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第７回総務文教常任委員会会議録 

平成２９年５月２４日（水） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １０時３３分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①清里町個人保護条例の一部を改正する条例について 

  ②平成２９年度一般会計補正予算（総務課所管分）について 

   

 ●企画政策課 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（第１号）について 

  ②平成２８年度きよさと情報交流施設決算について 

   

 ●生涯学習課 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（生涯学習課所管分）について 

  ②第４０回斜里岳ロードレース大会について 

   

 

２．道内所管事務調査について 

 

 

 

３．次回委員会の開催について 

 

 

４．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 
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○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    ■総務課主幹         梅村百合子  

 ■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    

 ■生涯学習課長     原田 賢一    ■生涯学習課主幹       三浦  厚 

 ■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  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第７回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○勝又委員長 

 大きな１番、町からの協議報告事項総務課２点ございます。総務課長。 

 

○総務課長 

 それでは、総務課の協議事項２件につきまして、私より概要説明しまして、担当者より詳細に

ついて御説明を申し上げます。 

まず１点目の条例の一部改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律いわゆる番号法の改正に伴いまして、本町の個人情報保護条例につい

ても改正を行うものでございます。２点目の補正予算の関係でございますが、職員単身者住宅の

建設、老朽化が著しい管財管理住宅２点の解体事業、それから消防分署の電話設備の更新。以上

３件にかかる補正予算の計上を協議するものでございます。それでは担当の方から詳細について

説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

 



 

- 3 - 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○総務課主幹 

 それでは１点目、清里町個人保護条例の一部を改定する条例についてご説明いたします。１ペ

ージをご覧ください。 

改正理由につきましては、特定個人情報の利用を促進する目的により改正されました行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部の改正

との整合を図るためであります。 

改正理由につきましては、番号法の一部改正では、第２６条が追加され、また第３１条の読替

規定により、条例の定めによりまして独自に毎年マイナンバーを利用する場合においても、情報

提供ネットワークシステムを利用した情報連携が可能となりましたので、この清里町の条例内に

おきましても、特定個人情報に関する規定の整備を行うものであります。 

１ページの新旧対照表をご覧ください。第２条第４号では、情報提供記録の定義を定めており

ます。番号法に追加されました第２６条で番号法２３条の規定を準用することになっております

ので、その旨を追加されているものであります。また、３ページに記載の第１６条の２について

も、あわせて記載されております。次に中段第１４条第４項、下から３行目の第２８条５、第２

９条に改める部分につきましては番号法に第２６条が追加されたことによりまして、以下が一条

ずつ繰り下げになったため条例において引用している番号法のずれを改めるものであります。次

に、３ページ、第１６条の２の追加部分につきましては、番号法の第３１条で読替規定によりま

して、個人情報の提供先への通知先について、追加の記載がされるものであります。 

なお、施行期日につきましては、公布の日から施行することとしまして、自治体間の情報連携

運用開始に対応するものであります。以上、清里町個人情報保護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 

 ただいま、清里町個人保護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。各委員

の皆さんから。ありませんか。②平成２９年度一般会計補正予算総務課所管分について。 

 

○総務Ｇ主査 

 ４ページをご覧ください。総務課所管の補正予算概要といたしまして、私の方から、総務グル

ープ関連についてご説明いたします。一番上の欄、２款総務費、２項総務管理費、１７目職員福

利厚生費、職員単身者住宅建設事業の内容といたしまして、昨年来御説明のとおり、計画的な職

員採用に伴い、不足する住宅の供給を確保するため、昨年度に引き続き１棟４戸の木造単身者住

宅を建設するものであります。なお駐車場棟の外構整備につきましては、冬期間の工事になるこ

とを避けるため、来年度早々に実施することとし、今回の補正予算では計上しておりませんので、

ご理解願います。事業費の内訳につきまして、建築工事請負費としまして４千９００万。施工管

理業務委託料として１９０万。消耗品費として４万８千円。計５千９４万８千円となり、全額一

般財源において計上するものであります。５ページに、今回整備する職員住宅の配置図・位置図

・面積を記載しております。昨年度建設しました職員住宅と同じ、敷地内における北側の隣接地
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同様の設計により建設するものでございます。総務グループ関連については以上です。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 私からは管財グループに関する補正予算についてご説明いたします。４ページの２段目となり

ます。２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費の管財管理住宅解体事業は老朽化による倒

壊の危険性がある住宅の解体費を計上するものでございます。対象としている住宅は緑町の管財

管理住宅 1棟と向陽の管財住宅１棟の計 2棟で、この４月に解体のためのアスベスト調査を行っ

ておりまして、緑町の住宅で対策が必要なアスベストが見つかっておりますので、その対策費を

含めた金額を計上してございます。緑町管財管理住宅に２５０万円。向陽管財住宅に１９１万円。

合計で４４１万円を計上するものであります。財源はすべて一般財源となります。 

続きまして、２款総務費、２項総務管理費、１目総合庁舎管理費の庁舎通信用機器更新事業は

老朽化によりまして、通信障害が起きておりました清里分署電話設備を更新しまして、停電など

の障害に強い、通信網の構築と円滑な救命活動を図るものでございます。内容につきましては、

デスク用電話機 7台、ＰＨＳ３台、主装置とそのバッテリーを含めたビジネスホン更新費用とし

まして１７０万円を計上するものであります。財源はすべて一般財源となります。以上で終わり

ます。 

 

○勝又委員長 

 ただいま平成２９年一般会計補正予算総務課所管分についての説明がございました。委員の皆

さまから質問ありますか。池下委員。 

 

○池下委員 

 職員住宅のことをお聞きしたいのですが、去年建ったやつと同じものを北側につくる。1 棟４

戸同じものというふうに。これ新しく職員のためのものなのか。それとも現在単身者の職員がい

ますが、その人たちを移すというか、その辺ちょっと詳しく聞きたいのですが。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 御説明させていただきました補正予算で建てます職員住宅につきましては、今後３３年度まで

計画的に職員の新規採用をしていく予定としてございます。現在２８年度におきまして２名の方

が中途退職がありましたので、来年度におきましては新規採用 5名、また今年度可能であれば、

中途採用も含めて検討するところでございますけども、来年度以降も計画的採用をするというこ

とで、基本的には来年度新採用の職員住宅ということでご理解いただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 職員について今年５名ですか。全部で。若い人ばかりではないと思いますけれど、７名やめて

今マイナス 2名なんですけれど、この住宅と違いますが、早急に 2名補充しようとしているか。

またその採用については、どうふうに考えていくか。その辺どういうふうに考えますか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

今お話された 2名の関係は可能であれば、内部的に速急に補充ができれば良いかなというふう

に思っておりまして、それにつきましても内部では、例えば技術職、また一般職を含めまして社

会人枠等も考慮しながら、検討を進めているところでございまして、中途となりますと、なかな

か職員募集をかけても確保が難しくありますので、そこらへんにつきましては相対的に検討しな

がら、今後の採用については進め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 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今回マイナス２になる前は８４名体制でやっていたと思うんですけど、８４名体制の時でも最

終的に８６名体制にすると決まったんで、その体制をどうやってつくっていくのかという中でマ

イナスになった。マイナス２になる前でも部署的にとんでも無い残業時間。年間通して多いとこ

ろでは１千８００時間もやっているということを踏まえ、やっぱり一番危惧されるところは、そ

ういうふうな状況になると住民サービスに影響があると思うんですけど、社会人枠で速急にマイ

ナス２の部分に関してはやっていかないと、ますますとんでもない比重がかかって、職員のやる

気が薄れていくんじゃないというふうに思うんですよ。こういう住宅も大事で職員の採用も大事

だと考えたら、やっぱり物事をスピード感持ってやらないといけないというふうに私は思うんで、

町長・副町長と早急に動いていくように総務課からも働きかけをしていってほしいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今池下議員言われたとおり、ある部署については時期的なものもありますけども、残業時間が

出ている部分。また偏っている部分があることも承知しております。職員採用関係につきまして

は、今言われたとおり早急に対応できるように進めていきたいと思っていますが、今言われまし

たマイナス部分、ご意見あったこと含めまして検討を進めていきたいと思っております。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 この２番目の解体住宅について、これは緑と向陽は具体的にどこなのかちょっと教えていただ

きたい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

緑の管理住宅につきましては小学校道路を挟んで向かい側に住宅でございます。今山村住宅の

備品等が入っている住宅でございまして、それについて解体を考えております。向陽につきまし

ては向陽美里の山の中の方ですけども、旧小学校の教員住宅のところがですね、３８年度建設で

相当古いもんですから、その住宅について取り壊し跡地の予定でございます。 

 

○勝又委員長 

 ほか。河口委員。 

 

○河口委員 

 アスベストはどの部分にアスベストがあるのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 アスベストについては、緑小学校の方の煙突の部分の断熱材保温材に一部使ったということで、

それについて除去が必要だということで今回それも合わせた費用を計上させていただいておりま

す。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 それでこの価格差は余りに大き過ぎないか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 今回先ほど説明されたアスベスト調査を行いました。それで、緑の方がアスベストが入ったと

いうことで、その評価で緑と美里の住宅につきまして、差が生じているということでご理解をい

ただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○河口委員 

 信じられない金額なので。 

 

○勝又委員長 

 議長。 

 

○田中議長 

 これは 2棟の解体工事ですけども見た感じ大きい住宅ではないけど、これ何坪ぐらいなのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 緑の方の住宅については、４５．０２平米。向陽の管理住宅につきましては６４平米というふ

うになっております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。総務課以上で終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは再開します。企画政策課の２点ございます。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

 それでは私より補正予算企画政策課分、交通安全指導員被服等購入事業につきましてご説明を

させていただきます。１ページご覧ください。４月の人事異動に伴い新たに交通安全担当になり

ます２名分の被服等購入でございます。購入内容といたしましては、制帽、制服、上着上下、ネ

クタイ、半そで及び長袖シャツ、手袋となっております。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ①番平成２９年度一般会計補正予算第１号についての説明がございました。委員の皆様から。

終わります。②番平成２８年度きよさと情報交流施設決算について。担当。 
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○地域振興Ｇ主幹 

 ②番の平成２８年度きよさと情報交流施設決算について説明いたします。平成２８年度のきよ

さと情報交流施設の収支決算が確定いたしましたので、御報告いたします。２ページからになり

ます。 

収支決算書内訳については、情報交流施設全体の管理運営にかかる決算で、決算額については

施設管理部門と売店・カフェ部門に分けて記載しております。決算額についてのみ御説明いたし

ます。なお内訳の詳細については、適用に記載していますので、ご参照ください。 

それでは収入の部から説明します。売上収入、売店・カフェ部門で１千７６３万３千２３２円。

自動販売機収入１１万５千８７７円。業務委託金収入は施設管理で４７６万８千円。雑入２万２

千４４５円。収入合計施設管理４７６万８千円。売電・カフェ１千７７７万１千５５４円。全体

の計といたしまして、２千２５３万９千５５４円で７８２万６千５５４円の増でございます。 

続きまして支出の部。人件費施設管理で、２２４万５千７円。売店・カフェ部門で４８４万７

７８円。仕入商品１千２２３万３千４３８円。材料費１５０万５千１１８円。光熱費は０円で、

ガス、燃料費、電気料については、町で支払いをしております。イベント開催費３８万１０５円。

管理費、施設管理で４９万２千３４６円。売店・カフェで３２万３千４９７円。支出合計施設管

理３１１万７千４５８円。売店・カフェ１千８９０万２千８３１円全体の計として２千２０２万

２８９円で、７３０万７千２８９円の増でございます。 

収支決算につきましては、表に記載のとおりでございます。収入と比較しまして、施設管理は

１６５万５４２円の減額で黒字。売店・カフェは１１３万１千２７７円を増額で赤字。よって施

設全体の管理運営費として合計５１万９千２６５円の金額で黒字となっております。 

なお契約条項の規定によりまして、年度末において、実績に基づき精算を行うものとするとい

うことになっておりますので、決算内容の審査の結果、５１万９千２６５円につきましては、町

に戻入をするということとなります。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま平成２８年度きよさと情報交流施設決算についての説明がございました。各委員の皆

さまから。意見質問等受け賜ります。河口委員。 

 

○河口委員 

 まず収入の部の方から業務委託収入で４７６万８千円。観光協会さんがこの部分を受け持って

いると思うんですが、観光協会の収支計算の金額の部分については、５１万９千２６５円は戻り

の分ということですね。イベント開催費用だとか、この辺若干の数字がずれているのは何かある

のかなと。観光協会で掴んでいる数字と町の部分で一部違う。もう一点は光熱費が実際幾らかか

っているかということを知りたい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 後半に御質問いただきました、光熱水費の関係の数字でございます。全体で電気代それから水

道、ガス、一部灯油の燃料費とありますけども、２５３万５千１８４円。これが、光熱水費の数

字でございます。 

イベントの経費の関係でございますけども、今観光協会の決算報告が手元にございませんけれ

ど、おおむね近い数字かなという部分でおさえておりますし、観光協会さんそのものが観光協会

として支出している分といわゆるきよ～るの管理として建物の中としてのイベントの部分と合わ

せている部分があったり、観光協会もサブイベントとしてそれに関わるということがあると思い

ますんで、これについては、きよ～るの建物でのイベントということで情報交流施設の決算報告

ということですので御理解を賜りたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 最終的に５１万 9千２６５円の黒字でしたと。黒字っていうより、むしろ委託費をかけなかっ

たんで、その中で収まりましたということで、黒字ではないだろう。 

実際この中で光熱費については、直にお支払いしますと言うことなんですが、実際にかかる光

熱費は、交流施設の収支計算の支出の部分にきちんと入るべきなんだろうと。それでないと、こ

の施設の管理費がいくらかかったのか誰も見るということができないことになりますので、あく

までもこれは別ですではなくて交流施設の経費として、その中でどうやって経費を下げていくか

という努力が必要なんで、光熱費について役場が持っているからなんぼ暑くてもどんどん温度下

げるなんてやる必要もない。どれだけ経費を下げるかということでは、きちんと施設の中の管理

費として見るべきなんだろうと思うんですね。そのへん考え方についてお聞きしたいと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 後段お話ありました、２５０何がしを入れるかどうかというお話だったと思います。総論的に

は河口委員おっしゃるとおりというふうに思いますけども、この決算については、御説明させて

いただいたとおり、観光協会に業務委託をしている部分の決算ということでご理解を賜りたいと

いうふうに思うんですけども、御指摘のとおり、あの建物全体の経費の部分がこれじゃ解りづら

いということがありますんで、今後の作り方については、御検討させていただきたいと思います

し、冒頭お話がありました黒字の部分でございますけども、確かに正直な話、この建物が黒字だ

ったというふうに私どもも認識しておりません。ここに記入しているとおり、当初の施設管理に

ついては人件費がこれぐらいかかるだろう、イベントをこれぐらいやるだろう、ごみ袋とか消耗

品をこれぐらい買うだろうということの全く未知数の中でおおむねの積算をして、これぐらいの

業務委託をとりあえずお渡ししておきますよ。この中で施設管理についてはやってください。カ

フェなり、売店については自己努力で頑張ってくださいと言う当初のスタートでしたので、そう
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いった部分でいくと施設管理ついては、ある程度当初から多少余裕を持ってお預けしているので、

余ったというのは、当然観光協会さんの努力もありますし、節減していただいたという部分で、

これはこれ。そしてここに記載のとおり、売店・カフェがやっぱりちょっと思わしくなかったと

いう部分がありますんで、売店・カフェの合計で１１３万２７７円の赤字でした。これについて

は一緒にしないということですんで、この施設管理については１６０万何がしを１回戻してもら

うと。売店・カフェについては１１３万なにがしを補填しますよ。最終的に事務的には、５１万

9 千２６５円の差っ引きですんで、後で５１万９千２６５円を観光協会さんから返していただき

ますよということになります。 

全体的に河口委員御指摘のとおり、この施設そのものについては黒字とかそういうことではな

いんじゃないかということを事務方としても認識しておりますし、今後の平成２９年度の運営に

ついても、観光協会と密に連絡を取りながらこの売店カフェの△部分もしっかり埋められるよう

努力してまいりたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。河口委員。 

 

○河口委員 

 決算は過去形なんで大事なのは、今年度一般会計の中でも予算組まれている。肝心の予算案に

ついてお聞きしたいと思います。一番大事な部分かなと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今回については２８年度の決算ができましたということで、３月の予算委員会の時にも議員の

皆様方に決算ができ次第、常任委員会で報告をさせていただきますということで、今回の報告に

至ったわけでございます。さらには予算委員会の中でも２９年度の情報交流施設の業務委託。さ

らには光熱水費等の経費について御説明を申し上げましたところでございます。 

正直な話、実際光熱水費が動き始めたのが、暖房が動いたのは１０月の末でしたし、４月・５

月・６月というのは、なかなか未知数の部分がございますので、当初の業務委託料の９４０万さ

らには需用費の５２０万等々が適正な数字かどうかというような部分がなかなか判断しづらい部

分がございますけども、これについても予算化したのは、１２月から１月ぐらいでございますけ

ども、その間４カ月～５カ月あった中で、この辺の数字についても、今の私の個人的な見解でご

ざいますけども、かなり削減をしていけるのではないかというふうにも思っておりますし、観光

協会のカフェ・売店についても少しずつメニューを変えたり、効率的な作業なり、運営をする中

で、少しでも業務委託料についても、今年以上に節減をする。さらには先ほどからカフェ・売店

について最低でもマイナスが生じないような、自己努力をしていただくというようなことで、そ

ういった部分の中でいろいろなイベントやメニューの開発や売店の充実を図ってまいりたいとい

うふうに思います。１年経っていない中でいろいろ模索しながらやっていて、なかなかスムーズ

にいかない部分もありますし、こういうやり方は良くないよというような御指摘も受ける時もご
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ざいますので、そういう御意見も謙虚に受けとめながら、より良い施設運営を目指してまいりた

いというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 決算額確定は良い。問題は今年どうなんだろうか。９１４万を予算化していますと。当然いろ

んな組み立てがあった予算なんだろうと思うんですが、この売上がこの中に入っていることに少

し問題があるのかな。もし売り上げがあるんであれば、今年度どこを目標とするかということが

無いとだめなんです。むしろ経費の部分を業務委託料として、売り上げについては観光協会さん

の方がこの売上げの部分を自分の責任の中で切磋琢磨していただくという方が私はベターなのか

なと気がするんです。あくまでも経費はあそこを建てた以上維持していくという形で、この町の

ＰＲっていうことで、観光を模索した時点でかかることははっきり解っているわけです。経費に

ついてはいろいろなアイディアの中でどれだけ少なくしていくか。ですから、地中熱を導入した

り、いろいろなことをしたはずなんですね。売り上げについては、むしろこれはここでやるんじ

ゃなくて、観光協会が切磋琢磨して、その中での売上をやっていくべきでないのと思うんですが。

これは始まったばかりですから、今年、来年ずっと続けていくおつもりなのか。行政側の結果を

教えてほしい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 この施設を造って運営をしていく中で、この常任委員会でもご説明を申し上げたかと思います

けども、当然そこの施設管理といわゆる売店なりカフェの売り上げというのが、基本的に分けて

考えるべきと思っております。河口議員お話のとおり、自分たちの努力によって売り上げて収入

を得て、売り上げたものについては、自分たちの収益にしてもらうのが一番良いのかなというふ

うに思います。当初そういった部分が生かせるように指定管理を念頭に置きながら、事業を進め

てまいりますというお話をさせていただいたと思います。 

まだまだ指定管理に移行する委託料なり、指定管理に委託する内容なりの判断を今の段階では

しきれないこともございます。なるべく早い段階で、指定管理になるのか解りませんけども、そ

ういった部分を念頭に置きながら、いわゆる請け負っている組織業者が、しっかりと自分たちの

意思で、自分たちの考えでやっていける運営方法にしていきたいなというふうに思っていますけ

ども、ただ今申し上げましたように、なかなか移行する判断基準がしっかり出来ていないという

部分が正直なところもありますし、いろんな話の中で、売店とカフェを一緒にくっつけても難し

いんじゃないかと。もし指定管理にするのでも、売店とカフェの関係の位置づけをどうするのか

であるとか、そういったいろんな問題もございますので、そういうことを整理した中で、指定管

理もしくはまた違った方式の中で移行していきたいと事務方では思っておりますし、そういった

部分が煮詰まってきましたら、常任委員会等でも協議をさせていただいて最良の方法でしっかり



 

- 12 - 

と運営を行えるようにしていきたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 十分理解するんですけども、基本的にこの売り上げが入っている以上は、どうやってここで利

益を出していこうか、あるいは維持していこうかという目標がやっぱり一番大事な部分。民間は

そこからスタートです。どういう利益、あるいは維持をしていくかというところからスタートす

るわけですけれども、例えばそこでやっている観光協会さんが、これは役場の売上だからという

感覚の中でやっていると、やはりそこには甘さだとかありますんで、早急にどんな形にしても何

らかの手当てをしなきゃいけないんですから、はっきり最初から枠組みは、きちんと本年度は、

本来は外して組むべきなんだろうと思うんですね。むしろ売上の部分は全部観光協会さん全部や

ってください。ただし、売上あるんでしょうから、あそこの場所代は年間いくらです。いろんな

こともあるんだろうと思いますんで、是非今年度はここに売り上げが入っている以上は目標がな

ければ絶対だめです。そこのために何を目標としていくのか、そこで働いている人たちは、決算

の結果だけで良いですではなくて、何を目標としていくのかっていうアイディア何も出てこない

んだろうと思いますので、この辺については、さらに売り上げが組んでいる以上は、きちんとし

た売り上げ目標を立ててもらうということをぜひやっていただきたいと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 観光協会さんと連携をしながら、売上増に向けてまい進してまいりたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さん、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 これきよ～るの本来の目的、交流施設としての状態がどうであったかということがまず一番最

初に来ないとならない問題だと思います。昨年の７月から、始まって毎月の入場者、そしてそれ

の男女別、年齢別、そして同時にそれぞれの月における売上げ、商品の動き、売店の動きがどう

だったのか。そしてあるいはカフェでどういう形で推移されてきたのか。そして当初目的として

いた交流施設としての十分な機能を発揮できたのかどうなのか。それについてちょっと資料の提

出をして欲しいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 正直な話、入館者数、入場者数については把握しております。ちなみに平成２８年４月から２

９年３月まで２８年度はその月数でございましたけども、２万８千５１１人。平均の入館者数が

１０5名ということになってございます。 

 

○加藤副委員長 

月別にきちっと提示をしてほしいので資料を口頭じゃなくて、月別にあるいは売り上げについ

ても、どういう状態だったのか。売店、カフェ、そういうものを捉えた上で、どういう形で効果

あるいは改善法。そこで基本的にいろんな質問とか、観光のあり方とかそういう部分がどのぐら

い入場者が質問をされたのか、お尋ねされたのか。そういうデータも含めて、きよ～るの本来の

目的。その辺をどう判断しているのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただ今申し上げましたとおり、月別の入館者数それから月別の売上と言っても資料はございま

すけども、必要であれば委員の皆さん方にも御提示していきたいなというふうに思います。 

先ほども申し上げているとおり、２８年度については町側としても観光協会側としても初めて

の試みでありまして、いろいろな観光の案内の部分もそうですし、物販もそうですし、カフェの

部分もそうですし、親子の触れ合いの部分もそうですし、いろんな部分がすべて初めての部分で

ございまして、そういった部分で初めての方々から今年１年いろんな情報を得ながら、今年度に

向けた計画なり、中身の充実なりを進めているところでございます。その中には当然この施設だ

けではなくて、あそこの施設を活用した移住定住の促進であるとか、観光案内の充実とかいろん

な部分もございますんで、そういった部分についても、地域おこし協力隊や観光協会の職員によ

って、そういった部分も生かさなければならないということであります。 

今年度についても、来庁者の方々の御意見を聞きながらイベントの内容を変えたり、充実した

り、野菜の販売等の計画をしたり、カフェの内容についても少しずつ変えていったりという部分

の中で２９年度もスタートしているところでございます。男なのか女なのか子どもなのか、じい

ちゃん、ばあちゃんなのかという部分も一人一人カウントできませんけども、施設職員が１日の

状況の中でこういう状況であったとか、そういった中を捉えながら、今後のあり方について検討

しながらも、施設そのものの軸となる観光振興を図れるように、今年度も進めてまいりたいと思

っております。 

 

○勝又委員長 

 これは資料提出してもらえるということですか。 

 

○企画政策課長 

 はい。 



 

- 14 - 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

初めてスタート、半年それも年度途中でということなんですが、基本的に当初、光熱費を見て

いて、最終的に計上の仕方を変えた意味合いはどこにあったのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 これについてはイレギュラーがありまして、うちの方では年当初から業務委託料とは別に予算

書の中の記載しているとおり、需用費の中で光熱水費というものを見ていたんですけども、観光

協会さんとのやりとりのミステイクで、観光協会さんとしてもそれを支出するつもりでいた部分

がございまして、１カ月イレギュラーの部分もございましたけども、当初の考えでは、うちの方

で見ていくということで予算書計上していますんで、分かった時点で修正をしたということで御

理解を賜りたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 流れ的に行き違い部分があったと言いながら、当然のように年間かかる光熱費は想像がつくわ

けですから。それを見ていながら、当初予算の中で７月からこのぐらいでもできるだろうと計画

をした結果が、いろんなことで違いましたよというのは良いんですが、私１番疑問に思うのが、

収支計算の出し方の中で施設管理費は黒字でしたと。売店・カフェについては赤字でした。こう

いう形の出し方をしているわけですが、これ施設管理の中における４７６万８千円の委託費は、

売店に関する臨時費やそういう部分についても入っていたんだというふうに私は理解をしてい

た。この理解の仕方が間違ってたんかなと、思っているんですが、この時に施設管理費の中で３

１７万何がしで終わりましたっていう意味合い。この施設管理の人件費の２２４万５千円でした

よと。イベント開催費ですよ。管理費ですよと。この施設管理っていう建物の清掃の部分だけの

人件費なのか。非常にこれ、難しい部分が私あるんだというふうに思うんです。最初の説明の中

では、売店あります、何もあります、人件費は臨職で使います。そういうものを含めた形の中で

このぐらいかかるのでないかという計画だった気がするんですよ。収支決算の中で施設管理の黒

字で売店とカフェが赤字で、この数字の出し方、よく詳しく検討を私もしたいと思いますけども、

この辺のあり方っていうのが、こういう形で出すんだとすれば、逆を言えば施設管理だけ観光協

会にお願いをし、むしろ売店カフェは一般募集かけてやった方が良いのかなと。これいろんな意

味で、決算のあり方の中に入っていくと、クエスチョンマークが非常に多くなってくるような気

がするんですが、それについて赤字だ、黒字だという話では無いんです。基本的に運営のあり方。
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そしてより良い施設の運営をしていくためには本当にどういう形を求めようとしているのかなと

いうことなんです。 

これ実際にいくと今年の計画でも約１千万の予算を見てスタートを切っている。それでその範

囲内で収まれば良いだけっていう話では、基本的にはないんだろうというふうに思うんです。来

場者の関係についても、キッズ関係の部分がありますんで、基本的にはそこの部分の来場者の部

分を把握して、あそこにおける機能の部分で、どういう分担割合で、半年間の運営がなされてき

たのかという分析がなければ、今後に向かっての部分も難しい。１日平均１０５人ですよという

表現があり、その１０５人が、町外１０５人だったのか。町内の人が何人だったのか。いろんな

ことが私はあるんだろうと思うんです。そういう部分もいろんな形の中で把握をして、今後のこ

のきよ～るの運営について、どういう形がベターなのかってことをしていかないとならないよな

というのが、一番大きいと思うんです。やはり最終的に５１万９千円でましたので町に返します

という表現があるんですが、この人件費のあり方や運営のあり方っていう部分をきちっと整理を

していかないと大きくずれこんでいるだろうなと思うんで。結果は結果として捉えて前へ向かっ

て本当にこの２９年度の予算を計画して、それを超えない範囲でいければ良いんだじゃなくて、

何を目的にこの施設を運営しようとしているのか。どこに標準を合わせているのか。十分に御検

討して前に進んでいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 先ほど河口委員の方からもそういった目的の関係、そして副委員長からもそういったお話をし

ていただきました。２８年度の実績経過を基に２９年度についても観光振興の軸としていかにし

っかり運営する中で売上をあげるところは売り上げをあげると。来場者の男女間なり、年齢構成

なり、いろんな部分を把握しながら、解る範囲の中でいろんな対策を講じていきたいというふう

に思います。 

まず人件費というか、業務委託の分けの部分でありますけども、当初説明の中で全体的にこの

ぐらい人事費がかかるというお話をした記憶がありますけども、そういった中で今後指定管理や

違う形の中でも委託をするのにあたって今副委員長もお話のとおり、いろんな部分、施設を管理

する部分とカフェや売店を運営する部分、また観光の案内や移住定住を情報発信する部分は分け

て考えていかないと、その次の仕組みの手法が見出していけないのかなということもございます

ので、そういった部分で業務委託にどれだけお金がかけていて、カフェ・売店にどれだけかかっ

てということは、ある程度はっきりしとかないといけないというふうに思っております。 

そういった部分で決算の報告をさせていただいた部分でございます。２８年度はそういったこ

とでありますけども、御指摘いただいているとおり２９年度の部分については、そういった２８

年度の状況をしっかり踏まえて、まず文字になっている部分は、ちょっとございませんけども、

しっかりとつくりながら観光協会としても、町の方としても施設の運営を行っていきたいという

ふうに思います。 

先ほど来場者の人数については、把握しておりますけども、月別売上げ等についてはちょっと

お時間を要するかもしれませんけれども、その辺はご了承いただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

難しいと思うところなんですが、観光協会自体にも人件費助成しているんですよ。それは本来

の定住や移住や本来の観光事業に対して。事務所があそこにあるが故にこの人の分担はどっちか

らどの分だけどうなのっていう、ある意味では足りないのかもしらんし、ある意味では重複して

いる部分があるのかも知らないし、この辺を踏まえて、きちっと効率的にいくような方法をもう

ちょっと。 

今、課長が言われている、あからさまにしないとならないというのが、言葉で解るんですが、

実態としてどうなのかなというのがあるんで、その辺の整理、今年度予算の中での臨時職員予算

もみていたと思うんですが、それは維持管理、施設管理の臨時職員なんですかという表現。清掃

関係もあると思うんですが、それだけでは無いような気もするんですね。最初の予算組みと計算

の出し方では余りにも違い過ぎるような部分があると思うので、２８年の結果を踏まえて、今年

度修正できるものは速やかに修正をし、改善をしないとならないものは、直ちに改善をしていく

姿勢で取り組んでいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 出来るものについては修正を加えながら、２９年度の運営にせっかくのすばらしい施設ですの

で、しっかりと生かされるように行政側と観光協会側としっかり連携を図りながら進めてまいり

たいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 ほかありませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今回収支計算ということで説明があったんですけども、加藤さんの話とだぶる部分があります

が、きよ～るの一番重要な部分っていうのは、清里町の魅力を発信する拠点として活躍していき

たいということが一番あるはずなので、収支決算も大事ですけども魅力を発信するにあたってど

うだったのか。施設として魅力を発信することが十分に出来ていたのかどうかという検証が必要

だと思いますし、まだまだ不十分だなというふうな認識も持っておりますし、次年度に向けてそ

の辺もしっかりと検証しながら、前向きに情報発信・魅力を発信するということに関しても、し

っかりとやっていただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

ただいま堀川議員お話していただいたとおり、当初から清里町の観光振興そして観光振興の中

の清里の魅力を発信して、清里の情報提供をしてゆくゆくは総合戦略の柱となる交流人口を増や

して、清里にたくさん住んでもらうという部分がビジョンでございますので、そういった部分も

当然のことながらしっかりと軸において、カフェであり、売店であり、観光案内であり、移住定

住情報発信であり、キッズコーナーでありという部分がございます。そういった部分をうまく効

率的に組み合わせながら、今後その観光振興、役場だけではなく、各団体や地域の方々も活用す

る中で、オール清里、いろんな方々の協力いただきながら施設の運営なり発信をしてまいりたい

というふうに思いますので、議員各位におかれましてもご協力いただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さん。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 確認の意味で聞かさせていただきたいんですが、今までいろいろな方々が発言されてきたもの

とちょっと違う視点になっちゃうんですが、今回きよ～るが出来上がって 1年経って町民の方々

とかといろいろお話している中で、先ほどから出ている売店及びカフェですか。その部分に対す

る意見は結構実は多いです。先ほど来おっしゃっています観光協会という話になるんですが、一

般の方々はもちろん町外、町内含めてそこは多分分けていないと思うんですよ。このきよ～るの

施設の中で、きよ～るの施設がどうなんだ、その中にある売店及びカフェなんです。考えていく

と、施設管理運営もろもろを町がある意味指導してやっていきますと。業務委託しますけども。

カフェ・売店の部分は、向こうの自己努力を促していきたい。それではまずいような気がしてい

るんです。私個人的に。先ほど課長おっしゃられましたけども、売店やカフェのマイナス部分は、

てこ入れをしていきたいと話されたと思うんですが、てこ入れは誰がするんです。観光協会がす

るものなのか。町が考えているのか。まずそこをお聞かせください。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今の段階では指定管理ではなくて、業務委託という部分でございますが、当然行政側としては、

監督責任もございますし、一緒になってやらなければならない部分もございます。当然カフェな

り売店を一つ一つ、例えばこのキャラメルいれようと思うんだけれど、どうだろうかと言うよう

な議論はしません。ただ例えばお菓子売り場をこういうふうな形で作ろうかとか、清里特産品と

いう部分の中で新たな開発をしていこうかとか、売店についても、こういったメニューを増やし

ていこうか。そういった協議は当然ながら観光協会さんとやりますし、町の行政側としてもこう
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いうことをしたらどうかというような議論をしながら、売店やカフェの運営を行っていただいて

いますし、施設管理全体について定期的に管理者である事務局長と協議をしながら、イベントの

開催についてもある程度向こうの方から案を出していただいて、こちらの方からそれについて協

議をする。状況によってはこちらからも提案するときもございますんで、そういった部分につい

ては当然連携しながら施設全体として捉えて運営をしていくと。 

ただこの決算上は町の部分と売り上げの部分と事務的に分けなきゃならん部分でございますの

で、町民から見る、来館者から見る、施設の運営については、一つの館として建物としてしっか

りと運営を図ってまいりたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 少々安心しました。もう 1点なんですが、先ほどお話の中に、今後町外の方から意見を聞くこ

とを言っていたと思うんですが、どういう方法でそういうことをしようと思っているのかとお聞

かせ願えれば。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 こういう建物でありますので、カフェに来るお客さんからも、カフェについての御意見も多少

聞いておりますし、イベントも何回か開催する中で、施設の利用方法、先ほど申し上げましたと

おり、新たな利用方法も模索しながら出来るのではないかというふうにも思っておりますし、売

店の中身についても、いろんな方が直接行政側に言っていただけることもありますし、観光協会

さんや従業員にお話をしてくれる場面もございます。またさらにまちづくりや観光の団体から御

意見もいただくこともございますので、そういった部分を十分に踏まえながら、今後ともやって

いきたい。あそこの部分については交流施設がありますんで、いろんな方がいろんなふうにあり

がたいお話をたくさんしてくれていると思いますんで、そういった部分ですべて当然のことなが

ら出来ることはないですけども、一つずつ顕著に受けとめながらやっていきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。先ほど、堀川委員ですとか、加藤委員から出ているんですけども、きよ～る本

来の目的と言いますか、そういう部分を考えたときにせっかく建てた施設ですから本当に有効に

活用していただきたいと思っていますし、そのためには少々言いづらい意見ですとか聞きづらい

意見ですとかというのもあると思うんです。それにも目を背けないで本当に観光協会といろんな

話をしながら、せっかくできた施設ですので、より良く運営していただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。委員さん。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 売店の関係は半年間で取り上げた売上が１千１７０万。このうちの６６８万は焼酎ですよと。

差し引くと半分以上は焼酎だったという実態で、他の商品についてはさほどないという状態にな

っていっちゃう。このことを踏まえて先ほどから課長の説明でこれは観光協会の努力ですよとい

う表現があるんだけども、極端に言ったら、ここは利益が出なくても収支ゼロにしなきゃならな

いところだと思うんです。だとしたら、このへんの売店の人の使い方の部分を真剣に考えていか

ないと。今の体制でやるんであればどう考えても普通の人はやれないですよ。焼酎が半分がある

ってことは、他の物の商品に対する利益を考えていた時にどれだけの人件費をかけられるのかと

いう観点も私はあると思います。その観光協会にしてもバックが町という感覚のもとにこういう

部分が成り立たないのかなと。基本的には訪れた人方が喜ぶような環境やそういう部分を築いて

いかないとならない。そこの部分も十分に考えないと。冷静に判断をしていかないとまずいのか

なと。 

それと課長の言葉の中にある新しい商品の開発。清里特産品。そしたら、今現時点でいろんな

売店を持っている緑の湯だとか、道の駅だとか緑清荘だとか、きよ～るだとかあるいは一般商店

だとか、そういうところで清里町の特産として、焼酎以外に何かあるのかな、出しているのかな

と。きよ～るだけで特産品開発をしておけば良いということではないと思うんで、そういう言葉

だけでなく前へ一歩出た行動の中で、やれる体制を数字的なことの中で冷静に運営のあり方、や

り方。そしてそういうものが良い条件になった時にこういう形で拡大してこうと。負のものをゼ

ロにする努力は大変なんで、いろんなことのアイディアの出し方を検討してもらいたいと思いま

す。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 おっしゃる部分十分承知しているところでなかなか難しい問題でもございます。焼酎について

も、お話いただいたところでありますので、この売店の中身の部分についても、事務方では議論

をしているところでもございますし、新たな商品開発という部分も口にしましたけども、そうい

った議論をしつつ、当然のことながらそれを例えば商品開発を観光協会やいろんな方々の協力を

得ながらできたとして単純にきよ～るのものにするのか。清里のものにするのか。その手法やや

り方についてはちょっと見通しも立っていませんし、すぐに新たな特産品ができるかという部分

も断言できるわけでございませんけども、そういった可能性もしっかりと前に進めつつ、売店運

営については副委員長御指摘のとおり、当然のことながらマイナスの無いような形でしっかりと

運営しつつ、一番の目的は、清里の情報をしっかりと発信できて気持ち良く施設を使っていただ

けると、町民の方も観光客の方も気持ち良く使っていただける施設をしっかりと目指しつつ、そ

ういった経費面についても十分に真剣に取り組んでまいりたいと思います。 
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○勝又委員長 

 ほかありますか。委員の皆さんよろしいですか。前中議員。 

 

○前中議員 

 冒頭説明の中で、収支決算で５１万９千２６５円余剰が出ました。それを一般会計の歳入で受

けるという話ですけど、基本的に業務委託で出したものをこういう形で残が余ったと。それをど

ういう名目で受けるのかなと。歳入の雑入にして処理するのか。ただ、どうもそうなると業務委

託という前提の中で、委託金の剰余金に関して返還するということが契約の中で謳われているの

かと。ちょっと疑問な部分。 

それと今後に向けて施設管理、決算の中で１６５万円の剰余が出ているようになっていますけ

ど、今後指定管理をするうえで、ここが基準となって施設管理のたたき台となるという方向で捉

えて良いのかどうなのか。そこら辺しっかり細かく精査しないと、これで出来るということであ

れば問題ないですけども、先ほどのいろんな議論の中で、その人件費の施設管理と売店・カフェ

の分配の仕方によって、この収入支出の金額はいかようにでも変わるということを指摘したいん

ですね。現実摘要の中で、職員、臨時、福利厚生、清掃の摘要はありますけども、これがどうい

う配分で人の配置になったというのは、ちょっと見えないですよね。現実、それに対して何も言

いませんけども、今後指定管理をするんだと御説明でありますから、そこらへんしっかりときよ

～るとしての施設管理に対する管理事業費はこうだと。きよ～るにおける運営事業は、今議論に

ありますようにカフェだとか売店における全体の部分は、それは民間の活力を入れた中で自由采

配でやらすという方向で持っていくんであれば、しっかりとこの施設管理というところを洗い出

しをしとかないと、今までのように見え隠れでいかようにも最終的な収支決算の報告がなされる

んではないのかなってところが 1点思うところなんです。業務委託の返納をどういう形で処理す

るのか、果たしてそれが適当なのか。そして今言ったように人件費における施設管理と売店カフ

ェにおける配分の仕方をしっかり精査していただきたいというその２点。端的に説明願います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず、業務委託料の残の部分でございますけども、これについては、契約条項で謳わさせてい

ただいておりまして、契約については予算化の中でこれだけのお金を見込んでいますということ

で見積書なりを観光協会からもいただいておりまして、結果実績報告をいただいた中で１１０万

なにがしが出てきました。最終的に補填の部分も含めて５１万９千円については、最終的に戻し

入れをするということで戻入措置をとらせていただくというような形になろうかなというふうに

思います。 

人件費につきましては先ほどからも御意見いただいているとおり、結局これをどこまでが施設

管理でどこからどこまでが観光協会さんがやるのかという、掃除一つにしても、施設の中で線を

引けるわけでもないのでなかなか難しい部分がありますけども、そういった部分で観光協会さん

ともここは施設管理の範囲、ここは業務委託の範囲ということでやらしていただいておりますの



 

- 21 - 

で、これについても今後の前中議員お話のとおり、指定管理や違う方式のことをする中でしっか

りと明確に解るように積み上げをしていかなければならないと思いますんで、今年についてもそ

の部分についてもしっかりと判断基準ができるよう、事務的な部分についても積み上げをしてい

きたいというふうに思います。 

 

○前中議員 

 ちょっと確認ですけれども、施設管理における業務委託の残余が１６５万なにがし、支出が３

１１万なにがし。今後指定管理の手法を取り入れるときにこの数字がたたき台になると考えてよ

ろしいですか。それに月数割はすると思いますけれど。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

たたき台のたたき台というふうにはもちろん捉えております。本来ならば、大半の皆様方もお

話したとおり、なるべく早い段階で指定管理若しくは他の手法を使って進めなければならないと

いうふうに事務局も認識しておりますけども、なかなか今のお話にもあるとおり、まだまだ１年

を経過していっていない中でそのたたき台というか基準というかを生み出せない部分も正直なと

ころでございます。しっかりとした基準がないと、指定管理や手法を使っていけないのかなとい

う部分もございますのでのんびりやるとはなりませんけども、しっかりとした判断基準をつくる

ということを前提に置きながら、今ある手法がベストとは思っておりませんので、その辺も勘案

しつつ、ある程度そういった基準ができた中で常任委員会の方でもご協議させていただきたいと

いうふうに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 

 他ありませんか。いろんな意見が出されたわけでございます。本来の機能というか観光インフ

ォメーションコーナーと商売部門を持ってと。これは当然相乗の部分でそれでお客を集めてとい

う部分は当然兼ね備えてと思います。ただ経営の中身を見た時に、実際は売店・カフェで赤字を

出しているとなったら、問題は赤字を出してまで商売をしなくて良いってなっちゃうわけですね。

極論ですけど。実際にはこの人件費も含めて経営が成り立っている状況ではないと思うんですよ。

堀川さんか言われたような本来の機能検証を含めて、また加藤から出されましたので、記録を提

出してくれというようなものも含めてきちっと検証していきたいなと思っています。ひとつよろ

しくお願いしたいと思います。ほか企画政策課ありませんか。 

 

○企画政策課長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 お伝えをしておきたいというふうに思います。イベントでございます。まず今週の日曜日、５

月２８日、２９回となります緑のフェスティバルの開催をいたします。さらには翌週の６月３日

の土曜日、植樹祭が昨年度と近くの場所でございますけども、開催をさせていただきます。大変

お忙しいということと存じますけども、御来場のほうよろしくお願いいたしたいと思います。以

上です。 

 

○勝又委員長 

 それでは生涯学習課２点ございます。①平成２９年度一般会計補正予算生涯学習課所管分につ

いて。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 それではまず１点目、平成２９年度一般会計補正予算生涯学習課所管分についてご説明をさせ

ていただきます。今回の補正につきましては、2 本の事業がございます。1 本は本年度末をもち

まして閉校が決定しております緑町小学校の閉校にかかる経費でございます。２つ目につきまし

ては、学童保育事業の指導員の補充に関する経費でございます。それぞれ担当よりご説明させて

いただきます。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは生涯学習課補正予算学校教育分、緑町小学校の閉校事業につきまして御説明いたしま

す。 

予算科目の教育費、小学校費、学校管理費の緑町小学校の閉校事業でございますが、記載のと

おり、本年度末で閉校となります緑町小学校の閉校式典にかかる実施経費や閉校事業協賛会で作

成を予定している記念誌への補助金。また閉校に伴う年度内に処理すべき業務や物品の整理を行

うための内容となっております。 

詳細の１つ目でございますけれども、式典の実施経費でございます。式典の案内にかかる郵便

代また式典のしおりの印刷代など１９万９千円を計上しております。 

２つ目としまして緑町小学校閉校式事業協賛会で作成を予定しております記念誌に対する補助

であります。予定価格１４０万円の経費に対しまして、新栄小や江南小の閉校時と同じく経費の

２分の１を補助するということといたしまして、７０万円を計上しております。 

3 つ目としましては緑町小学校の保存書類を補間している耐火金庫。また整備しているタブレ

ットの保管庫を運送会社で移設するための必要な手数料。またパソコン、タブレット端末こちら

を移設し学校で使えるように設定作業するために必要な手数料、また学校で保管している必要な

医薬品の処分費用、また統合先の学校で使用するために教材備品などの運搬があるかと思います。
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必要な経費としまして、自動車借り上げ料として９６万９千円を計上しております。それぞれ合

計した総額が１８６万８千円となりまして、財源はすべて一般財源となっています。学校教育グ

ループ説明は以上です。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 社会教育グループの関係でございます。教育費、社会教育費、生涯教育費学童保育事業でござ

います。本年学童保育につきましては、登録児童現在１１４名でございます。そのうち 10 名が

特別支援学級の在籍者でございます。そのうち 1年生が３名となってございます。４月の開校以

来、外での活動が増えてきた中、特に配慮を必要する行動が増えてきているところでございまし

て、場合によってはそれぞれ別な行動になったとき、対象児童はもとより、その他の児童への対

応に対しても手薄な状況が想定されることになってございます。今後も安全で適切な生活指導が

保てるよう、現在５名、学童保育指導員ございますが１名を増員し、６名体制をしたいと考えて

ございます。 

補正額につきましては、半日勤務の学童指導員に係る賃金及び社会保険料としまして８７万７

千円を計上してございます。財源については一般財源でございます。なお、こういった状況でご

ざいますので、既存の予算を活用しつつ募集作業につきましては、早期に対応したいと思ってご

ざいますので、６月に入ってから募集活動につきましては実施したいと考えてございますので、

御理解を賜りたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、平成２９年度一般会計補正予算生涯学習課が所管分についての説明がございました。

緑町小学校閉校事業と学童保育事業です。委員の皆様方から意見等ございましたら。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 緑町小学校の薬品の廃棄って書いてありますけど、どんな薬品でどのぐらいの量で、逆に統合

する学校へ持ってくるという環境ではないのか。 

 

○勝又委員長 

 課長、 

 

○生涯学習課長 

 緑町小学校の薬品でございますが、主なものをまず申し上げますとアンモニア水、アルミニウ

ム粉、塩酸、水酸化ナトリウム、炭酸カルシウム、ホウ酸、メタノール、ミョウバン、ヨウ素液

等になってございます。これにつきましては副委員長おっしゃるとおり、各学校に声をかけ活用

できるものはしてまいりたいと思います。ただ相当数年数が経って実は使ってないものもござい

ます。それらにつきましては廃棄処分をさせていただきたいというふうに考えてございます。以

上でございます。 

 

○勝又委員長 

 副委員長。 
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○加藤副委員長 

 基本的には期限が切れていて処分せざるを得ないということであるとすれば、あの緑小学校だ

けにかかわらず各小中学校をこの際再検して、同時に廃棄すべきものは廃棄する。管理の徹底を

ひとつよろしくお願いしたいと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 そのようにしてまいりたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 ほか委員の皆様方から。ありませんか。②第４０回斜里岳ロードレース大会について。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○社会教育Ｇ主査 

 それでは斜里岳ロードレース大会についてご説明いたします。２ページをご覧ください。今回

第４０回を迎えます本年度につきましては、平成２９年９月１７日、日曜日に開催いたします。

ゲストランナーには筋肉芸人になかやま筋肉君と清里町のふるさと大使の岡崎朋美さんをお迎え

して開催をしてまいります。種目につきましては、ハーフマラソン男子 4種目、女子１種目。５

キロメートル男子 2種目、女子 2種目。３キロメートル、2キロメートル、１キロメートル、親

子のそれぞれ男女 1種目と、３ｋｍフリーとなっております。本年度も町内の小学校は全校で参

加することとなっております。大会実行委員会は５月２９日に開催を予定しており、参加申し込

み受け付けは６月１日から開始を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 

 ただいま第４０回斜里岳ロードレース大会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。ほか生涯学習課全般通してありますか。生涯学習課終わります。ご苦労さまでし

た。 

 

○勝又委員長 

 大きな２番道内所管事務調査について、事務局 

 

○議会事務局長 

 道内所管事務調査でございますが、本来でしたら、この辺で詳しい視察先御報告できればと思

ったんですが、当初予定しておりました当別町の方が日程調整つきませんで、その後壮瞥町とコ

ンタクトしたんですが調整つきませんで、現在、登別と白老町で調整しておりますので次回まで
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にお示しできると思いますので少々お待ちいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 ただいま事務局より、当別については日時調整つかずということで登別市、白老で検討してい

るということです。 

大きな３、次回委員会の開催について、６月８日木曜日に行います。 

４番その他。 

 

○議会事務局長 

 町の方で 6月１日から９月３０日の間、今年度もクールビズを行うことになりました。議会事

務局といたしましても例年どおり、この間本会議、委員会につきまして議員・説明委員つきまし

てはノーネクタイ、上着着用の上で入退室、会議中の上着の着用は自由という形で行いたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 ６月１日で、クールビズということで、本会議・委員会について、ノーネクタイ上着着用で進

めるということでよろしくお願いします。 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第７回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時３３分） 

 


