活用促進事業要綱について 

  ④平成２９年度清里町予算の概要について 

  ⑤平成２９年度一般会計当初予算主要施策事業（企画政策課所管分）について 

 ●生涯学習課 

  ①学校給食費の無償化（清里町学校給食費補助金交付金要綱案）について 

  ②清里町学校運営協議会の設置について 

  ③清里町学習支援員の設置について 

  ④清里町スポーツ合宿等誘致支援実施要綱の一部改正について 

  ⑤平成２９年度一般会計当初予算主要施策事業（生涯学習課所管分）について 

  ⑥平成２９年度公立高等学校入学者選抜出願状況について 

  ⑦光岳小学校の閉校について 

 

２．次回委員会の開催について 

 

 

３．その他 
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○出席委員（７名） 

    委員長  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  村 島 健 二    委  員  池 下   昇 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       澤本 正弘    ■総務課主幹         梅村百合子  

 ■管財Ｇ総括主査    三浦  厚    ■総務Ｇ主査         鈴木由美子 

 ■総務Ｇ主査      吉本  淳   

 ■消防分署長      野呂田成人    ■庶務係長          小笠原明博 

 ■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 泉井 健志    ■まちづくりＧ主任      半澤  忍 

 ■地域振興Ｇ主事    田巻 宏章    ■地域振興Ｇ主事       平野 直人 

 ■生涯学習課長     伊藤 浩幸    ■生涯学習課主幹       原田 賢一 

 ■学校教育Ｇ総括主査  宮津 貴司    ■学校教育Ｇ主査       阿部由美子 

 ■学校教育Ｇ主査    新輪 誠一    ■社会教育Ｇ主査       武山 雄一 

    

  

 

○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２回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○勝又委員長 

 大きな１番、町からの協議報告事項について、総務課５点ございます。総務課長。 
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○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、その後担当より内容に

ついて説明をさせていただきたいと思います。 

１点目のオホーツク町村公平委員会規約の一部を変更する規約につきましては、オホーツク町

村公平委員会における共同設置地方公共団体の長の変更に伴い、規約の一部を変更を行うもので

ございます。 

２点目の清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例につきまし

ては、オホーツク公平委員会の規約の変更及び清里町学校運営協議会の設置に伴い条例の一部を

改正するものでございます。なお清里町学校運営協議会の設置につきましては、この後の教育委

員会より内容について説明があろうかと思います。 

３点目の清里町防災会議条例の一部を改正する条例、４点目の清里町災害対策本部条例の一部

を改正する条例につきましては災害対策基本法の改正に伴い、関連する条項の一部を改正するも

のでございます。 

５点目につきましては、平成２９年度一般会計当初予算主要施策事業総務課所管についてご説

明を申し上げます。それでは担当より順次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、担当主査。 

 

○総務Ｇ主査 

それでは１点目のオホーツク町村公平委員会規約の一部を変更する規約につきまして、ご説明

いたします。１ページをご覧ください。今回の規約の変更につきましては、現在、オホーツク管

内の１３町村４事務組合で組織されております公平委員会の共同設置地方公共団体の長の変更及

び地方公務員法の一部改正に伴うものでございます。内容につきましては２ページの新旧対照表

をご覧ください。中段部分ですが、共同設置地方公共団体の長が清里町長から大空町長に変更と

なります。地方公務員法第８条第５項の規定につきまして第６項に繰り下がったことによりまし

て、その箇所を変更するものでございます。この規約の変更につきまして、施行期日は平成２９

年４月１日からで予定されております。 

以上で、１点目の説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいまオホーツク町村公平委員会規約の一部の変更する規約についての説明がございまし

た。委員の皆さま方からありませんか。それでは進みます。②番。はい、担当主査。 

 

○総務Ｇ主査 

２点目の清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例につきまし

て説明をさせていただきます。３ページをご覧ください。 

今回の条例改正につきましては、３点ございまして条例内容の精査ということで委員会条例が

廃止されているものがございますので、その部分の改正。２点目に先ほどのオホーツク町村公平

委員会の規約の変更に伴いまして清里町長から、大空町長に変更となっておりますので、その部
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分につきましての改正と３点目につきましては、コミュニティスクール導入のため、清里町学校

運営協議会の設置に伴う改正でございます。４ページの新旧対照表をご覧ください。 

変更箇所につきましては第２条第１項中及び別表第１で規定されております自立のまちづくり

委員会委員のオホーツク町村公平委員会委員の部分を削除いたしまして、新たに学校運営協議会

委員を追加するものでございます。こちらの施行期日は平成２９年４月１日からの予定でござい

ます。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例につい

ての説明がございました。委員の皆様方から何かありませんか。無いようですので進めます。 

③番清里町防災会議条例の一部を改正する条例について。はい。総括主査。 

 

○管財Ｇ総括主査 

それでは、清里町防災会議条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。６ペー

ジをご覧いただきたいと思います。 

１番改正理由でございますが、災害対策基本法が改正されたことに伴い、清里町防災計画の見

直しとあわせて関連する清里町防災会議の所掌事務を改正するものでございます。 

２番改正内容でございますが、（１）防災に関する諮問機関としての強化に伴う所掌事務の追

加。（２）としまして災害に関する情報収集事務を削除という形となってございます。 

施行期日につきましては公布の日から施行となってございます。７ページをご覧いただきたい

と思います。新旧対照表よりご説明いたします。右側、改正前の第２条第２号では災害に関する

情報収集につきましては災害対策本部が従前より行ってきた業務でありまして、町が設置する災

害対策本部において一元的に事務を行うことが効果的であることから、今回削除するものでござ

います。 

新たに左側、改正後の条例第２条第２号では、防災会議は災害対策の総合的、計画的な推進を

担う場であり、平時において地域防災計画を作成する他、防災に関する諮問機関としての機能を

評価する観点から、所掌事務に追加するものでございます。 

改正後の条例第２条第３号では、前後の町長の諮問に対する方針を追加するものでございます。

同じく第２条第４号につきましては、条項のずれによります移動となってございます。附則は施

行期日を定めてございます。以上清里町防災会議条例の一部を改正する条例の説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今清里町防災会議条例の一部を改正する条例についての説明がございました。委員の皆様

方からありませんか。無いようですので進みます。 

④番清里町災害対策本部条例の一部を改正する条例について。はい総括主査。 

 

○管財Ｇ総括主査 

それでは清里町災害対策本部条例の一部を改正する条例について、ご説明いたします。８ペー

ジをご覧いただきたいと思います。 

１番改正理由でございます。災害対策基本法の改正となりまして、引用条項が改正されたこと



 

- 5 - 

に伴う改正でございます。 

改正内容でございますが（１）災害対策基本法の引用条項の改正並びに、条文中の字句改正と

なってございます。施行期日については公布の日から施行となってございます。 

９ページをご覧いただきたいと思います。新旧対照表でございます。まず第１条でございます。

こちらにつきまして、引用条項が改正されたことに伴い、改正前第２３条第６項の部分が、改正

後、第２３条の２第８項と改めてございます。第４条におきましては、条文の字句の精査により

まして改正を行っているところでございます。附則は施行期日を定める内容となってございます。 

以上、清里町災害対策本部条例の一部を改正する条例の説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただいま、災害対策本部条例の一部を改正する条例についての説明がございました。委

員の皆様方からありませんか。 

 

○総務課長 

 ちょっと１点だけ補足説明させていただきたいと思います。１番目のオホーツク管内オホーツ

ク町村公平委員会の関係でございますが、管内の町村で共同設置しております、オホーツク町村

公平委員会の委員３名のうち田村昌文氏がこの３月３１日をもって任期満了となるところでござ

います。引き続きまして田村昌文氏を委員として選任する人事案件につきまして３月の定例委員

会で上程をさせていただきたいと思いますので御理解をいただきたいと思います。以上でござい

ます。 

 

○勝又委員長 

 委員の皆様方からありませんか。なければ進みます。⑤番平成２９年度一般会計当初予算、主

要施策事業について。はい総括主査。 

 

○管財Ｇ総括主査 

それでは平成２９年度の一般会計当初予算主要施策総務課所管分の事業についてご説明をいた

します。１０ページをご覧いただきたいと思います。 

まず、予算全体としまして平成２９年度より２８年度の機構改革に伴う業務の所管替えが総務

課に下りてありましたので総務課関連業務の一部の予算科目を変更していることをご理解いただ

きたいと思います。 

それでは２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費の町有施設点検事業につきましては町

有施設におきます石綿含有保温材煙突等の点検調査を実施する委託料２２８万９千円を計上する

ものでございます。財源はすべて一般財源となります。続きまして、同じく財産管理費、緑清荘

管理運営事業につきましては指定管理者による施設管理運営を行う経年劣化による施設の修繕及

び新たなテーブル椅子の購入によりまして施設の長寿命化及び利用者の利便性の向上を図るため

窓改修、階段修繕の修繕料３０８万円、机椅子購入のための備品購入費３２８万２千円などを計

上するものでございます。特定財源につきましては公共施設整備基金から６００万円、残り６０

万３千円は一般財源となります。続きまして同じく財産管理費パパスランド管理運営事業につき

ましては、指定管理者による指定管理を行う他経年劣化による施設の修繕を行い、観光客と利用
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者の利便性の向上を図るため脱衣室、換気ファンの修繕、地域要望によります植樹による樹木購

入費などで１５６万４千円。指定管理業務委託料等９１３万６千円。ポスレジの機械借上げ料１

１６万円などを計上するものでございます。特定財源につきまして同じく公共施設整備基金から

１１０万円残りは一般財源となります。続きまして同じく財産管理費、緑温泉管理運営事業につ

きましては指定管理者によります指定管理運営を行うため指定管理業務料７４２万円などをここ

に計上するものでございます。財源はすべて一般財源となります。 

続きまして、７目防災対策費の総合防災訓練事業につきましては、安全・安心なまちづくりを

推進するため、自治会及び関係機関との連携共同によります総合防災訓練費用としまして消耗品

費２７万３千円。体験機器レンタル業務委託料７５万６千円などを計上するものでございます。

財源はすべて一般財源となります。１１ページをご覧いただきたいと思います。 

続きまして、１４目総合庁舎管理費の庁舎暖房改修事業につきましては、老朽化が著しい庁舎

暖房制御盤及び差圧弁設備を改修しまして、役場庁舎及び町民会館におけます冬期間の適正な管

理を図るため工事請負費１３７万円を計上するものでございます。特定財源は公共施設整備基金

から１２０万円。残り１７万円は一般財源となります。 

続きまして１５目行政情報システム管理費の自治体情報セキュリティ強化対策事業は、マイナ

ンバー導入によります、国道との情報連携開始に向けた情報提供ネットワークシステム運用規定

に基づきまして、情報管理の強化を図るため北海道セキュリティクラウド委託料及び回線費用、

セキュリティ強靭化に伴います指静脈認証装置の補修料、回線増加に伴うイントラネット追加補

修など、５１２万円を計上するものでございます。財源はすべて一般財源となります。 

続きまして、１８目町民活動施設の町民活動施設管理運営事業は、施設維持のための需用費２

７２万８千円、同じ役務費２１万１千円、施設管理業務委託料として５２５万５千円、パークゴ

ルフ場土地使用料などとしまして５８万７千円、老朽化が著しい高圧受電施設の改修費用としま

して１１７万５千円、パークゴルフ場のカップ及びピンの更新費用としまして２５万２千円を計

上するものでございます。特定財源は施設使用料１９万円残り１千１万８千円につきましては一

般財源となります。 

７款土木費、２項都市計画費、１目公園費の公園広場管理事業につきましては、施設維持のた

めの役務費及び施設の草刈り及び点検等の委託料としまして各公園広場にかかる費用合計４８９

万９千円を計上するものでございます。財源はすべて一般財源となります。以上、平成２９年度

一般会計当初予算主要施策総務課所管分の説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただいま平成２９年度の一般会計当初予算主要施策事業調べということで報告がござい

ました。委員の皆様方から。はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 緑清荘の管理事業の中の備品購入費で３２８万円ってありますが、説明では椅子机等ってこと

だったんですけども、その他のものもあるんでしょうか。 

 

○管財Ｇ総括主査 

今回予定しておりますのは机椅子ということで、宴会場に置きます机椅子の購入ということで、
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机１０台椅子１００脚ほどを予定しているところでございます。 

 

○堀川委員 

 ３００万を超えるぐらいの金額になるんでしょうか。 

 

○管財Ｇ総括主査 

現在見積もりの中では多少特殊オーダーという形の部分もありまして、それぐらいの金額の見

積もりとなっております。 

 

○総務課長 

 よろしいですか。今の緑清荘の関係でございますが、今の宴会場は座ってするような形になっ

ているという状況の中でご高齢の方ですとか、いろんな方が椅子で座りながらの宴会を希望され

る面が多々あるということで、椅子そしてテーブル等々購入しながら利用者の利便性を図ってい

きたいなということで今回予算の計上をしていきたいというふうに考えてございます。 

 

○堀川委員 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。河口委員。 

 

○河口委員 

 今の宴会場の件なんですけども、今の状態のままで椅子と机にするよと。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 現状につきましてそのまま利用していきたいというふうに考えてございます。 

 

○河口委員 

 計画の中にあるのかないのかの確認なんですけども、宴会場に入るための１段ありますよね。

そのへんのことも改修に入っているんでしょうか。 

 

○総務課長 

 今の入り口の階段の部分だと思いますけど、そこの改修の修繕等は入ってございません。あく

まで宴会場における椅子とテーブルの購入をしていくという内容でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい河口委員。 
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○河口委員 

 入り口にも非常にやっぱり困難なケースがありますので、簡易的な部分でもそれほどの予算か

からないんじゃないかと思いますので、ぜひ検討していただきたい。 

 

○総務課長 

 建物の改修等につきましては、その他にもいろんな面で改修しなければならないところが多々

あろうかなというふうに私どもも認識しております。計画的にやっていきたいなというふうには

考えてございます。今河口委員からのあった御意見につきまして前向きに処理できるように、簡

易的な方法になるかもしれませんけど、検討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。他委員さん。はい課長。 

 

○総務課長 

 さきの委員会でパパスランドのパークゴルフ場の関係、加藤副委員長の方からさまざまな御意

見をいただいたということで、前回の委員会ではこの次の委員会に向けて整理をさせていただき

ますということで私ご答弁をさせていただいたかと思います。 

それで内部でいろいろ協議をしてきたところでございますが、まず１点、光岳小学校のあり方

はどうなんだろうという、御質問もあったかと思います。その辺につきましては今のところ私ど

もで取り押さえているのは、平成３０年以降の閉校に向けて地域も含めた中でいろいろ今協議を

されているというような状況かというふうに思ってございます。その後閉校後の跡地活用につい

てはまだ方向性も定まってないということもありまして、現在のパークゴルフ場を、当面の間は

活用していくのがよりベターなのかなというふうに考えてございます。 

それともう１点は、パパスランドの隣接地の活用ということで御質問もあったかと思います。

その後パパスランドの南側の緑地について面積等々を精査したところでございますが面積につき

ましては、大体２千から３千平米程度しか緑地的には無いということでございます。だいたいパ

ークゴルフ場でいくと４コースか５コースぐらいの面積に相当するのかなというふうに私どもは

考えてございます。その辺をトータル的に考えていきますと、将来に向けた今のところ方向性は

定まっておりませんが、当面の間は現状のパークゴルフ場を活用しながら地域の憩いの場ですと

か、健康促進の場として活用していきたいな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 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 回答できるのは、その辺の程度だと思うんですが、再度交渉されたのかどうなのかという部分

が私は一番大きいのかなというふうに。基本的に長年借りてきた単価が正当なのかどうなのかと

いう部分をどういうふうにその整理をされているのか。 

基本的には当初１０年が５年になり、そしてここで改め３年になり、改めてまた４年というこ
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とでの契約書を交わしている、その辺については同じように４年という整理をされているのかど

うなのか。これ交渉していく中では最終の３年という年数にした時点で３年の間にその協議内容

を十分に検討していくっていうことだったんですが、それが５回なり１０回なり、本当に交渉を

し、いろんな案が出て来たのかどうなのか。単純にその３年が４年にこれはパパスの一体施設と

いうことで管理上運営上こういうふうにしていきたい、そのことは解りますが、内容が余りにも

場当たり的とは言いませんが、十分な相手との交渉やそういうものの、その５年から３年になっ

たという経緯も相手も、いろんな意味では理解をし、協議項目の対象にそれは表に出てこない部

分だったと思う。それが今ここにきて４年になっていく環境というものを踏まえた時に、果たし

てどうなのかなっていう部分があるんで、私の考えがずっとこの問題はちょっと異常だよなって

いうふうに理解していますので。これで江南のパークゴルフ場が黒字なら良いですけどね。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 今までの土地所有者との協議の結果ということでございます。前回の中でもご説明したと思い

ますが、昨年度については４月それから１１月、そして年明けと私ども３回ほどご本人とお会い

しまして、土地の購入に向けて打ち合わせ協議等をしてきたところでございます。土地所有者に

つきましては土地の売買についてはなかなか難しいという面もありまして、その後使用という形

でお願いをしていったという経緯でございます。単価につきましては、さきの委員会でも御説明

したとおり現況を確認しながら、今までの単価という形でご本人ともいろいろ打ち合わせした中

で進めるという形になったということでございますのでご理解をいただきたいなと思いますし、

契約年数については、まだこれは本人とまだ契約等々はしておりません。今後詰めていきたいな

契約するような形になってくるかと思いますが、委員長がおっしゃった通り、町民活動施設の契

約年度という形で一体的な管理ということもございますので、今回町民活動施設の委託期間に合

わしていきたいという形で今回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。ちょっと１点だけ。自治体の情報のセキュリティ強化の関係な

んですけど、これは当初から言われたと思うんですけど、このセキュリティ関係については国も

何の手立てもしないというような部分で、今回５００万ぐらいのものがかかるわけなんですけど、

おそらく委託料という部分で毎年かかっていくというようなことじゃないかなと思うんですよ

ね。現状で２００何枚って発行枚数から思いますと、相当な経費になるわけで、そんなこと言っ

てもどうしようもない部分なのかもしれませんけど、そこら辺国の手立てとかそういうものって

いうのが、今後なっていくのかどうなのかっていうこともなかなか見えない部分。そこらへんど

うなんでしょうかね。 

 

○総務課長 

 自治体情報セキュリティにつきましては、今年の７月から国道との情報提供ネットワークがあ

る程度開始されてくるということで、昨年度からハード的な整備についてさせていただいている
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ところでございます。 

今回整備が相整いまして委託料として北海道セキュリティクラウド委託料ってことで、北海道

に支払う委託料という形になってきております。そのほか先ほど総括の方からあったように強靭

化ということで、ダブルで職員が認証するような形になってきておりますので、それの保守点検

料ということで、今後この委託料については毎年度かかってくるのかなというふうに考えてござ

います。 

国の方の支援でございますが、これについては一切今のところはございません。一般財源で手

当をしていかなければならないということになってくるかと思います。町民の情報を守るという

ことで必要な経費かなというふうには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 

毎年の５００万、なかなか大きな金額かなと思うんですけど、ちょっとこの機会で申し訳ない

んですけど、万が一マイナンバーカードをつくってマイナンバーカードを紛失したっていったと

きにどうなんだろうね。そういう部分で悪用されるようなセキュリティとか対策って出来ている

んだろうか。 

 

○総務課長 

マイナンバーカードにはＩＴを自分で入れるようになっていますので、番号を使って機械で何

かしようとはないです。マイナンバーカードには必ず顔写真が入るようになっていますので本人

以外は使えないようになっております。 

 

○勝又委員長 

 はい、解りました。他委員さんからありませんか。無ければ総務課全般通してありません。河

口さん。 

 

○河口委員 

 学校運営委員会の条例が１つある。順番が逆で、内容については教育委員会さんの話があって

これが出てくるっていう順番でコミュニティスクールは、今年度実施しますよっていうことです

よね。この条例があるってことは、先にもう導入することが決定されて、これの条例がつくられ

ているということで理解していいですか。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 内容等については教育委員会のほうで、説明あるかと思いますが、条例上、特別職公務員等の

報酬条例等々につきましては、協議会の委員の分の追加ということでございますので、そのへん

今後説明にあろうかと思いますが、全体っていったら失礼になりますけど、そういう形で上がっ

てきているということでございます。ご理解いただきたいと思います。 

 



 

- 11 - 

○勝又委員長 

 よろしいですか。無ければ以上持ちまして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 

 それでは続きまして、消防署清里分署について。当初予算の関係についての説明がございます。

はい分署長。 

 

○消防分署長 

 消防署清里分署からの提出議題であります、平成２９年度一般会計当初予算清里分署所管分に

つきまして担当係長より御説明申し上げます。 

 

○庶務係長 

平成２９年度一般会計当初予算、清里分署所管分について御説明いたしますので、１ページ目

をお開きください。資料の上段清里町一般会計予算を説明いたします。 

清里町一般会計から斜里地区消防組合の負担金として支出するもので消防本部費負担金が１千

４８１万３千円。清里分署負担金が１億６千９９１万６千円となっており、全体で１億８千４７

２万９千円となり、平成２８年度との比較で６０２万８千円の減額となっております。 

予算の内訳につきましては、資料の下段、斜里地区消防組合一般会計予算で説明いたします。 

初めに歳入ですが、清里町負担金１億８千４７２万９千円のうち消防本部費に対する負担金と

して１千４８１万３千円。次に常備消防費負担金が１億４千３６１万５千円。非常備消防費負担

金が１千７０６万６千円。消防施設費負担金が９２３万５千円を予算計上しており、歳入合計は

１億８千４７２万９千円となります。 

次に歳出ですが、消防本部費は、消防組合本部経費に係る議会費及び本部職員の人件費、旅費、

需用費役務費、委託料、備品購入費、負担金等の経費を公平委員会費、監査委員費、予備費の清

里町負担金として１千４８１万３千円で、前年対比８万３千円の減額となります。 

次に清里分署にかかる常備消防費は、職員人件費、旅費、需用費、役務費、委託料等の経費、

１億４千３６１万５千円で前年対比５３９万２千円の増額となり、主な増額の内容は臨時費に係

る分であり臨時費につきましては、後ほど次のページの主要施策事業調べにてご説明いたします。 

次に清里消防団にかかる非常備消防費は、報酬、賃金旅費、需用費、委託料等の経費１千７０

６万６千円で、前年対比３６４万４千円の減額で、減額の内容は、北海道消防操法大会出場にか

かるもので、主な必要備品等を平成２９年度で整備しているところであり、平成２９年度の必要

経費は主要施策でご説明いたします。 

次に、消防施設費で９２３万５千円で前年対比７７９万６千円の減額で、平成２９年度の事業

は、主要施策でご説明いたします。歳出合計は１億８千４７２万９千円となり、前年対比で６１

３万１千円の減額となります。 

次に平成２９年度消防費予算の主な事業内容につきまして主要施策でご説明いたしますので、

２ページ目をお開きください。８款消防費、１項消防費、１目の消防費の消防車両設備機材更新

事業につきましては、現在、第２分団で使用している７号車の小型ポンプにつきまして消防団演

習等に観覧していただいておりますところですが、黒煙がひどく、活動の際に支障を来すおそれ
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があるため更新し、７号車におさめるために取りつけ修繕を行う経費と操法訓練大会用に購入し

た小型ポンプを大会終了後、現在の４号車に取り付ける費用として４５９万円を一般財源で計上

しております。北海道消防操法訓練大会出場事業職員につきましては、本年７月１４日江別市の

北海道消防学校で開催される消防団操法訓練大会の団員訓練の指導にあたる職員の経費で、４月

より５０日間の訓練を行う時間外手当１１２万５千円、普通旅費１２万７千円、食糧費４万４千

円の計１２９万６千円を一般財源で計上しております。北海道消防操法訓練大会出場事業、団員

につきましては平成２９年度北海道消防操法訓練大会出場に係る経費で普通旅費２８万円、費用

弁償１６０万円、消耗品費６５万円、燃料費１万３千円、食糧費５万２千円、自動車借り上げ料

３１万４千円、高速道路使用料１万８千円の計２９２万７千円を一般財源で計上しております。

既に、出場隊員は訓練を開始しており、今後は、消防団演習の他、清里小学校運動会、清里中学

校運動会等でお披露目するよう現在調整中でありますが、観る機会等ございましたら叱咤激励の

方よろしくお願いいたします。 

消防水利設備維持管理事業につきましては、札弦地区にあります郵便局裏の松橋宅横にある消

火栓に老朽化による不具合がありますので更新する費用１３９万６千円を一般財源で計上してお

ります。救急用機材整備事業につきましては、近年増加傾向にある心肺停止状態での救急搬送の

際心臓マッサージを安定的に実施する機材を導入する経費として２６０万４千円を一般財源で計

上しております。現在は救急隊員が手技で心臓マッサージを実施していますが、病院までの距離

があることと道路状況による車両の揺れで浅い心臓マッサージ等になってしまうため、当機材を

導入することにより救急車の揺れに関係なくガイドライン２０１５で示されている心臓マッサー

ジが可能になりますし、医師への引き継ぎに必要な傷病者の細部にわたる観察等が可能になりま

す。なお３町で初めての導入となります。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今平成２９年度の一般会計当初予算についての説明がございました。委員の皆様方

から。ありませんか。はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 この議案の関係ではないんですけども、先週神威で火災がありまして本当危険な中での消火活

動お疲れ様でした。いろいろ話を聞きますと、消火の途中でホースから水が噴き出して漏れてい

るっていう場面があったりですとか、あと消火の途中で水が足りなくなって途中で汲みに走らな

きゃならない場面があったっていうお話を聞いたんですが、それは備品の不備っていうか、そう

いうのが原因としてあったのか、それとも水が足りなくなって汲みに走らなきゃならないってい

うのは、しょっちゅうあることなのか。そのへん解る範囲でその原因等教え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 

 まず火災の件につきましては終わってから口頭でちょっとお話をしようと思っていたんですけ
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れども、ここで１回説明させてもらってもよろしいですか。 

ただ今堀川委員からありました、火災の件であります。２月２日火災が発生しております。１

９時１９分。１１９番通報がありまして、その後サイレンで第２分団の方を招集いたしまして、

うちの職員と第２分団で消火の方にあたっております。鎮圧につきましては、２０時５３分。そ

れから鎮火につきましては２１時４２分ということで、発生場所につきましては神威６４９番地

Ｄ型倉庫になります。 

原因につきましては屋内配線から延ばしている延長コードの方が燃えがちょっとひどいぞとい

うことで調べておりましたけれども、出火の原因につきましては不明というようなことですけれ

ども、その延長コードが原因でないかなというふうに現在のところなっているところであります。 

続きまして堀川委員からの御質問でありますけれども、まず１発目でホースを延ばしたわけな

んですが、堀川委員ご指摘のとおり、ホースの方から水が若干漏れていたような形になっており

ます。職員それから団員もホースの方大事に扱っているんですが、やはり訓練等で舗装道路の上

でやりますと、ちょっと引っ張ったらすぐに穴が開いてしまうということで点検等は順次行って

はいるんですけれども、１回ホースを洗ってから乾かしてしまって置いといて火災の時に初めて

ということで極力穴あきにつきましては、その段階で見つけてはいるんですけれども、見つけき

れなかった部分で札弦の消防車両それから清里分署の車両の中のホースで若干漏れていたという

のが判明いたしましたので、現在につきましては乾かして穴あきの方は修理をしながら使用して

いるような状況でありますのでご理解をいただきたいと思います。 

それから消防車両の方の水がなくなって補水に走らなければいけないということですけれど

も、消防車両のタンクの容量は決まっておりますので、その分で水がなくなった場合にうちの消

防の場合は水槽車が３町でちょっとまだ整備されておりませんので、なくなった段階で１回汲み

に行くと。全車両が汲みに行くんではなくて、活動している車両の中に補水をしてなくなったら

汲みに行くという形で行っているわけであります。 

今後水槽車につきましては斜里町、小清水町も１０トンの水槽車がありますので、それにつき

ましては消防車両の更新計画の時に書いていこうかなというふうには考えておりますけれども、

もし水槽車１０トン入ったとしても火災が大きければ、やはり補水活動で消防車の方で汲みに行

かなければいけない事案も発生しますので、それはケース・バイ・ケースなのかなと思います。

御理解いただきたいなというふうに思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 日ごろから点検をされているということですけども、点検に力を入れてもらうことももちろん

ですが、そういったホースとかの定期的な更新ですとか、あってはならないんですけども、あっ

たときにそういう状態では困るので、そのへんもよろしくお願いしたいということと、大きな給

水車がないってことですが、それについても安いものではないでしょうけども長期的にそれが必

要だということであれば更新っていうか購入ってことも必要じゃないかなと思いますんで、その

へんも検討をよろしくお願いします。 
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○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○消防分署長 

 消防の設備に関しましては、点検を再度きちっとやるような形をとっていきたいと思いますし、

１０トンの水槽車につきましては、今後の全体の予算的なものもあります。約６千万から７千万

近くの金額かかりますので、町の全体的な予算も見ながらうちのタンク車を水槽車に替える等整

備の方を図っていきたいなと思っておりますが、うちの消防分署の車庫では入りきれない部分が

ありますので、そちら増築も合わせながら整備計画の方たて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。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと１点先に聞きたいんだけど、出火時間っていうのは何時っていう今言いましたっけ。 

 

○勝又委員長 

 はい分署長。 

 

○消防分署長 

 １１９番通報につきましては、１９時１９分。午後７時１９分に１１９番入っております。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今堀川さんがその質問した事項については私も聞いておりまして、消火のために一生懸命やっ

たにもかかわらず水がなくて札弦までとりに行ったっていう話も聞きましたけど、私もそんなに

詳しいわけではないんですけど、向かいの麦作のところに水が出るところがあるんだという話も

聞いたんですよ。そこら辺は消防としては町が管轄している消火栓はもとより、そういった水が

出るところっていうのは把握した上でＪＡさんとこういった災害があったときに協力してやるこ

とを常日ごろから話し合っていれば、札弦まで走らなくても目の前に水が出るところがあれば、

被害は最小限に食い止められたんでないかというふうに思うんですよ。そこら辺はどういうふう

にやっているのか。 

 

○勝又委員長 

 分署長。 
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○消防分署長 

 消防車両の水が全部無くなって、全車両が行ったっていうわけではないのでご理解いただきた

いと思います。 

今回行ったのは鎮圧がかかりまして、消防の方が勢い増しているぞと火事より増しているぞと

いう形になったときに、水の方２台汲みに行ったような形でありまして、今池下委員からお話あ

りました農業の用水の方を実は使っております。それでうちの一番大きい３号車ですけども、そ

ちらの方には水をどんどん入れながら、やっておりますので、すべての消防車がいなくなったと

いうわけではなくて、それをやりながら違うところからも水を汲んでくるという形で、札弦まで

走りに行ったということでご理解いただきたいと思います。 

農業用水の方を使う分には、うちの産業建設課の方にも話しておりまして、事後にはなります

けど、使いましたよという形で連絡をとっているような状態でありますので、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。他の委員さんありませんか。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 これ２９年度の一般会計予算書なんですが、この歳出の部分のこの議会費から予備費の部分に

ついて、これ一発でなくて、できれば細目について予算書の場合は書いてあげた方が良いかなっ

て、なかなか詳しいやつ予算書の中でも出てこないと思うので、提示できるチャンスなんで、ち

ょっと口頭で良いので。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 ただ今加藤議員に言われた分につきましては、消防議会の方で出しているわけでありますけれ

ども、議会費につきましては報酬で２３万６千円、公債費２万円、需用費３万２千円、役務費８

千円、負担金６万３千円で、３５万９千円ほどになります。 

そのほか、公平委員会につきましては２万４千円。監査委員費につきましては１３万９千円と

いうような形になっております。消防本部費１千４８１万３千円につきましては消防本部費全体

で７千６３０万４千円でありまして、その内清里町の負担分算定割り、均等割り等がございます

が７千６３０万４千円のうち１千４８１万３千円が清里町の負担となっております。 

 

○加藤副委員長 

 この歳出の部分でこうやって書くときは一番大きい項目のところにぽんと書いてあげないと。 

 

○消防分署長 

 来年度。 
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○勝又委員長 

 ほかありませんか。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 今年、消防訓練大会に行くことが決定している。ここに実際何名行くんですか。 

 

○勝又委員長 

 分署長。 

 

○消防分署長 

 隊員につきましては補欠といいますか、補助の方も入れて６名になりまして、その他消防団か

らは消防団長それから第１分団長、第１分団の庶務という形で３名合わせて９名になります。そ

のほか団自体として応援団ということで、おおよそまだ確定はしていないんですけども、２５名

程度は行かれるのかなというふうに思っております。その他職員につきましては５名。私を含め

て５名が出席していきたいと思います。日にちにつきましては７月の１４日という形になってお

りますのでよろしくお願いいたします。 

 

○池下委員 

 頑張ってきてください。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。それでは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 

 企画政策課５点ございます。よろしくお願いします。１点ずつ進めていくまず１点目清里町土

地開発基金条例の廃止について。はい担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

それでは私の方から、清里町土地開発基金条例の廃止につきまして御説明申し上げます。１ペ

ージをお開きください。 

まず、この清里町土地開発基金条例につきましては、公共用に供する土地又は公共の利益のた

めに取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図ることを目

的に、昭和４９年に設置された条例でございます。 

１番の本条例の廃止理由でございますが、既に清里町土地開発公社が解散しているということ、

それから公共用に供する土地等の不足につきましては一定程度充足しているということから当該

基金条例を廃止するものでございます。 

２番の廃止内容につきましては、条例の全部廃止でございます。 

３番施行期日につきましては、公布の日からとしてございます。なお今回本条例を廃止するこ

とによります土地開発基金自体の原資現在は５千３００万円ほどございますが、もともと公共用

地取得等の目的基金であったことなどから、この分につきましては、公共施設整備基金として編
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入する予定でございます。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今清里町土地開発基金条例の廃止についての説明がございました。委員の皆様方からあり

ませんか。無ければ進めます。②番、清里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱について。

はい担当。 

 

○地域振興Ｇ主事 

清里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱案について、私の方からご説明いたします。

３ページをお開きください。 

本要綱は総務省の地域おこし協力隊推進要綱を参考に作成したもので、平成２９年度をもって、

任用期間終了を迎える地域おこし協力隊の本町への移住及びまちの活性化を図るため、地域おこ

し協力隊員の起業を支援するものです。またこの補助金につきましては、地域おこし協力隊の人

件費及び活動経費と同様に特別交付税措置がございまして、１人当たり１００万円となっており

ます。 

要綱の内容を御説明いたします。４ページをお開きください。第１条については、本要綱の趣

旨、第２条については目的を記載しております。第３条につきましては補助対象者について記載

しており第１号及び第２号で地域おこし協力隊の任用期間終了の日から起算して前１年以内、ま

た終了の日から１年以内に町内で起業をするものとしております。また、第３号に３年以上継続

して営業を行うことが確実なものとしております。第４条につきましては補助対象経費について

記載しており、こちらにつきましては総務省の地域おこし協力隊推進要綱に記載されています対

象経費と同様となっております。第５条につきましては、補助金の額で、補助率は補助対象経費

を合算した額の１０分の１０以内とし、１００万円。限度下限額を１０万円としております。第

６条から第１２条につきましては補助金の申請、交付決定変更申請、変更決定実績報告、概算払

い、補助金の確定及び交付について記載してあります。第１３条につきましては、財産の処分第

１４条につきましては、補助金の返還について記載しております。第１５条については、その他

事務処理上の規定を記載しております。附則につきましては施行期日を記載したもので、この要

綱は平成２９年４月１日から施行する旨を謳っております。６ページから１４ページまでは、申

請様式等を添付しております。 

最後に、予算につきましては地域おこし協力隊員が起業することが確実になった際に本委員会

にて報告させていただいてから、予算計上させていただきたいと考えております。以上で説明を

終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。只今、地域おこし協力隊、起業支援補助金交付要綱についての説明がございました。委

員の皆様方から。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 国の方から１００万円くるっていうことで地域おこし隊が起業する場合の１００万円というこ

となんですけど、この場合、町でも新規出店等やる場合、３００万という補助金もありますけど、
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そっちのほうは４分の３ということなんですけど３分の２か。それも一緒に該当してということ

で考えて良いですか。 

 

○勝又委員長 

 はい。課長。 

 

○企画政策課長 

 起業に関しては、今お話いただいた通り、町のその店舗を出すとかそういった部分の起業支援

いわゆる３００万円限度額という部分ございます。それについては町の事業でありますから、継

続してそういった地域おこし協力隊だった人にも当然該当になるということでありますし、この

要綱については地域おこし協力隊がもしくは、だった人が前後１年間に限り、その起業する上で

の諸々の諸経費について支援をすることができるという要綱でありますので、今の御意見の部分

でいけば両方該当なりますということでご回答させていただきたいと。 

 

○勝又委員長 

 はい池下委員。 

 

○池下委員 

 これは国が１００万円、町が１００万円。その他の３００万というふうに捉えて良いのか。そ

れとも国からの１００万円と町からの３００万だけっていうことなのか。合計金額でいうと４０

０万か５００万かっていう話なんですけど。どういうふうになっていますか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 まず、この地域おこし協力隊起業支援補助金については、先ほど担当から申し上げました国の

特別交付税措置がありますよということでありますので、実際的な補助金だとかそういうところ

では見えてこない部分がございます。ただし国の方では特公の措置をしますということでありま

すから、先ほどご案内した通り１０分の１０。１００万円までの例えば法人登記に係る経費であ

りますとかそういった部分で費用がかかった部分については、町がそれにあった予算計上すると。

それに後程特別交付税措置がつくというような流れになっていきますので、町が１００万、国が

１００万というような今まで通りの補助金のスタンスではないというような部分でご理解をいた

だきたいというふうに思いますので、基本的にはまず一般財源を入れてから、後ほど国からの特

公措置がされるということでご理解をいただきたい。 

 

○勝又委員長 

 はい池下委員。 
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○池下委員 

 今回、うちの町も３年目になりますけれども、今のところ２人地域おこしの方が来ております

けど、今後このまま２人のままのスタイルでいくのか。もしくはもっと増やして今の状況とはま

た別な地域おこしを活用しようとしているか、その辺はどういうふうな考えでいるのか。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 今後の人数及びその活動の内容というご意見かなというふうに思うんですけども、今回２９年

度の予算計上の中にも新規の協力隊のいわゆる募集経費等々については計上させていただく予定

でございます。その中で今後議論しなければならないのかなというふうに思っておりますけども、

その人数や、やっていただく中身についてもただいま各原課をまたいで、役場全体の中でどうい

った人材が必要か、どういったことがまちの活性化につながっていくのかというような部分、模

索している最中でございます。 

いずれにしましてもいろんな環境整備の部分もございますし、そういったトータル的に把握し

て、さらには非常にこの協力隊というのは売り手市場いわゆる人材も、こっちがこういった人材

をさらに欲しいって言ってもなかなかそこにマッチングできるかどうかいうような部分もござい

ますけども、そういったもちろん努力もしながら良い人材をまちの活性化につなげられるように

入れていきたいというふうに思っておりますので、人数だとかいわゆるその活動していただく中

身については、ただいま精査をしている最中ということでご理解をいただきたい。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 昨年、道外所管事務調査で島根へ行ってきたんですけど、ある地域で３０名も地域支援員の方

をまちに協力していただいている。この方々は最初からこのことをやりますっていうことで募集

をかけている。レストラン起業ということで、そのための農作物の作り方っていうところからス

タートしているっていうこともあるんですけど、うちの町の場合は、まずは地域おこし隊の方が

来ていただいてからどういうふうに使うかってことを検討していて、現在はきよ～るに行って働

いているっていうのが現状なんですけど、このスタンスを変えないと。こういうふうなことをや

りますから集まりませんかっていう募集のかけ方をしないと。本当に２人でいいのかな、３人で

いいのかな。今の状況でいいのかな。で、きよ～るに現在２人いますけども、この人たちの能力

が１００％現状で生かされているのか。いろんな話聞きます。本当にこれでいいのかなと。当初

所管で説明されていたようなきよ～るの状況になっているのかな。そこには付随する焼酎工場の

間の公園だとかいろんな問題も絡んできますけど、そこら辺、町としてビジョンをどういうふう

に考えているのか。そのへんちょっとお伺いしたいんですけど。 
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○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 協力隊にどういう活動をやっていただくか、それに対してどういう募集をかけているかという

ことだと思うんですけど、まず今回の募集をするにあたっては、ある程度当然その中身を限定し

てこういう仕事をやってもらいたいんだ、こういう仕事に携わってもらいたいなという部分をあ

る程度提案をして、それに見合う協力隊を入れていきたいなというふうに思っております。多分

そのスケジュール的にいくと、まだ協力隊が今２人、２９年度も活動していただけるということ

ですので新しい協力隊についてはただいまの部分では２９年度の秋から冬ぐらいにかけて募集を

開始して、３０年度から交代というような流れが一番スムーズな流れになろうかなというふうに

思っておりますけども、先ほど申し上げました、各課や町の状況を踏まえて、町に今どういった

専門的な技術やノウハウを持っている方が必要なのか。町の活性化のためにどういう人材が必要

なのか、どういった分野に活躍してもらう必要があるのかという部分を十分に精査して、募集を

かける時にそれをしっかり伝えて、良い人材を入れていきたいなというふうに思いますので、ご

理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今の方が来て最後の１年ということなんですけど、２年間いた中で来年度再募集、新規募集と

いうことでされていく中で、今の方々が定住に繋がっていくのかどうなのかっていうことは、そ

こら辺のことはまだはっきり解らないのかもしれないんですけど、なるべくそういうふうにして

いかないと意味がないのかなというふうに思うんですけど。どういった話を今の段階でされてい

るのか、その辺のことは全部じゃなくても良いですけど、状況を教えていただければなっていう

ふうには思いますが。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 ２名とは非公式ではありますけども、それぞれ考え方、３年終わった後の自分たちの今後どう

いうふうにしていくかという話は非公式でありますけども、お話を伺っているところでございま

す。そういった中でお２人とも絶対このことをするっていう部分までは至ってなかったのかなと

いうふうに思っております。 

ただその話を聞いてから数カ月経っておりますし、今後年度も変わるというような部分もあり

ます。いよいよ１年余りという形になってきますんで、改めて２人とはまた、お２人の気持ちを

お聞きして、議会の方で承認いただければこういった制度の活用もありますよという部分も紹介

しながら、さらには、町でできる支援を全面的に協力する形で彼と彼女には伝えていきながら、
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町としても最大限の支援をして協力をしていきたいというふうに思っております。ただ当然その

本人の意思が１番でありますので彼らの意思をまずしっかり受け入れて彼らにも、なるべく早い

段階でどういう方向かという意思を固めてもらいながらそれについて全面的に協力をしていきた

いというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 重複になってしまいますけども、新しく協力隊に来てもらうっていうことに関しては、２５ペ

ージの平成３０年よりということで書かれていますけども、平成３０年にこだわることなく中途

採用も含めながら、なるべく早い動きで新しい方を呼び入れるっていうことをやっていただきた

いということが１点と、各課から掘りおこしということで職務内容とかを吸い上げているってい

うことですけども、役場内だけにとどまらないで農協ですとか商工会ですとか他の機関ともいろ

いろ相談しながら活躍場所があるのかないのかということを掘り起こし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 

 まずその採用の時期でありますけども、採用時期につきましては今のところ３０年４月という

ふうに一応のスタンスを決めておりますけども環境整備だとかいろんなことが許すことができれ

ば、そういったこともやぶさかではないのかなというふうに思っておりますけども、基本的には

３０年度の４月からという部分をまず一定のスタンスとしていきたいなというふうには考えてご

ざいます。 

それからもう１点、どういった人材を入れるかという部分で役場内にとどまらずということで

あります。事務局としても、そういったつもりで関係機関にもふってもらえるように、事務局的

な我々からも、各関係機関にも、そういった情報収集をして、この町にどういった人材が必要な

のかという部分、十分に把握しながら募集を行ってまいりたいというふうに思っております。 

 

○堀川委員 

 前向きにお願いします。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。良いですか。前中委員長の方からよろしいですか。はい、そしたらどうぞ。 

 

○前中委員 

 細かい指摘なんですけど、特公で交付されるって話聞きまして、その入り口として清里町の要

綱の中で法人格を有するという１つの括りというか、法人申請における経費算入だとか、あくま
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でも法人格っていうか法人申請をしなければこの交付金申請はできないんでしょうか。あくまで

も個人っていう対応では可能ではないんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ここに記載しているのは、法人登記ということで書いてありますけども、他の部分についても

該当するものが当然出てきます。いわゆる個人の起業をする場合に、いろんな設備投資でありま

すとか、ここに書いてあるような部分も出てきますので必ずしも法人格を有しなければこの事業

が該当しないということはありませんので、それだけはご承知をいただければと。 

 

○前中委員 

 それともう１点、先ほどの議論の中で、この本町におけるその協力隊員を３０年４月をもって

採用したいっていう答弁ありましたけども、どのような分野っていうのを検討したいっていう課

長の答弁あったんですけども、どのような分野っていうのは、必然的に調整能力は企画課でしな

ければならないんですけども、本町におけるこれからの地方創生の中の少子高齢化の中における

課題において、１つは観光、そしてもう１つは交通。このへんに大体集約されているのかなと思

うんですけども。そういった意味でやはりインセンティブは企画課でもっていくのか、担当課を

交えて原課いろんな吸い上げてくって答弁ありましたけども、企画課としてどうリーダーシップ

をまとめてつくっていくのか。吸い上げばっかりでなかなかまとまらなかったら何にもならない

のかなと思うので、そこら辺どのように考えているか。ちょっとだけ聞きたい。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 担当事務局の企画政策課としては、当然町のその状況を踏まえてある程度の素案を持った形の

中で、そういった部分の中で新たないろんな情報をしっかり集約するという部分が必要ですので、

当然今御意見いただいた企画政策課の部分で十分リーダーシップをとりながら、インセンティブ

とりながら、いろんな情報を得ながら、各課の意見も伺いながら、どういった人材を入れていく

か、応募していくかという部分についてはしっかりと企画政策課の方でインセンティブをとって

やっていきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 ちょっと１点だけお聞きしたいんですけどね。これ総務省からは恐らく協力隊員には基本的に

隊員としての任期が終わった時点で、当該の地域に定住することはできるようにっていうような

ことは言わさせているよね。うちの採用する部分での定住要件というのは特に要綱の中に謳われ

ているようなのはある、ないの。 
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○企画政策課長 

 一応協力隊が契約する時にということですよね。基本的にはそこまではないですけどもいわゆ

る定住を促すような御案内はしています。常にしています。で、本人たちもそういった部分を十

分に認識をしながら、清里町には協力隊として入っていただいてというような部分もありますけ

ども、制度上必ず定住しなければならないかということではありません。 

 

○勝又委員長 

 それであれば、ここにも起業支援という部分でこの目的の中に定住及び町の活性化を図る目的

とするってなっているわけなんだけど、起業という部分でただやみくもに定住するんでなく、今

回総務省から、出来ればそういうような形で起業できればというようなことでの交付金措置だと

思うんですよね。 

その１つの起業できるような形のものをサポートできるような受け入れ体制がないと企業なん

て絶対結びつかないんじゃないかなと思うんですよね。役場の職員の、たまたまこの分野に人が

足りないから、そこにぽこっとはめて、その職が３年経ったら終わりました、じゃあ定住してく

ださいって言ったって、それはちょっと無理な話じゃないかなと思うんですよね。きちんとそこ

で何かを興して起業できるようなものがない限り、僕は定住ということに結びついていかないん

じゃないかなと思うんですよね。 

問題はそういうことも含めて、そういうことを考えた形でのこれからの採用なのか。今２人い

るわけなんだけど、その２人の方々にそういうようなサポートができているのかどうなのかって

ことをまずきちっと定めないと。せっかくこうやって交付金の事業をつくったとしても果たして

起業に結びついていくのかなということは、ちょっとハテナマークついちゃうような部分でない

かなと思うんですよね。あくまでも起業を前提としたような地域おこし協力隊員を募集していく

とか、それに見合ったようなメニューをいろんな形の中のその３年間の訓練の中でさせていける

ようなものがないと、先ほどの池下議員の方から本州の視察で見てきたところもそうですけど、

最初からこれをやりたいとかって入ってきているっていう部分があるってありましたけどね、そ

れはもう完全に起業に向けた形の中での地域おこし協力隊員へのサポートなんだよね。僕はちょ

っとそういうふうにちょっと考えるものですけど。課長どう思いますか。 

 

○企画政策課長 

 当然、国の事業があるから、あとは起業したいんだったらすれやということにはもちろんなら

ないわけでありまして、起業する上ではいろんな部分で協力体制を惜しまないわけでありますけ

ども、なかなか個人が起業するっていうのは、協力隊に限らず、なかなか難しい部分があるのか

なというふうに思っております。ですから、そういった部分で国のこういった制度も町としても

活用して要綱を立ち上げさせて立ち上げさせていただいたわけでありますけども、他の部分も協

力隊だけではなくて、地域おこし協力隊だけではなくて、清里町の活性化につながるような起業

を起こしたいという方々があれば、そういった部分を今後支援できるような、町として支援でき

るような何かそういったものがあればいいなというふうに、私個人的にも思っているわけであり

ますけれども、そういった部分も、今後内部でも勉強しながら協力隊だけではなくて、いろんな

人たちが、まちの活性化につながる起業支援だとか、そういった部分が店舗も出店だとか、そう

いった制度もありますけども、そういった制度ももう一度見直して、今後清里町はそういったと
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ころを活動しやすいようなまちづくりが必要じゃないのかなというふうに思います。協力隊その

ものが必ずきて起業をするかしないかというような部分は、本人次第かなというふうに思ってお

ります。まず、移住定住していただくっていうのが一番。スタンスとして一番必要なことってい

うか大切なことだというふうに思っておりまして。次に起業するか観光が得意分野であればそう

いったところに入っていくケースももしかしたらあるかもしれません。いずれにしてもいろんな

選択枠、起業をベースとしていろんな選択枠に支援できるように今後とも内部的にも勉強してい

きたいなというふうに思っています。 

 

○勝又委員長 

 はい池下委員。ちょっともう１点。 

 

○池下委員 

 もう１点ちょっと最後に聞きたいんですけど、２年間、課長の所管のところで見てきたと思う

んですが、今現在２人、女性の方、男性の方いますけど１００％の力を発揮していると思います

か。何回も私たちも会ってはいろいろと話はしていますけど、今の部署において、彼ら彼女たち

が本州からきて、本当に自分たちの思い、発想が本当に発揮されているのかなというふうなこと

に関して課長はどういうふうに見ておりますか。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 ご承知の通り２人については、今の業務だけではなくて地域やいろんな活動に積極的に参加し

ていただいておりまして、彼らそのものも有意義な生活って言うんですか、活動をより活発に行

っていただいているのかなというふうに印象を受けます。本人それぞれの業務については、それ

ぞれが１００％自分の思い通りな仕事、業務をこなしているかどうかは把握しておりませんけど

も、それについては、彼ら彼女らだけでは無くて、そこの組織やいろんなところにいれば多少の

フラストレーションや不満やそういったものは少なからずあるところもあるのかなというふうに

感じております。今後そういった部分が今までもしか心に溜めているものがなかなかその表に出

なかったという部分があれば、それを最終年度にも十分生かしてもらいながら、さらには自分の

思いが最終的に１００％出せなかったとしたら、その部分を今後新たな定住を生かして、起業や

いろんな活動を通して発揮してもらいたいというふうに思っております。 

なかなか正直な話、我々もそうですけども、今自分のいる職場や団体やその活動の中で常に自

分が１００％出せるか。出しているかというのはなかなか難しい部分はあるんじゃないかなとい

うふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。河口委員。 
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○河口委員 

 いろんな意見の中で、ひとつは地域協力隊が、この清里町を２人が選んできたっていうのが、

いろんな形で表現されていて十分発揮されているだろうと理解しております。３年間の中にこの

地域に自分たちが起業するためのマーケットはなんだ、自分たちがどこを標準にしたら起業でき

るかっていうマーケットをどうつくっていくのかっていう、それぞれ感じている部分が将来の起

業になるんだろうと思います。その中で一番問題は地域とのコミュニケーションが１つ大きなウ

エイトになってくるだろうと思っております。 

その３点て言いますか、マーケットはどういうふうに彼達が捉えているのかだとか、住民との

間のコミュニケーション、十分は発揮されているんだろうと思いますけども、その辺の環境づく

りっていうのは、まさしく行政側の捉え方の違いによって大分違うのかなと。 

ここで論じることではないんでしょうけども、例えば医療の問題がひとつ。今この町内で問題

になっているわけですけど、ここにマーケットをということで来たけども現実どうだったんだろ

うか。私たちはこの問題についてはものすごく勉強しなきゃならんことがたくさんあるように感

じました。ここにあてがいぶちで、はいこの仕事してくださいで起業できるかってことにはなり

ませんので、あくまでも３年間の中で本当に起業できるかって彼らがどう考えているかっていう

のは、もう彼らしかない。そうだけど環境づくりをどれだけ応援をしてやればここでスムーズに

起業できるか。これはあくまでも対象になるのは、あくまでも町民との住民とのコミュニケーシ

ョンが問題になってくるんだろうと。その中にそのマーケットをつくっていくんだろうと思って

おります。 

当然そこにあるマーケットの中で何の事業ができるかってことなんですが、一番大事なのは、

やはり環境づくりは行政側がどうそういう仕組みをつくっていくかということが非常に大事かな

というのは感じておりますので、問題になっている医療はひとつの例で、非常にこれから勉強に

なることなのかなと思いますので、みんなで知恵を絞っていけたらいいなと思っておりますので、

せっかくの２人の人材をどうやって生かすかという部分は、２人が一生懸命どういうところにマ

ーケットを持っているかって早く気が付いた時に、どう起業しやすくするかということはやっぱ

り行政の１つのアドバイスだとか、いろんなことが非常に大事なことなんだろうと思いますので、

当然あくまでも本人の問題ですけども、その辺はうまくアドバイスできるような体制をつくって

上げて欲しいと思っておりますのでぜひよろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 協力隊員のことで論議が活発になって、すべて起業するような話になっているんですが、そう

でなくて起業をする場合はって話ですから、基本的にはここに来てくれた人方がこの町に定住で

きる、定住するためには生活をしていかんとならん、職業として何かこの町に彼らにふさわしい

環境づくりが働く場があるのかどうなのか、そういう支援というか考え方を今観光協会にいるか

ら観光協会でということじゃなくて、清里町全体の中で彼らは基本的に清里町が好きで、そして

来てくれたわけですから、その人方が本当に定住してくれる、起業してもらえれば一番良いこと

ですけども、そのときにはいろんな支援策がやれることがありますけども、その前に定住をして
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もらえるのか、あるいはそういう環境があるのかということをひとつ見守っていくというスタン

スであって、この起業するためにどうしていくんだ、こうしていくんだっていう論戦では私はな

いと思うので、その辺を踏まえた中で、もう少し幅広い感覚の中で、実際に生きがいを持った形

で住んでもらえるのかどうなのか、そういう支援がどういう形でできるのか、行政だけでない全

体としてどうやってできるのかを幅広いアンテナを彼らに渡してあげるっていう努力をしていく

べきでないかな、このように思います。 

それともう１つ堀川君が言われたように、３０年度からの募集をしたいでなくて、どういう部

分にこの町が今必要なのか。堀川君言っていたように、いろんな職種やいろんな環境いろんな部

分の中で、行政だけが考えるんじゃなくて、この町のどういう人方がどういうふうに思っている

のかいろんなことがあると思うんです。そういう幅広い形の中からこの清里に来て働いてみたい、

ちょっと体験してみたい、余りにもかた苦しく、来た以上は必ず起業して貰わなかったらとかそ

ういう感覚じゃなくて、幅広い意味でもう少し固定をしないで募集をかける段取りを１年間計画

していますけれど、行政として予算つくるから３０年という部分ですけども、極端なこと言えば、

必要な時期で必要な人材があれば中間に募集かけることは年度の途中でも可能でしょうし、そう

いういろんな形の中で、予算は後から補正すれば良いことです。行政としてはともかく年度初め

なので、どうしても予算ということになっていますけど、それが幅広い形の中で基本的にはまち

づくりなんで、そのへんを踏まえてひとつ前向きに前進していっていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 今河口委員、加藤副委員長のおっしゃるような部分の中で、先ほど私の方でも申し上げました

とおり、この今回については、起業をする場合のための要綱の説明ですので、どうしても話の展

開がそういうことになるのかなというふうに思っておりますけども、後半の御意見の中では、当

然起業だけではなくて、本人たちが例えばもしかしたらどこか町内の企業に勤めたいというよう

な部分もあるかもしれませんし、例えば清里に住んで斜里のどこか会社に働くかもしれません。

それは本人たちの最終的な意志ですから、私たちが意志を覆すということにはならないのかなと

いうふうに思っています。 

ただやはり協力隊として、清里町に３年間活動しているわけですが、それを十分に活かした仕

事なり活動していただくのが清里町民にとっても我々役場にとっても良いのかなというふうに理

解をするわけでありますし、そういった部分では、河口委員もおっしゃられた地域での中でのコ

ミュニケーション非常に大切にしながら今後ともやっていきたいなというふうに思っておりま

す。さらには先ほど堀川委員からもそして今加藤副委員長からも御意見いただいた中でどういっ

た人材を役場の中だけではなく、いろんな幅広いところから参酌をしながら、どういった人材が

いつ必要なのかという部分ではスピード感があれば、それはその時に環境が整えばやっていける

のではないかというふうに思っておりますし、基本的なベースとしては次期の協力隊については

３０年４月からというような形で今のところスタートしていきたいなというふうに思っておりま

すので、ご理解をいただきたい。 
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○勝又委員長 

 他にありませんか。はい。田中議長。 

 

○田中議長 

 私も委員も皆さん意見いろいろ出たわけですけど、この事業の一番の目的は３年後には、地域

慣れていただいて、そして地域に定住していただくというのが、国それから行政のこれは本来の

目的だと。そこの中で、なかなか３年間でうちの町の場合は、２名の協力隊員が受け入れて観光

の掘りおこしだとか、それから地域特産品の開発だとかそういった目的での受け入れだったかと

思うんですね。 

この３年間で２年今経過したわけで、当初受け入れる行政の最初この３年をどうするか。それ

が一番重要だったかと思うんですね。これ３年経ってその自分で考えてどうせったってなかなか

難しい。課長もいろいろできる限りの知恵、支援だとかをしていきたいとそういった答弁だった

かと思うんですけど、まさに委員の皆さんから清里町内いろんな林業関係、農業、商工業そうい

った人たちも含めた中で、いろんな知恵を借りて行政だけで一所懸命考えるんでなくて、そこが

一番大切なのかなと。そんなふうに、もう残り１年なわけなんで、ぜひそういうことも入れた中

で、できるならば、ここの定住に結びついていただきたい。そういった皆さんの意見かなと。そ

んなふうに思うんで、ぜひ頑張っていただきたいな。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 大変貴重な御意見ありがとうございます。議長おっしゃられたように、当然その町のアドバイ

ス、町の支援というのは限られている部分がございます。彼らも非常に地域に馴染んでいますし、

地域と一緒に活動している部分がございます。そういった部分では先ほどの河口委員の地域のコ

ミュニケーションというような部分ではございませんけども、官民問わず、ぜひ折角清里に来て

いただいたこの二人を行政だけではなくて議員の皆さま各位のご支援もいただきながら、各団体

やそれぞれ活動している方々のご協力やご助言もいただきながら彼らをせっかく清里に来ていた

だいて、これから定住していただいて、また地域の一員として活動していただけるように各それ

ぞれ団体や皆様方からの協力もいただいてけるようなそういった仲介役部分も、私どもも頑張っ

ていきたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 はい。他にありませんか。なければ終わりたいと思います。次③清里町空き家活用促進事業要

綱について。はい担当。 

 

○地域振興Ｇ主事 

それでは私の方から、清里町空き家活用促進事業要綱の制定案についてご説明いたします。１

５ページをお開きください。この要綱につきましては、現在空き家となっている住宅を改修し、

居住もしくは賃貸物件として活用する際の改修費用の一部を補助し、定住また空き家の利活用の
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促進を図るために要綱を制定するものでございます。具体的な要綱の内容については１６ページ

の要綱案に沿ってポイントになる部分を説明させていただきたいと思います。 

まず第２条１項１号ですが、空き家の定義として居住の用に供する個人所有の占用住宅もしく

は店舗併用住宅であり、現に居住がない住宅を空き家として定義づけをしているところです。 

続いて、第４条においては補助対象者について記載をさせていただいています。対象者につい

ては、町内外問わず空き家の所有者である個人を、今回この補助要綱の対象者として定めており

ます。また第５条では補助の対象となる空き家について定めております。個人所有の町内にある

住宅であり、また建築後５年経過していること。そして改修の際は、町内の住宅関連業者が工事

を行うことを定めている。ほかに改修後については、所有者本人が住む、もしくは３年以上賃貸

住宅として取り扱うこと。そして改修に係る経費が税抜きで５０万円以上であること。また年度

内に工事が完了することが補助対象の空き家の条件ということで定めております。また第６条で

は補助金額といたしまして、対象経費の３分の１以内の額で上限３０万円として定めまして、補

助金の交付については１つの空き家について１回限りということで定めております。第７条から

第１２条については事務的な部分になりますので説明を割愛させていただきます。１８ページに

移りまして継続の義務ということで、第１３条になります。改修した後賃貸住宅として空き家を

扱う場合については年度ごとに賃貸状況の報告を求めることを定めております。１９ページにつ

いては工事内容を表にしてまとめたもの。また２０ページから２４ページについては、補助の申

請または実績報告についての様式になっています。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、清里町空き家活用促進事業要綱についての説明がございました。委員の皆さま方から。

はい河口委員。 

 

○河口委員 

 空き家対策支援事業の第５条の（３）町内住宅関連業者が工事を行うことっていうことについ

て、新築の時は半額補助までに変わったと思うんですが、ここの町内住宅関連事業者が工事を行

うことという項目についてもう少し緩和できる、考え方を変える必要はないんでしょうか。私の

意見です。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 今の河口委員のご指摘は町外の事業者も含めた方が良いんではないかということでしょうか。 

 

○企画政策課長 

 前段にあった住宅改修リフォームの補助制度ございましたけども、その補助制度も当然住宅の

環境改善さらにはこういう住宅関連に携わっている企業支援というような部分がございました。

そういった部分も含めまして、今回いろいろと今の現行の制度であれば、住んでいる人しか対象

にならないという部分では、なかなか空き家の促進にはつながらないというような御指摘も委員
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の方々からもいただいた時もございましたので、そういった部分で、今回この要綱を立ち上げさ

せていただいたわけですけども、そういったもともとあった要綱も含めて町内業者の町の商工の

活性化というような部分も、この中に含めた形の中で事業を推進していくということがあります

ので、この施工をいただく事業所については町内ということで引き続きやらさせていただきたい

なというふうに思っておりますのでご理解いただきたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 確かに、町内業者をというのは当然と言えば当然のことは理解十分しているんですけども、住

宅をやる業者があくまでもほぼ固定化されている状態なんだろうと思います。この清里町にどう

いう選択肢があるんですかといったときに、選択肢のない業界である現実の中では、やはりそれ

ぞれ住宅を改修される方のいろんなニーズに応えていく。そしてそこに住んでいく。問題は今後

そこに住むんだよっていうことを対象とした時に建てるときの改修の時は一時のことなんだろう

と思います。そのときの若干の補助、決して高い金額じゃないですね。例えばどこか少しハード

ルをつけるとすれば、半額だとかそういう規定も１つ考えられるのではないか、新築の時、半額

までの補助っていうのは緩和されたと理解していますので、同じように改修事業についても、そ

の辺の緩和をしていただければと思うんですけども。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 この改修事業については、先ほども申し上げましたとおり、そういった町内の商業等の活性化

という部分の一因もございますし、事業所が固定化されるというような御意見もございましたけ

ども、新たに今はそういう建築関係の事業所にとどまらず電気関係をやっている事業所とかもこ

ういう事業で参入もしていただいて、いろんな電気系だけではなくてキッチンだとかお風呂場だ

とか、そういう改修も行っていただいておりますし、そういった部分でそれぞれ商工業者の方々

も非常に今厳しい状況の中で切磋琢磨しながら新たな部分の事業を広げていけばいいのかという

ような部分もやっていただいておりますので、そういった部分も含めてその特定の建設業だけで

はなくて、こういった事業があるので、うちもそういうリフォーム事業に取り組んでみようかと

いうような業者さんもいますんで、そういった部分を含めてそういった業者の方々の活性化とい

うような部分含めてある程度町内の業者に固定をしてきたいなというふうに思っておりますの

で、業者の関係についてはそういうふうに固めていきたいなというふうに思っておりますのでご

理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さん、加藤委員。 
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○加藤副委員長 

 非常に良いことだと思うんですけど、河口さんの意見等もあって、私も新築の部分で半額とい

う部分があるんで、この部分でも半額の項目つけて特に差し支えないのかなと思いますんで、今

後さらに検討の余地があるような部分ではあると。 

それともう１点、私お伺いをしたいのは、空き家を居住者もしくは賃貸で良いですよと速やか

にっていうことなんですが、賃貸の場合非常に難しくて、つくったけどすぐだめで１年間空いち

ゃったよと。で何年間空いてもこの補助対象になってくのか。あるいは３年間供用しますといっ

て１年しか供用しなかったときに、１８ページに書いてあるんですが一部返還を求めることがで

きるというふうになっているんですけども、この辺のあたりって本当に事業を始める前からマイ

ナス部分を考えることは不適切だという部分もあるわけですが、なんて言いますか、そういう部

分について逆に整備したときに直して入ってときに、あらかじめ申請はしていただくけど補助金

については３カ年を持って例えば３０万を１０円ずつ毎年毎年交付してきますよという方法であ

っても良いのかなと。逆に返還を求めるっていう項目よりも住んだ実績に応じて施策をしていく

ということが、ある意味では頭にぽんってやって後からこの改修するなりあったときはそういう

ふうになって、最後には特に多いのは町長が特に認めたものはその限りでないとかって、勝手な

項目ついたりするんでそうじゃなくて、逆にその入所改善するということ。まずもって最初に申

請だけしてくださいと。そして１年間入っていれば本人だろうと居住者、賃貸であろうと１０万

円毎年３カ年しますよってこういう方法もある意味では良いような気もするんです、その辺の検

討はしなかったんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 今回のこの空き家活用の事業をたてるのに、いろんな議論をしました。中でこういったケース

はどうだろうとか、売買の場合どうだろうだとか、いろんなケースが想定されまして、法人だっ

たらどうだろうとか、いろんな想定をした中でその要綱に今落ち着いているということでありま

す。 

まず１つは本人が住むケース。本人が住むケースについては当然本人が実際住まないと例えば

北見に住んでいる方が清里の空き家を見つけて、その空き家を直して住む、それについては当然

本人が住まないとその空き家が生かされているということになりませんから、当然本人が住んだ

段階で補助金を交付するということにしていきたいなというふうに。それから賃貸の部分であり

ますけども賃貸の部分もいろんな議論をしたわけでありますけども賃貸として、借りる方は中身

を見たいわけでありますから、ある程度条件、状況を整えた中でお貸しするということになれば

ある程度住む前につくったものを補助し、それを借り主の方々に見てもらって実際に借りるとき

が今副委員長御指摘のとおり、１年になる物件もあるかもしれませんし、すぐ入る物件もあるか

もしれません。そういった部分があるかもしれませんが町の空き家の最大の目指している目的が

空き家をまず回していくと、中古物件をどんどん回していくというような部分がございますんで、

そういった部分から今の制度に、今の制度というかこういう定めをさせていただいたというよう

な部分がありますけども、この事業もある程度進めていく中で河口委員や加藤副委員長がおっし
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ゃられたような部分は当然参考にしながら事業を進めていきたいなというふうに思っています。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 もうちょっと詳しく聞きたいんですが、賃貸で直して募集をかけるということがオッケーな改

築なのか入るよっていう人がいるんで改築しますよって、これ非常に難しいと思うんです。改築

したけども１年で入っていただければ良いけれども、２年空いたとか３年空いたとかってなっち

ゃったら、供用開始してない。その時の最初の補助金なわけですから。ただその場合、３年経っ

たから出るとかっていうことはない、その間入るんですよと言われたら募集かけているけど入ら

ないだけなんですよって言われたら、そのままになるんですか。実態としては、それは空き家の

ままなんです。やろうとしていることが駄目じゃないんです。やっていただいて入居した１年の

ときにあげますでも良いじゃないですかって。つくるときには申請書はいりますよって、こんな

苦労考えなくてもうまくやっていきますということであれば良いんで、あとから問題にならない

ように事業の推進をしていただきたいとこのように思います。 

 最初の時点でこれを運営するときに、実際にもうあるよという確信が５割以上あるぐらいの時

にしないと。 

 

○河口委員 

 住んでいれば問題ないです。３年間以上賃貸住宅だけどお金払っているけども住んでないって

いうケースは、そんなこと言われると賃貸っていう契約の中で当然持ち主が利益を持っているか

らそれはオッケーだよっていう解釈になるんだろうと。ただ絶対住んでないと駄目だっていう項

目はいるのかな。 

 

○勝又委員長 

 自分でも被っているわけだから。入りもしない家に金をかけて直す。はい課長。 

 

○企画政策課長 

 制度上、ここに書いてあるとおり当然賃貸についても、当然今状況はどうなっているんだとい

うような部分も報告させるように進めたいなというふうに思っておりますし、住宅については、

貸すにしても何をするにしても、やっぱりある程度条件を整わないとなかなか入ってくれる人も

いないのかなというふうにも思っております。これは仮定の話になっちゃうかもしれませんけど、

入る予定が余りないのに勝手に直しといて、さあどうかというような部分も想定的には余り想定

できないような部分もございますし、いずれにしてもこの事業については空き家を促すと回すと

いうような部分もありますんで、そういった部分で事務方としても、この制度の活用については

活用する本人たちとも、当然申請の時期それから実施状況を、当然注意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ので、ご理解をいただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 他、ありますか。無いようですので進みます。④番平成２９年度清里町予算の概要について。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

 それでは、平成２９年度の予算の概要につきまして御説明申し上げます。別冊の資料１をご覧

いただきたいと思います。１ページになります。 

まず、平成２９年度予算方針につきましては政府が掲げております一億総活躍社会の実現に向

けたアベノミクス第２ステージとしての新３本の矢、これの一体的推進の本格展開を見据え、国

の予算編成基本方針それから個別政策の動向を注視し、清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略

を包含した第５次清里町総合計画の後期５ヵ年計画の着実な推進を図ることを基本といたしまし

て、子ども子育てにかかる環境づくり、教育の充実、観光交流の促進、住生活環境を重点とした

効果的な施策や事業の展開を図ってまいります。また重点事業に掲げております子ども子育て支

援事業の推進、それからケアハウス整備事業を軸とした高齢者福祉事業の充実などの住みよいま

ちづくり。これらの実現に向けての予算編成を行っているものでございます。各会計の予算につ

きましては、５ページをお開きいただきたいと思います。 

一般会計につきましては予算の総額を５３億２千５００万円としておりまして、平成２８年度

当初予算に対しまして４億１千６００万円の増となってございます。率にしまして１０８．５％

となっております。介護保険事業特別会計から焼酎事業特別会計までの全会計を含めますと６９

億５千９８６万９千円であり、前年対比４億２千７５５万２千円、率にしまして１０６．５％と

なってございます。一般会計の伸びについてですが、細かい新規事業もございますけども、大き

なものとしましてはケアハウス整備事業が一番の要因でございます。介護保険事業特別会計につ

きましては、地域支援事業費の増、国民健康保険事業特別会計につきましては、総務費及び保険

給付費の増、後期高齢者医療特別会計につきましては広域連合納付金の増、簡易水道事業特別会

計につきましては昨年統合認可変更の実績業務がございましたので、その分の農業集落排水事業

特別会計につきましては事業費の増、焼酎事業特別会計につきましては醸造費、公課費にかかる

経費の増が主な要因でございます。 

６ページをご覧いただきたいと思います。一般会計歳入の内容でございます。依存財源であり

ます地方譲与税から地方特例交付金までについては過去の実績等を勘案し、予算計上してござい

ます。地方交付税につきましては、基準財政需要額から町税等の基準財政収入額を控除した見込

み額と近年の実績を勘案し１千９００万円を減額して計上してございます。国庫支出金及び道支

出金につきましては、補助事業等の実施に伴いまして増額した形での予算計上となってございま

す。町債につきましても投資的事業等の実施に伴いまして６千３４０万円を増額計上してござい

ます。次に自主財源でございますが、町税につきましては農業所得の堅調な推移などを考慮し、

１千６６９万９千円の増額計上としてございます。財産収入につきましては町有林の流木売払い

収入等の減によるものでございます。繰入金につきましては、ふるさと基金、子ども子育て基金、

公共施設整備基金、財政調整基金それぞれの繰入でありまして、あわせまして１億８千９１５万

３千円の増額計上でございます。 

７ページをお開きください。歳出の主な増減要因についてご説明いたします。議会費につきま

しては２４７万６千円の減でありまして、議会運営費、議会運営事業費の視察研修事業の減が主

な要因でございます。総務費につきましては１億８千８５２万９千円の減でございます。主に情
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報交流施設きよ～るの整備事業が終了したことによる減額計上でございます。民生費につきまし

ては７億２千３９９万３千円の増額計上となってございまして、主にケアハウスの整備事業が要

因でございます。衛生費につきましては保健福祉総合センターの非常用発電機設置事業の完了等

によりまして１千９７４万３千円の減額計上となってございます。農林水産業費につきましては

１億９千９３０万６千円の減額でございます。昨年農協が実施しました施設整備に対する支援を

行ってございまして、その分がなくなるということで減額の計上となってございます。商工費に

つきましては４千３７２万２千円の減額でありまして、主にパパスランド等の温泉施設管理経費

が総務費に科目更生されたことによる減でございます。土木費につきましては１億４千６３万７

千円の増額計上でありまして、道路維持補修事業及び橋梁長寿命化事業、並びに道路保全事業な

どが主な要因となっております。消防費につきましては６０２万８千円の減額計上となってござ

いまして、昨年救助用資機材こちらの更新整備を行ってございますので、その分の減が主な要因

でございます。教育費につきましては８７８万円の増額計上でございます。学校給食費、道補助

事業などが主な要因でございます。公債費につきましては元金及び利子としまして２３９万４千

円の増額計上であります。 

次に主な事業概要につきましてご説明いたします。２ページにお戻りいただきたいと思います。

平成２９年度予算の主な主要施策事業につきましてご説明します。表の右側の大区分の項目につ

きましては、総合計画に基づいた５つの基本目標を柱としまして、その中に総合戦略の項目に合

致するそれぞれの事業を入れ込んだ形となってございます。なお各課所管の主要施策事業につき

ましては、原課より詳細の説明があろうかと思いますので、私から概略のみご説明をいたします。

まず、活力にあふれ豊かな地域をつくる産業のまちでございます。継続事業でありますが店舗出

店改修等事業補助事業から中小企業融資貸付制度事業を計上し、産業の振興を図ってまいります。 

次に新規事業でありますが、観光情報発信事業及び北海道日本ハムファイターズ応援大使事業、

それから継続事業のふるさと特産品ＰＲ事業、地方創生進化のための推進事業、きよ～る整備事

業をそれぞれ計上し、清里ブランドの強化と情報発信を図ってまいりたいというふうに考えてご

ざいます。またこちらも継続事業でありますが、福祉医療従事者人材確保事業、若者雇用拡大奨

励金交付事業をそれぞれ計上し、企業就労環境の構築を図ってまいります。 

次に継続事業の花と緑と交流のまちづくり事業及び地域イベント支援事業それから新規事業で

あります、日本で最も美しい村推進事業をそれぞれ計上し、地域資源を活かした環境について推

進をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

３ページになります。ともに支え合い一人一人の命と暮らしを大切にする町でございますが、

新規事業として安心出産支援事業それから継続事業でございますが、不妊治療助成事業それから

子育て不妊治療助成事業から子育て支援保育料補助事業まで計上しておりまして、出産子育ての

環境づくりの充実を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

次に豊かな心と文化を育てる学びと交流の人づくりのまち。こちらでは若者の家賃補助事業、

住環境づくり推進事業を計上し、移住定住の推進を図ってまいります。また特色ある学校づくり

推進事業と新規事業でございます、学校給食費補助事業、継続事業の清里高校支援対策事業、教

育支援員及び特別支援教育支援員の配置事業、国際理解教育推進外国人英語指導事業などを計上

しまして、教育環境の充実を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

続きまして４ページをお開きください。自然と共生する安全安心な環境のまちでございます。

予防接種事業から救急医療体制づくり事業まで新規継続を含め、９事業につきまして掲載をして
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ございます。そして安心安全なまちづくりを進めてまいりたいというふうに考えてございます。

次に、道路等整備事業から清掃センター長寿命化改修事業について計上しておりまして地域生活

の確保を図ってまいりたいというふうに考えてございます。最後に、協働と共生で築く自立のま

ちでございます。継続事業として地域活動推進事業交付金事業および清里応援事業を計上し、地

域活動の充実と町民参画の推進を図ってまいりたいというふうに考えてございます。以上が平成

２９年度予算の概要でございます。私からは以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今総括主査より平成２９年度の清里町予算の概要についての説明がございました。

委員の皆様方から。はい伊藤委員。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。なければ、主要施策の方入りたいと思います。それでは平成２９年度一般会

計当初予算主要施策事業について。はい総括主査。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

平成２９年度一般会計当初予算における主要施策事業の企画政策課所管分のうち、私の方から

はまちづくりグループが所管します事業につきまして、ご説明申し上げます。２５ページをお開

きください。 

こちらに次のページを含めまして８事業について掲載をしてございます。まず、２款総務費、

２項総務管理費、１目一般管理費ふるさと特産品ＰＲ、ふるさと納税返礼事業でございます。昨

年１１月からふるさと納税のポータルサイトさとふるを活用しまして、特産品のＰＲを図ってき

たところであります。平成２９年度におきましても同様に業務委託を考えてございまして、報償

費及びふるさと寄付金業務委託料としまして合計６３０万円を計上するものでございます。財源

はすべて一般財源であります。４目町政要覧企画作成業務委託事業につきましては新規事業でご

ざいまして、現在の町政要覧につきましては発行から７年が経過していることから要覧の作成に

かかるレイアウト及び構成を行うものであります。要覧の企画作成委託費として１４０万４千円

の計上でございます。こちらも財源は一般財源でございます。 

続きまして、５目自治振興費、地域活動推進事業交付金事業につきましては記載のとおり、自

治会及び団体等が行う地域の特性を活かした自らの参加と創意による個性的な地域活動や地域お

こしなどの活動に対しまして支援を行うものでありまして運営交付金及び事業交付金合わせまし

て１千３５０万円の計上でございます。財源はすべて一般財源であります。３項開発促進費、１

目企画振興費、地域おこし協力隊募集採用選考委託事業につきましては清里町総合戦略を推進し、

地域振興を促進するために総務省の地域おこし協力隊事業を活用しまして都市部より本町にはな

い知識、技術を持つ人材を募集し、平成３０年度より本町で活躍していただく人材の確保を図る

ものでございまして旅費及び協力隊の募集採用選考委託料合わせまして１８４万６千円の計上で

ございます。こちらも財源はすべて一般財源であります。続きまして１０項総合戦略費、１目総

合戦略事業費、清里応援事業でございます。魅力と活力あるまちづくりを推進するため地域の活

性化を目的として活動する団体へ運営費補助及び町外において町の魅力発信につながる事業を実

施する団体に対して補助を行うものでありまして２４０万円の計上でございます。こちらも財源
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は一般財源でございます。同じく１目総合戦略事業費、日本で最も美しい村事業推進事業でござ

います。こちら昨年日本で最も美しい村連合へ正式加盟したところでございますが、そのことを

活用しましてサポート企業との連携、知名度の認知度の向上及び交流人口こちらの増加を目指し

て改めて本町を美しく保っていく助成を図っていくものでございます。報償費から連合負担金等

合わせまして３０７万４千円の計上でございます。財源はすべて一般財源であります。２６ペー

ジをお開きください。同じく１目総合戦略事業費地方創生の深化のための推進事業でございます。

こちらにつきましては本町の情報発信手法や移住交流環境の構築を確立するため清里町のブラン

ディング等を図るものでございます。報償費からグリーンツーリズム推進モデルプラン構築委託

料まで合計１千９６１万３千円の計上でございます。財源につきましては、国庫支出金８８０万

２千円。こちらは地方創生推進交付金でございます。残り１千８１万３千円が一般財源でござい

ます。 

最後に北海道日本ハムファイターズ応援大使事業であります。御存じのとおり昨年宮西投手、

中村投手ということで応援大使が決定し、平成２９年２月まで応援大使として活動していただく

こととなりました。球団と各種コラボレーションを行い、町内事業の活性化、町のＰＲ、特に青

少年の育成に力を入れ推進を図っていくものでございます。旅費及び実行委員会交付金合わせま

して２１２万６千円の計上でございます。財源はすべて一般財源でございます。私の方からは以

上です。 

 

○企画振興課主幹 

 続きまして、２７ページから地域振興グループ所管分のご説明をさせていただきます。２款総

務費、３項開発促進費、１目企画振興費、地域おこし協力隊事業につきましては協力隊にかかる

人件費、活動費、その他の経費で、社会保険料に８２万５千円、賃金に５０４万円、旅費に４６

万９千円、活動経費の燃料費として需用費に４２万４千円、隊員の指導、研修、フォロー業務の

委託料として１７７万２千円、活動車両の借上料として使用料及び賃借料に９３万６千円、会議

負担金として２万円、合わせまして合計９４８万６千円を一般財源で計上しております。 

次に情報交流施設事業につきましては、本町の観光拠点となる情報交流施設きよ～るの施設管

理運営にかかわる経費でございます。燃料費、電気料、水道料として需用費に５２６万１千円、

施設の火災保険料に４万円、施設管理運営にかかわる職員給与、施設警備、施設保安保守事業の

委託料に９７３万３千円。合計１千５０３万４千円を一般財源で計上しております。次に、情報

交流施設整備事業につきましては前回の委員会の中でもお話ししたとおり情報交流施設の外構整

備にかかわる経費でございます。施設の安全性の確保を主とした外構施設の最小限の改修と施設

情報がわかる看板等の新設として工事請負費に１千４００万円。施設内のカフェに電気式補注機

の設置として備品購入に７万４千円、合計１千４０７万４千円を計上しております。財源内訳は

基金より１千３００万、一般財源１０７万４千円を計上しております。 

４項庭園の町づくり事業、２目花と緑と交流のまちづくり事業費、花と緑と交流のまちづくり

事業につきましては、住民参加と協働で築く景観づくりを行うため、花壇植樹帯等整備事業に３

４５万２千円、都市農村交流事業に２１９万９千円、触れあいの散歩道に４３万７千円、合計６

０８万８千円を計上しております。財源内訳はウォーキング事業助成金など雑入として１７万円、

一般財源５９１万８千円を計上しております。 

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、商工振興対策事業につきましては、地域商工業の
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振興及び地域の活性化を目指して事業を展開する商工会を支援する経費といたしまして商工会補

助に９１０万３千円、各種事業の実施にかかる経費を商工振興事業補助として６５２万１千円。

合計１千５６２万４千円を一般財源で計上しております。 

次のページをお開きください。中小企業融資貸付制度につきましては、要綱に基づく貸付利息

の一部及び保証協会の保証料の補助で４３５万円を一般会計で計上しております。次に店舗出店

改修等補助事業につきましては地域の優れた資源を活かした新商品の開発や空き店舗活用による

新たな事業者や現に店舗を構えている事業者に対し、店舗出店と改修費用の助成を行う経費とい

たしまして店舗出店２件分６００万円、店舗改修４件分４００万円。合計１千万を一般財源で計

上しております。次に、住環境づくり推進事業につきましては継続事業の住宅改修等促進事業は

改修解体にかかわる経費の補助として２５件分、７５０万円。先ほど要綱で御説明いたしました

新規事業としての空き家活用促進事業は５件分１５０万円。合計９００万円を一般財源で計上し

ております。 

２目観光振興費新規事業の観光情報発信事業につきましては観光振興計画に基づく情報発信と

してヤフー系のウェブサイトに清里町の広告画像を張りつけ、ウェブ利用者を広告主のサイトに

リンクさせるための経費として委託料４５万４千円を一般財源で計上しております。 

次に観光協会補助事業につきましては特定非営利法人清里観光協会の円滑な運営を支援する経

費として５０９万円、斜里岳登山道整備補助として９７万３千円、合計６０６万３千円を一般財

源で計上しております。 

次に地域イベント支援事業につきましては各実行委員会に補助する経費として緑のフェスティ

バル負担金に１９２万８千円、ふるさと産業まつり負担金に４８万円、ウィンターフェスティバ

ル負担金に３０万円、合計７０２万８千円を一般財源で計上しております。 

次のページにまいります。３目オートキャンプ場費、オートキャンプ場管理運営事業につきま

しては施設の管理運営事業として５１９万７千円、オートキャンプ場施設塗装事業として３０４

万円合計８２３万７千円を計上しております。財源内訳は基金より２９０万円キャンプ場使用料

３３５万３千円、公衆電話料１千円、一般財源１９８万３千円を計上しております。 

４目江南パークゴルフ場費、江南パークゴルフ場管理運営事業につきましては施設の管理運営

事業として７２８万８千円を計上しております。財源内訳は、パークゴルフ場使用料１３２万３

千円、自動販売機の電気料２万４千円、販売手数料９千円、一般財源５９３万２千円を計上して

おります。以上で説明を終わります。 

 

○企画政策課長 

 ひとつ訂正がございます。大変申し訳ございません。先ほどの資料１、平成２９年度予算の概

要でございますけどもその２ページの一番上店舗出店改修等補助事業でありますけども、本年度

の事業費いわゆる予算額の計上は１千２００万円とここに記載していますけども１千万円であり

ますので訂正をお願いしたいと思います。大変申し訳ございません。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、２９年度の一般会計当初予算主要施策事業についての説明がございました。各委員の

皆様方から質問意見等ございましたら。はい、伊藤委員。 
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○勝又委員長 

 はい。他委員さん。河口委員。 

 

○河口委員 

 きよ～るの件でちょっと確認したいんですけども、実際に暖房の部分については、まだまだ数

字が確定してないでしょうから、ただ最初に計画されていた、ヒートポンプを使った時の暖房費

はかなり安くなるんだというところの計算と現実の差っていうのはどのように捉えられているの

か。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 まず、委員お話しのとおり、まだトータル的な１年間を通して、暖房や冷房がかかってきてお

りませんので、はっきりしたというような部分はまだ述べられませんけども、当初のとおり補助

事業受けておりまして、その補助事業の申請の部分では年間８０万前後ぐらいには節約になって

いるかなというふうに考えております。ですからトータル的にまだまだここ１、２年でその暖房

の使用だとか、冷房の使用をみて、もしかしたら上下するかもしれません。この数字は本当に仮

にということでご理解をいただきたいですけども、その仮の計算でいきますとだいたい今事務方

で計算している部分ではいわゆるヒートポンプで今やっていますけども、やった部分と普通の灯

油のＦＦの部分でいきますと大体１７、８年ぐらいで元が取れるっていったらちょっと変ですけ

ども、回復できるのかなというふうに思っておりますので、これについては、本当に今の概算の

費用ということで当初も同じような、ご説明をしたのかなというふうに思いますけども、またあ

る程度１、２年経って比較がはっきりできるようなことがあれば、またご報告させていただきた

いというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 細かい話は再度ずっとこのへんについては教えていただきたいと思うんですけども、ケアハウ

スもヒートポンプを入れますよ。きよ～るも入れてきました。この時のきよ～るについては１０

月が運転されたんだろうと思うんですよね、１０月はわずかです。１１月、１２月、１月と電気

代が間違いなく数字として出ているはずなんですよね。でトップシーズンはいつなのかと言った

らやはり１２月、１月が年間の一番の電気代のトップの部分だろうと思いますんで、それは数字

出ていると思うんですね。現実に月何１０万増えましたよ、その電源の使った部分きよ～るが暖

房として動いた時に何万増えましたよっていう数字は出ているんだろうと思いますので、その辺

をしっかりと詰めていってほしいなと思うんですね。実際ここ運営している、ここで１千５００

万年間かかるよって出てきて、事業費として出ているわけですから、これはずっとかかっていく

ことで、むしろそのへんのヒートポンプ今度は冷房で使っていくんですね。冷房で使っていくか
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ら、従来から見ると間違いなく燃料費はかかっていくだろうと思いますので、その辺細かくちょ

っと見て温度をどんだけ細かく管理していくかということが大きいことだと思います。非常にあ

そこに行くと暑すぎてっていうのと、それは当然、太陽光は入ると暑くなる。それをどうやって

うまく経費を下げていくかっていう工夫もやっぱり細かいところを詰めていく以外にないと思い

ますんで、どんだけ下げれるんだっていうことだけはきちんと計画の中に入れていってほしい。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 河口委員ご指摘のとおり暖房やそういった部分だけではなくて、きよ～るについては、昨年７

月にオープンということでまだまだ１年間トータル的にやってない部分もございますので、まだ

まだ予算の計上については概算の部分もございますので、そういった部分いろんな部分で経費節

減をしながら、業務を委託している団体についても十分にそういった指導を行いながら、ここで

はこういった数字を挙げていますけども、できる限りの予算の 削減を図っていきたいというふ

うに考えております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 きよ～るの看板設置についてなんですけども、去年から施設の名前にケチばっかりつけて非常

に申し訳ないんですけども、情報交流施設きよ～るが正式名称ということでどんな書類にもこう

いう名前がついているんですけども、看板に情報交流施設きよ～るっていうふうに書かれていて

も何の意味もなさないと思うんですよね。外から来る人にとっては。もう既に何ヶ所かの道路標

識には情報交流施設きよ～るまで何キロですとかそういうような看板が既に設置されていますけ

ども、とにかく外から来る人にとって解りやすいもの。情報交流施設って書くぐらいでしたら、

食事、お土産、観光案内。こういうふうな書き方をしないと外から来た人には全然解りづらいと

いうふうに感じるので、新たな看板に設置については、そういうような外から来た人にも一目見

てわかるような、それを見たら観光案内に行けば観光案内して欲しい人がその看板を見たらそっ

ちの方に誘導していけるような看板の設置をぜひ検討をしていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 今の案内の部分については、いろんな部分でご意見をいただいている部分でございますので、

この予算の範囲内でいろんな部分でどういう表現が良いのか、そういった部分も含めて来町者に

解りやすいように、案内ができるように整理を進めていきたいというふうに思っておりますので

ご理解いただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 よろしくお願いします。他委員さんからあります。河口委員。 

 

○河口委員 

 ２９年地方創生の深化のための推進事業の中で１千９００万、事業費でブランディング作成委

託料６５０万、グリーンツーリズム推進モデルプラン構築委託料６００万、１千２５０万。これ

全部委託料として計上されているんですけども、それはあくまでも国庫支出金の８８０万が足か

せしてこの事業委託をしなきゃいけないということなんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 これにつきましては御存じのとおり、地方創生のための交付金制度ということで、本町につい

ては、この制度、平成２８年度の後半から始まっている事業で実質的には平成２９年度、３０年

度が実績年度ということになります。 

この事業についてはここに書いてあるとおり、清里町のブランド力を向上しながら、最終的に

は雇用の場を創出するというような部分で国に認められた地方創生のための深化のための交付金

でございまして、約半分にあたる財源については国の補助金ということになります。具体的な中

身については、ここに記載とおりちょっと解りづらい部分ございましょうけども、ブランディン

グについては清里町のブランド力向上のためにアイテム的には、既存のポスターやパンフレット

がかなり古く、無いものもございます。そういった部分の掘り起こしをしっかりして情報発信を

する事業を主に取り組んでおりますし、グリーンツーリズム並びにグリーンツーリズム推進モデ

ルプランにつきましては、農業者を初めとする町の活性化を図るために、まちづくりを進めてい

る方々が自主的に始められているグリーンツーリズム事業で本格的にパッケージ商品として、し

っかり捉えて町の活性化に繋がって産業振興にもつながるような仕組みを構築しながら、これを

清里の滞在型の１つのモデルプランとして、さらには経済効果をもたらすような事業施策として、

しっかりと構築をしてやっていきたいなというふうに思っております。具体的には平成２９年に

ついてはモデルツアーを、何度かやりながら清里のグリーンツーリズムをいろんな多方面にわた

って情報発信をしていきたいというふうに思っております。これについてもいわゆる行政やそう

いった団体の力ではなかなか難しい部分がありますので、大手の旅行代理店等々の協力もいただ

きながら進めていきたいということでございます。いずれにしましても冒頭述べましたとおり、

この事業につきましては国の地方創生がらみの推進交付金を活用する事業ということで事業の中

身がちょっと雑駁になっている部分もございましょうけども、そういった部分でご理解をいただ

きながら、まちの観光振興を含めたブランド力向上のための事業施策ということでご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 
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○河口委員 

 地方創生、まさしく地方が元気になるためにどういう形でその地方が元気になるんだというこ

とで、国はいろんな形の助成をしてきているわけで、実際に私どもがいろんな形で、ここで活性

化だとか、それがここの町の資産として実のあるものにどうしていくかということが一番大きな

ものだと思うんですね。いろんな地方創生交付金たくさんある中で、結局、作成費、委託、給料

に、ほとんどが持っていかれて、ここの町に何残ったんだろうかということのないような何が欲

しいんだということをしっかりと捉えた中で委託していただきたい。すでに何が欲しいんだとい

うことははっきりしているんですね。観光の部分だから、お任せしました。委託料こういうこと

やりました。結局はその事業やりました。で終わらない。ここの町に何が残るんだ、何を残した

いということをはっきりして、この委託業務をやって進めていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 十分に肝に銘じて事業を推進してまい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。無いようですので、企画政策全体を通してありませんか。なければ、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 

 それでは引き続き生涯学習課進めてまいりたいと思います。７点ほどございます。まず１点目、

学校給食費の無償化について。課長。 

 

○生涯学習課長 

 まず、私の方から、今回生涯学習課より７件協議報告と説明をさせていただきますので簡単に

説明をさせていただきます。 

まず１点目の学校給食費の無償化でございます。現在給食費につきましては、清里町給食費軽

減実施要綱によりまして、平成２６年の４月から給食費に係る経費の一部を軽減しまして保護者

の負担の軽減を行っているところでございます。近年全国的に広まっておりまして、近隣でも小

清水、大空で導入。また昨年の清里町のＰＴＡの連合会の懇談会でも要望のありました給食費の

無償化を平成２９年度より行いまして保護者の経済的負担の軽減を図り、子育ての支援、子ども

を産み育てやすい環境づくりを進めていきたいと思っています。なおこの手法につきましては補

助金交付要綱を制定しまして補助金という手法により行っていきたいというふうに考えてござい

ます。 

２点目の学校運営協議会の設置についてでございますけども、本町におきましては、平成２９

年度より清里小学校、清里中学校において、コミュニティスクールの導入を予定しておりまして、
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現在導入に向けて推進委員会を設置しまして検討協議を行っております。学校運営協議会の導入

によりまして、学校保護者、地域住民が連携一体となった学校運営の改善充実、子どもたちの健

全育成、開かれた学校を進めていきたいというふうに考えておりますので要綱等について、規則

等につきまして説明をさせていただきます。 

３点目の清里町学校支援員の設置でございます。現在、教育支援専門員、特別支援教育支援員

の教育関係支援のための職員を配置しておりますけども、平成２９年度より児童生徒の学習面の

支援を行う学習支援員を配置していきたいと考えてございます。 

４点目、清里町スポーツ合宿等誘致支援実施要綱の改正でございますが、これにつきましては

合宿団体が有効に活用できるよう要綱を改正していきたいというふうに思ってございます。 

５点目の主要施策につきましては、それぞれ担当より説明をいたします。 

６番目の公立高等学校の入学者選抜試験状況、それから一番最後７点目の光岳小学校の閉校に

ついては現状それから経過について説明をさせていただきます。 

それでは１点目の給食費の関係から、担当より説明をいたします。 

 

○勝又委員長 

 お願いします。はい担当。 

 

○学校教育Ｇ主査 

私の方から、清里町学校給食費補助金交付事業についてご説明いたします。この事業は保護者

の経済的負担の軽減を図り、子育て支援及び食育活動を推進するために、保護者が負担する給食

費相当額の補助金を交付するものであります。この要綱についてご説明いたします。 

第１条でこの事業の目的を定め、第２条では補助対象者を清里町立小中学校に在籍する児童生

徒、清里やまと幼稚園に在園している幼児、その他町長が特に必要と認めた者の保護者を保護者

に対して補助金を交付するように定めております。第３条では補助金の額を保護者が負担すべき

給食費相当額と定め、第４条では、第４条から第９条までは補助金交付に必要な事務手続きを定

めております。第４条では補助金の交付を受けようとする保護者は補助金の請求及び受領に関す

ること、給食費の納付に関すること、その他補助金の交付に関する一切のことを学校長に委任し

た上で学校長を経由し、補助金交付申請書兼委任状を提出するというふうに定めております。補

助金の交付申請を受けた後、清里町は申請書の内容を審査し、補助金を交付すべき者と認めた時

は清里町学校給食費補助金交付決定通知書、様式第２号により学校長に通知するものとします。

第６条では補助金の請求を定め給食費の補助金交付請求書第３号により学校長が清里町に補助金

を請求するものとします。第７条では請求を受けた清里町は、補助金と概算払い決定通知書様式

第４号により、学校長に通知し、速やかに補助金を交付するものとします。２項では学校長は補

助金の交付を受けたすべての補助金をもって速やかに給食費を納付するものとします。第８条で

は、補助金交付手続きの省略を定めておりますが、保護者の交付手続きの負担軽減と事務の簡素

化を図るために清里町補助金等交付規則第７条に規制する事業の変更についてを省略するものと

します。第９条では、補助金の実績報告について定めております。学校長は補助年度の３月３１

日までに清里町学校給食費補助金実績報告書様式第５号により町長に実績を報告します。実績報

告を受けた清里町は、その内容を審査して補助金の精算を実施します。 

次に第１０条では重要事項としてこの要綱の取り扱いについては、清里町補助金等交付規則を
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運用するものと定めています。第１１条は、この要綱が定めるもののほか補助金交付に関して必

要な事項を教育長が別に定めるというふうに定めるとしています。 

附則１番、この要綱の施行期日を定め、附則の２では、清里町給食費軽減実施要綱の廃止につ

いて定めています。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただいま、学校給食費の無償化について担当主査より説明がございました。皆様方から質問等

ございましたら。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今回のこの昼食費の無償化するということは、子育て支援とかそういう面からは非常に良いこ

となんだと思いますけれども、町が給食費にお金を支援するということを考えるにあたって、た

だにするのも１つなんでしょうが、地元の物を利用するですとか、北海道産の地域ならではの良

い素材を利用するですとか、そういう特色ある食材を利用して、本当においしいものを子供たち

に食べさせてあげる。小さい頃からそういう優れた素材食材を口にできるようなことに町のお金

を重点的に配分していくということの方が、自分は重要じゃないのかなというふうに考えてござ

いますけども。その辺についてはどのような考え方ですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 先ほど担当から御説明いたしましたけど、今回堀川委員からもありましたとおり、今回子供の

子育て支援という形で、その関係につきまして給食費の無償化について行いたいというふうに考

えているところでございますが、今言われたとおり地元の食材の活用だったり、おいしい給食と

いうのは従来までもやっていたことかなと思っておりますけども、美味しく、それから安全な給

食の提供については、給食を提供する上で重要なことというふうに考えてございます。現在地元

の食材としましては、清里産の小麦粉を使用した食材の提供ということで地元のお店屋さんのパ

ンですとか、うどん、ラーメンを数年前から活用して提供しているところでございますし、農産

物での野菜でいきますとジャガイモ、玉葱、キャベツ、白菜、大根、長いもなど、清里産の農産

物を重点的に活用できるものについては、重点的に活用を進めているところでございます。また、

セレクト給食といいまして、年に２回ですけども、みんなで楽しく美味しく食べることを目的に

複数のおかずの中から、子どもたちが選択できる方法もとっているところでございまして、今、

言われたとおり大変重要な美味しく地元の食材を活用ということを今まで以上にもやりながら、

今回の無償化についても行っていきたいと考えているものです。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 
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○堀川委員 

 食育活動という面に関しても給食というのは、大きなウエイトを占めると思うので、今まで以

上においしいものを、地元の素材を使った給食が出来るように無償化が足かせになって、安かろ

う悪かろうになっていかないように、重ねて要望したいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいま、堀川委員から言われたことを肝に銘じながら無償化について、行っていきたいとい

うふうに考えております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他にありますか。お昼の時間ですが、延長します。それでは続きまして、②

清里町学校運営協議会の設置について。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 私からは３ページから６ページの学校運営協議会の設置について、説明させていただきます。

本日規則は、本年４月より清里小学校及び清里町学校に導入を予定しておりますコミュニティス

クールの実施に伴う協議会の設置につきまして規定するものです。コミュニティスクールは、保

護者や地域住民、学校これらが一体となって、学校運営に参画していく連携を深め、地域が一体

となって、学校運営の改善、児童生徒の健全育成に取り組んでいくという事業でございます。 

その中で学校運営協議会とは、その３者が集って、指定学校の運営方法について承認したり、

学校運営に関する課題の解決に当たったり、清里町が目指す教育のあり方を地域住民、保護者、

学校それが一体となって協議する場であります。 

協議会は、第７条にございますとおり、保護者、地域住民、指定学校の校長及び教職員、学識

経験者、関係行政機関の職員で構成を予定います。委任数は、２０名以内としています。身分は

それぞれ非常勤の特別職の公務員として新たに報償委員として位置づけてまいりたいというふう

に考えております。報酬につきましては、総務課資料の３ページから５ページをお戻りいただい

てご覧いただきたいと思います。先ほど総務課から提案された資料の中に提案資料がございます。

ほかの報償委員同様、委員長の日額８千円。委員は日額７千円としまして、従事時間が３時間未

満の場合は、これらについては日当の半額支給というのを考えております。 

ちなみにこの協議会の開催ですが、年３回程度を開催の予定としております。コミュニティス

クールにつきましては、国、文科省においては本年４月から設置の努力義務化と位置づけるとい

うふうにしております。より地域とのつながりを重視した学校づくりを国も目指しております。

近い将来は全国すべての学校がこのコミュニティスクールに取り組む、義務づけるという方向性

を示しております。 

本町におきましては、現状の学校運営におきまして小学校、中学校、ともに保護者はもとより、

地域住民の参画を得ながら学校運営を進めさせていただきます。これらの取り組みを１歩２歩よ

り先に進めまして、地域に開かれた学校づくり学校を介した地域づくりを見まして本事業を推進
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していきたいというふうに考えています。以上で規則の説明を終わらせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 ただいま、清里町学校運営協議会の設置について説明がございました。委員の皆さまから。河

口委員。 

 

○河口委員 

 運営協議会については、いろんな聞きたいことがあって、この時間では無理なんだろうと思い

ますので、改めて半日ぐらい時間をつくっていただきたい。私の希望なんですが。 

まずこの運営協議会は、何のためにやるんですかの中に改善という項目が一つある。改善のた

めに清里小中学校において、何か問題があって改善しなきゃいけないのか。国の枠組みの中で、

これは地方創生の一環のなかに書かれている。それは全然問題にしない。どういう形でやってい

くのか。保護者が主体的な家庭教育ができるような学校機会や情報の提供、いろいろな相談、地

域における居場所づくりだとこういろいろと書かれています。その中で保護者や地域住民との協

働による学校づくりの推進に資するということからスタートなんだろうと。 

我々がここで今必要としている中の一番大事な部分は何かと言ったら、清里町の教育ビジョン

が非常にきれいな形になって書かれております。教育行政指針。１つ目、心豊かで自信と誇りと

夢を育む学校教育の推進、２つ目、学びの輪が人とまちをはぐくむ社会教育の推進が書かれてい

る。物すごく漠然としていて、その中でどういう形で学校運営をしていくかということが、その

ときに大きな枠組みを変えようとしている。少し時間で全然足りない。私どもも確認していきた

いということはたくさんありますので大変時間をとっていただきたいということが１つ。 

もう一つは先日、コミュニティスクールのセミナーがありました。これについては、学校の教

職員が午後から相当の数が来ていただいて説明しておりますということでお聞きしています。夜

７時から私と伊藤議員もいらっしゃいました。一般の方が何人いらっしゃったか。非常にこの辺

が重要なことなんだろうと思います。地域住民が学校教育にどう一緒にやろうかといってもその

セミナーの中で一般の人が全くない。その中で、教育委員会が前のめりになって、この問題につ

いてやる。当然、本年度導入がはっきりしている。タイムリミットをつくるというのは理解する

ところがあります。そのときどうやって進んでいくかということがあるんでしょうけども、これ

を進めるにあたって、一般の住民の方の理解は、どうしていくのかということを教育委員会さん

にどう考えているかをお聞きしたい。どのように進めていくのかということをお聞きしたいんで

すが。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 このコミュニティスクールにつきましては、先ほどの担当の方からもお話をさせていただきま

すけれども、現在学校を取り巻く状況は複雑化しておりまして、それらの課題解決のため、また

より良い地域に根ざした活動を行うために地域の人材等を活用しながら協力を得まして、子供と

向き合う時間の確保ですとか、個に応じたきめ細やかな教育活動等行っていきたいというふうに
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考えておりまして、地域の方や家庭の方が学校運営に携わることで学校の活動内容等を理解し、

学校運営に参画していくような仕組みづくりを行うものでございまして、地域住民の方にも、当

然ご協力をいただければ進められない部分でございます。 

先ほど言いましたけども、推進委員会の方設置しながらＰＴＡですとか、地域の方、また民生

児童委員さんに協力を得ながら、推進委員会を設置し、運営協議会の導入に向けて、さまざま協

議を行っているところでございまして、それらの方の御協力を得ながら、今後どうやって運営協

議会を行っていくかというのを、今後協議会の中で十分に検討したいというふうに考えていると

ころでございます。 

先程の通り、一般の説明会ときに少なかったということは事実でございまして、今後さまざま

な手法等によりまして、地域の方にもＰＲ周知をしながら、導入に向けて、また本来２年間かけ

て行う予定ございましたが、諸事情で１年間になったということはございます。そうは言っても

導入に向けまして、出来ることから学校運営協議会の方を進めていけばなというふうに思ってい

るところでございます。そういうことで御理解をいただければと思ってございます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 どういう形で進んでいきたいということは解るんですけれど、何を改善しなきゃいけない、こ

この町にこの教育は絶対進めていきたいんだという、その辺のビジョンをまずはっきりしなきゃ

いけないということの中で、いろんなことを書かれていますが時間がありませんので、その辺は

改めて今後の協議なりしていきたいと思います。 

この問題の中の最後の方にいろいろ書かれている中で、こういうことだなということは、コミ

ュニティスクールや地域、学校、共同本部、運営協議会、特定の体制からの視点だけではなくと

いうふうに書かれている。学校と地域が十分に主体性を持った社会で担い手育成ということは、

地域はしっかりとこの辺の議論をしてください、という。あくまでも学校コミュニティスクール

という枠の中で地域運営委員会と学校だけの問題じゃなくて、住民がどうやって理解して、清里

町の教育はこういうふうに進んでいるんだというビジョンをはっきり、漠然とした教育長の行政

方針の中からさらに具体的な部分をきちんと示していかないと、お互いのその地域運営委員会と

学校の問題だけでということで終わってしまうじゃないのかなと思いますんで、この辺はいろん

なセミナーを教育長や町長だとか、現場の先生が、地域住民に話せば良いんだろうと。この前は

伊達の方を講師に先進地のお話をされるのは結構なんですけども、自らどういうふうにやりたい

という部分がこの町には欠けているから、この部分を改善していきたいなと。この部分をしっか

りやりたいということをやっていくべきで、１年にしたということも、進んでいって初めて問題

点は出てくるんだと思います。百点満点なんて最初から望まない。光岳小学校、緑小学校。この

運営委員会をやるんだったら、同時に１つになることでないとおかしいんじゃないかなと。緑小

学校、光岳小学校、清里小学校、小中高一貫とした運営体制やるんだったら、しっかりこの部分

も含めて検討していただきたいと思うんですが。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

河口委員から、学校運営協議会について質問がございました。この学校運営協議会につきまし

ては、先ほど言われたとおり、地域でどんな子供を育てたいか話し合って、学校、家庭、地域で

の共通の目的として、育みたい子ども像を運営協議会の中でいろいろ議論しながら、進めたいと

いうふうに考えてございます。 

この運営協議会、うちの町はもう従来から地域との密接なつながりがあって、その辺、学校運

営協議会に似た形では進んでいたというふうに思ってございますけども、それをシステム化しま

してより密接な保護者、地域と学校と結ぶ上で、この国が今進めております運営協議会の方を進

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、これについては学校で基本方針等

を承認するというようなこともございますし、それから学校で情報を地域の方なりに出していた

だきまして、その上で先ほど言った子供像等育みながら、進んでいきたいなというふうに思って

ございます。先ほど意見出ていましたので、参酌しながら進めていきたいなというふうに思うと

ころです。 

 

○河口委員 

 この運営委員会の中で校長の教育方針の承認をもらうという枠組みになるようですから、その

へんはしっかりとした実のあるものに、形にこだわらない、中身がある部分にしていっていただ

きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 ほかにありませんか。なければ進みます。③清里町学習支援員の設置について。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 ７ページから１０ページに資料ございますので、ご覧いただきたいと思います。清里町学習支

援員の設置について説明をさせていただきます。 

学習支援員につきましては、新年度から新たに配置を予定するものでございます。配置の趣旨

につきましては、児童生徒一人一人の学習の基礎、基本、これらの定着と学力の向上。これらを

目的に、新たに設置を考えてございます。具体的には、教員の指示のもと個別支援や習熟度別支

援などを行う、学習支援それらを行っていきます。 

学習支援員をはじめ、現状における各種支援員の比較表これらを一覧にいたしました。７ペー

ジの資料をご覧いただきたいと思います。今説明しました学習支援員につきましては、表の一番

左側になります。表の中央につきましては既存の教育支援専門員、右につきましては特別支援を

支援する特別支援教育支援員でございます。 

今回新たに設置を予定しております学習支援員につきましては、勤務条件、その他の取り扱い

は真ん中の教育支援専門員にほぼ準じてございます。勤務条件は資格要件としまして、教員免許

を有している方。勤務条件の詳細につきましては週５日勤務。１日６時間半を予定してございま

す。賃金は月額で２０万。配置状況につきましては、主に小学校を重点的に配置してまいりたい
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というふうに考えてございます。財源措置としましては、国からの交付税措置が実はされておる

事業でございます。全国の学習学力調査などからも特に、小学校段階における基礎学力の向上、

定着が必要な状況が見受けられます。学習支援員が配置によりまして、これまで以上に児童生徒

に対する学習サポート体制を十分に強化してまいりたいというふうに考えております。以上で説

明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 清里町学習支援員の設置についての説明がございました。委員の皆さまから。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 一つ確認させていただきたいのですが、今回学習支援員が新規ということで、それ以外に今ま

での教育支援専門員ですとか、特別支援員というのがあるという認識で良いんですね。その中で、

今回新規で１名ということ、特別支援員のほうで追加１名となっているんですが、今この３つの

部門を全部合わせて次年度人数で合わせると２名増えるというイメージで良いですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今説明しました新たな学習支援員が１名、今までいました教育支援員に１名でありまして、特

別支援教育支援につきましては清里小学校今まで２名、中学校１名だったですけども中学校１名

増やしまして、中学校を２名にしたいということで併せまして、２名増えるということでご理解

いただきたい。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

 ④清里町スポーツ合宿等誘致支援実施要綱の一部改正について。担当主査。 

 

○社会教育Ｇ主査 

 清里町スポーツ合宿等誘致支援実施要綱の一部改正について御説明申し上げます。１１ページ

をお開きください。 

１番目の改正理由でございますが、合宿団体が支援を有効に活用できるようにするために改正

するものでございます。２番目の改正内容でございますが、１点目がこれまで支援品としてきよ

さと商品券で支援していたものを補助金として一部現金で支給するように変更するものでござい

ます。２点目が支援補助金の上限が５０万円だったものを、上限を廃止するものでございます。
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３点目が、補助金のうち、きよさと商品券での支給上限を５０万円から３０万円に引き下げるも

のでございます。４点目が、清里商品券の宿泊費の制限を廃止するものでございます。３番目の

施行期日でございますが、平成２９年４月１日から施行するのでございます。 

１２ページをお開きください。新旧対照表にてご説明申し上げます。右の欄、改正前の要綱を

ご覧ください。要綱第４条は支援の内容を記載しておりますが、第１項第１号の中、２行目から

の下線部分相当のきよさと商品券の支給を行う。ただし、きよさと商品券の使用は宿泊費に使え

ないものとする。なお、上限は１団体につき５０万円相当までとする。とあるものを左側の改正

後の要綱をご覧ください。同じく第４条第１、第１号中２行目からの下線部分を補助金として予

算の範囲内で支給することができる、ただし補助金の補助金額のうち３０万円を上限として、清

里商品券で支給するものとすると変更いたします。１３ページをお開きください。第８条で支援

の取り消しについて記載しておりますが、第２項第２号中、下線部分の支援品を補助金に変更す

るものでございます。以上説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいまスポーツ合宿等誘致支援実施要綱の一部改正についての説明がございました。委員の

皆様方から。無い様ですので、終わります。⑤平成２９年度一般会計当初予算主要施策事業につ

いて。 

 

○生涯学習課主幹 

 それでは、１３ページをお開きください。生涯学習課一般会計当初予算主要政策について御説

明申し上げます。私の方からは社会教育Ｇ担当の部分につきまして御説明をいたします。 

はじめに総務費４項、庭園のまちづくり事業費、２目花と緑と交流のまちづくり事業費、町民

海外研修事業でございます。これにつきましては、平成２５年を最後に参加者がいないというこ

とで中止し、本年平成２８年度につきましては１年間お休みをいただいていたところでございま

すが、来年平成２９年度につきまして、再び予算計上させていただきたいと考えております。内

容につきましては、モトエカ町の訪問団ツアーを組みましてモトエカ町に訪問をするということ

を考えております。参加は補助といたしましては、経費の３分の２で３０万円を上限。そしてそ

れを６名合計１８０万円の事業費を見ているところでございます。財源内訳につきましては一般

財源でございます。続きまして１４ページの前後して申しわけございませんが一番下をご覧くだ

さい。高校生海外派遣研修事業でございます。これにつきましては、清里高校を第１学年の希望

する生徒全員をニュージーランドモトエカ町に派遣する事業で継続して行う事業でございます。

報償品、３万円。普通旅費５０万２千円。消耗品費１万６千円。負担金補助交付金につきまして

は１千７４７万円を見ていくところでございます。財源内訳につきましては、子ども子育て基金

で１千２００万円。一般財源で６０１万８千円でございます。続きまして、１５ページの上段外

国人英語指導業務委託事業でございます。これにつきましては、幼稚園、保育所、小中高等学校、

そして本年度から学童保育へも派遣をしております。質の高い講師を確保するという観点から委

託するものでございまして委託料４７０万円を見ているところでございます。財源は一般財源で

ございます。またその次のスポーツ合宿等誘致支援事業でございます。先ほど担当より説明を申

し上げましたとおり、要綱を若干変更いたしまして支援をするところでございます。合宿等誘致

的活動支援事業費補助１５０万円のうち、１００万円を合宿に来られる団体への補助、残りの５
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０万円を合宿に来られる団体を支援、サポートをする団体に対する支援ということで１５０万円

計上し、合計事業費１７０万となっております。内訳は一般財源となっております。 

続きまして、１６ページをご覧ください。１６頁の上から２番目、４項社会教育費の１目社会

教育総務費でございます。継続事業でございますが、スポーツ文化施設管理運営事業ということ

でございます。図書館、トレーニングセンター、町民プール、スキー場等文化施設スポーツ施設

の管理、運営を清里町スポーツ文化施設管理協会に委託するものでございます。委託料といたし

まして３千３４８万１千円を計上しております。内訳は一般財源となっております。２目生涯教

育費プラネットステージ公演事業ということでございます。町民の皆さんに優れた芸術文化の鑑

賞機会を提供するということで実施してございます。２９年度につきましても、２公演程度計画

しており公演の事業補助ということで３００万円を予定しております。財源につきましては一般

財源でございます。次に５項保健体育費１目保健体育総務費でございます。斜里岳ロードレース

大会実行委員会補助です。平成２９年は４０回目の記念大会として開催することとしております。

ロードレースにつきましては実行委員会、ここに補助をするものでございます。補助金が、３８

８万円ということで財源内訳につきましては一般財源というふうになってございます。同じく４

目スキー場管理費でございます。緑スキー場リフト整備事業でございます。緑スキー場のリフト

につきましては、平成２８、２９、３０の３カ年計画で安全安心なリフトの整備に努めていると

ころでございます。２年目を迎えます平成２９年度につきましては、ワイヤでございますが、こ

れの交換。それから主電動機でございますが、この分解清掃それからベアリングの交換等の整備

を行ってまいりたいと考えております。工事請負費といたしまして８６４万円でございます。財

源内訳としましては、公共施設整備基金８５０万円。残り一般財源１４万円となっております。

以上社会教育Ｇの説明を終わります。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 続きまして、学校教育関係の事業予算について説明を申し上げます。１４ページにお戻りいた

だきたいと思います。教育支援員配置事業でございます。先ほど説明させていただいた学習支援

員それから既存の教育支援専門員これらの人件費を計上させていただいております。２人分でご

ざいまして総額予算が５６４万２千円でございます。財源内訳は記載のとおりです。続きまして

特別支援教育支援員配置事業でございます。これは特別な支援を要する児童生徒への指導に当た

っていくためのサポート人員でございます。昨年までは、清里小学校２名、清里中学校１名の配

置ですが、今年から中学校に１名追加しまして、それぞれ２名体制で支援を行ってまいりたいと

考えてございます。総枠の事業費は１千１９５万８千円でございます。財源内訳は記載のとおり

です。続きまして、児童生徒の登下校安全管理器具購入事業でございます。これは児童生徒の登

下校の安全管理を目的といたしまして通学路周辺の公共施設に防犯カメラを設置するものでござ

います。本年度も、プラネット周辺に１台設置するところでございまして、来年度につきまして

も計画的に清里トレーニングセンターの周辺に１台設置してまいりたいというふうに考えてござ

います。そのための予算７６万２千円でございます。財源内訳は記載のとおりです。続きまして、

清里高等学校総合支援対策事業です。この事業につきましては２８年、２９年、３０年の３年間

で実施していくということで記載の事業がその事業内容でございます。昨年から大きく変わる要

素とございまして通学バス運行委託料がございます。御存じのとおり小清水高校からさらに来年

多くの生徒が通う予定でございますので、小型のバスから大型バスに変更させていただき、運行
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時間はこれまで同様、朝の１便、夕方、夜の、それぞれ１便で計３便を予定してございます。そ

の他の事業支援につきましては従来どおりでございます。一番下の入学支度金につきましては、

例年同様補正対応で措置してまいりたいというふうに考えてございます。事業費は、２千２６５

万９千円。財源内訳は記載とおりでございます。続きまして１５ページをご覧いただきたいと思

います。全国的なコミュニティスクール推進事業でございます。これにつきましては先ほど規則

等の説明をさせていただきました協議会の設置運営に係る事業費でございます。委員さんの報酬、

それから報償費、旅費など７２万４千円の事業費でございます。財源内訳は記載のとおりです。

続いて教職員住宅修繕事業です。適時に計画的な維持管理を行っていくことにおいて、教職員の

住環境の改善と財産の延命化を行ってまいりたいと考えております。本年も３棟の屋根、それか

ら外壁の塗装を予定してございます。事業費は４６１万円でございます。財源内訳は記載のとお

りです。遠距離通学バス業務委託事業にについて説明申し上げます。上斜里、江南、緑、札弦方

面から中学校へ通学する生徒の交通手段の確保のためのバスでございまして、教育機会の均等を

保障し、義務教育の円滑な実施を図るために、来年度も本年度同様運行を継続してまいりたいと

いうふうに考えてございます。事業費は２千２７４万９千円。財源内訳は記載の通りでございま

す。学校給食費補助事業でございます。先ほど要綱等の説明をさせていただきました。事業費に

つきましては１千８２３万７千円。財源内訳は記載のとおりです。続いて学校事務員、事務職員

配置事業です。児童数の減少によりまして、道費の負担による職員が来年度も光岳、緑、ともに

配置されない予定でございます。学校運営の円滑な運営を図るためにも町費の事務職員を配置し

てまいり、児童生徒のサポートを充実してまいりたいというふうに考えてございます。事業費は

４３２万４千円。財源内訳は記載のとおりでございます。憩いの広場管理事業でございます。清

里小学校前の大きな広場がございます。そこの管理のための芝かり等に利用するトラクターを購

入予定でございます。事業費につきましては２６７万円。財源内訳は記載のとおりです。続きま

して、１６ページをご覧いただきたいと思います。中学校グランド改修工事調査設計事業でござ

います。これは中学校グランド長年の懸念でありました春先の大風が吹いた際に土埃がまって、

教室等に入り込んだり、あるいは運動会の実施がままならなかったりと課題が数年間続いてまい

りました。教育委員会としましても、今後の対策としましてグランドを１度レイアウトし直し、

土、芝のあり方も検討しまして、方向性としては芝を芝生化にするということを予定しています。

かなりな高額な事業費になることが想定されますので、基本的には国の補助事業の環境改善事業

がございますが、それらを活用した形で改善を図ってまいりたいと考えています。芝の状況でご

ざいますが、立派な芝をはりますとかなり管理費もかさむということで、例としましてモトエカ

広場の状況がございます。今特段高い芝を入れているわけではなくて、かといって皆様に使って

支障きたしているわけではないように感じております。あのぐらいの芝をいれましてトラック、

野球場を改めて配置した中で計画してまいりたいというふうに考えています。そういったことを

学校と協議し、設計していくために、来年度早い時期に設計を終わらせて補助事業においてもい

つでも乗れるような状況にしてまいりたいと思います。補助事業の採択は、補助申請をしてのこ

とになりますので、早ければ２９年度の補正予算あたるかもしれませんし、そうでなければ３０

年度、３１年度ということになるかもしれませんが、上手いタイミングで補助事業にのれるよう

に常に準備をしてまいりたいと考えています。事業費予算は９５万１千円です。以上でございま

す。 
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○勝又委員長 

 ただいま２９年度の一般会計当初予算主要施策事業の説明がございました。各委員の皆さん。

堀川委員。 

 

○堀川委員 

 清里中学校のグランド改修の関係ですけども、以前話を伺った時は、芝生というのは管理が大

変でグランドに向かないという話も伺ったのですが。その辺は検討されたのでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今の芝生の関係でございますが、担当の総括の方からも言いましたけども、当初、立派な芝を

想定しておりまして管理費がかかるというふうに想定しておりましたが、先ほど言ったとおりモ

トエカ広場同程度を想定した場合、そんなにも管理費がかか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して、またグランドの芝生化ですけども、今の補助事業は芝生化でないと無

いってことで、グランドの芝生化については、全国的にいろんなところで進んでいる状況でござ

いますので、グランド芝生は、そちらの補助事業しかないこともありまして芝生で検討している

ところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さんありませんか。⑥平成２９年度公立高校入学者選抜出願状況に

ついて。課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは、６番目の２９年度の公立高等学校の選抜出願状況につきまして１７ページをご覧い

ただきたいと。１月２７日、北海道の教育委員会発表の出願状況ということで、皆さん新聞等で

ご覧になっているのかと思います。普通の東学区の清里高校を定員募集人員が、８０名のところ

一般出願者数が３８名、倍率が０．５倍となってございます。東学区の普通科におきましては４

校すべて定員割れ、普通科以外も含めましても下の方に商業の段ありますけれども、東学区の高

校では網走桂陽の事務情報だけが定員を上回っている状況でございます。なお出願の受付期間が

１月の３０日から２月の３日までございました。事務手続等を経て２月の１４日正式発表という

ふうになってございますけども、中間発表がありましたが中間発表後、１名網走の方が清里に変

更したという情報を得ているところでございまして、現在３９ということで見込んでいるところ

でございます。今後２次募集等ありますのでそのへん２間口の確保に向けまして全力を注いでい

きたいというふうに考えているところでございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただいま清里高校の入学出願状況についての説明がございました。委員の皆さんよろしいです

か。それでは⑦光岳小学校の閉校について。課長。 
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○生涯学習課長 

 光岳小学校の閉校の関係でございます。先月の委員会でも報告をさせていただきました。将来

的に統合することにつきまして、意見がまとまっているところでございまして、その後ＰＴＡ内

部での話し合い、それから教育委員会とＰＴＡの意見交換を行いまして１２月２１日にはＰＴＡ

だけの話合い、その後１月の今年に入りまして、３１日に教育委員会と現ＰＴＡ。それから、平

成２９年度の４月に光岳小学校に入学予定の子供さんを持つ保護者と話し合いを持ったところで

ございます。話し合いの中におきましては、今後の児童数それに伴います教職員数との再確認行

いまして、ＰＴＡとの協議におきましては閉校年度、平成３０年度末、平成３１年３月３１日。

平成３１年度から清里小学校へ統合することをＰＴＡの話し合い中で調整決定をしたところでご

ざいます。今後２月の下旬か、３月頭に地域の方、光岳小学校校区とする自治会の皆さんに集ま

りいただきまして、統合、閉校について報告をしていきたいということで進んでいるところでご

ざいます。 

以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

ただ今、光岳小学校の閉校についての説明がございました。以上、全体を通してありませんか。

以上で生涯学習課をおわりたいと思います。 

 

○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２７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２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 午後 ０時２３分） 

 


