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第１０回総務文教常任委員会会議録 

平成２９年８月 ９日（水） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １１時１６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清里町総合防災訓練について 

  ②温泉施設利用実績について 

   

 ●企画政策課 

  ①平成２９年度普通交付税算定結果について 

  ②阿寒国立公園名称変更（阿寒摩周国立公園）及び区域の変更について 

   

 ●生涯学習課 

  ①高校進学に関するアンケートについて 

  ②清里中学校開校７０周年・統合５０周年記念事業について 

  ③栁瀨俊泰画伯作品寄贈にかかる対応について 

  ④緑スキー場の利用実績について 

  ⑤清里高校生海外派遣研修事業について 

 

 

 

２．次回委員会の開催について 

 

 

３．その他 

 

 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  村 島 健 二    委  員  池 下   昇 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 
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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            

 ■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    ■まちづくりＧ主査      田中 誠之 

 ■まちづくりＧ主任   半澤  忍 

 ■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１０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２点ございます。よろしくお願いします。

はい、課長。 

 

○総務課長 

総務課から２点について報告、協議とさせていただきたいと思います。まず１点目が総合防

災訓練ということで、３年に１度、町民全体の総合防災訓練を行っておりますが、今月８月２

７日に予定をしておりますので、その内容と説明をさせていただきたいというふうに思います。  

２つ目が温泉施設の利用実績ということで緑清荘、パパスランド、緑の湯この３施設の２８

年度の実績につきまして、それぞれ担当の方から説明をさせていただきますのでよろしくお願

いいたします。 
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○勝又委員長 

 はい。総括主査。 

 

○管財Ｇ総括主査 

それでは私の方から清里町総合防災訓練についてご説明いたします。まず、１ページをお開

きください。 

日時につきましては８月２７日、場所は町民会館と駐車場でございます。総合的な防災訓練

としましては、平成２６年に第１回を開催いたしまして今回が２回目となります。 

想定につきましては、ここ最近はゲリラ豪雨による水害が頻発し、話題となっておりますが、

昨年の熊本の大震災のように清里町においては地震による災害の確率も依然高いものと考え、

前回と同様の大地震の想定といたしました。要領の７番で書いてありますとおり、根室沖を震

源とするマグニチュード８．４の巨大地震が発生、町内でも震度６弱を観測、家屋倒壊、水道

電気等のライフラインも打撃を受けて甚大な被害が出たということを想定とした中で防災訓練

を行っていきたいと考えております。 

２ページ目は大まかにどういう訓練をするのかということでございます。ご説明をさせてい

ただきます。まず訓練１につきましては全町民を対象としました訓練としまして、シェイクア

ウト訓練を行います。これはまず自分の身を守ることから隣近所の住民で連携をしながら初期

の避難行動を行う訓練です。８時３０分に１分間のサイレンを鳴らします。この１分間のサイ

レンというのがその１分間揺れているというサイレンでございます。その場で自分自身の身を

守るという行動をとっていただきます。その後家族や家の確認、近所の安否確認などを経まし

て緊急避難場所へ避難していただきます。その後は会場であります町民会館へと各自移動して

いただきまして、各種体験コーナーに参加をしていただきたいと思います。また、一部の自治

会ですが、市街自治会連合会の自治体を中心といたしまして自主防災組織と町の災害対策本部

との情報連絡訓練をしていきたいというふうに考えております。 

訓練２につきましては職員の防災訓練でございます。８時半のサイレンとともに、地震がお

さまった時点で職員は招集がかかり対策本部が立ちあがります。その中で各班に分かれまして、

それぞれの担当業務の対応や現地調査等の初期行動を行い、対策本部との情報伝達訓練を行う

予定です。 

訓練３につきましては、町民会館の交流ホール内にて避難所設営訓練を行います。自治体単

位と書いてありますが誰でも参加できる体験コーナーを考えております。流水体験は流れる水

の中を歩いて、歩きづらさを体験する装置です。炊き出し訓練につきましては、日赤ボランテ

ィアと自衛隊の炊き出し車による炊き出しを予定しております。 

訓練４につきましては毎年行っていただいております消防団と消防職員等の訓練でございま

す。これにつきましては水防工法訓練、応急措置訓練、煙の体験、救出救護の体験、それから

幼年消防クラブによります放水体験、また消防職員また団員によります消火訓練などを行って

いく予定でございます。 

その他といたしまして清里町のさまざまな関係機関が防災に関する協定を結んでおります。

そういった中でコカコーラや電気保安協会、ＬＰガス協会などといった民間事業者や網走気象

台と防災に関する啓蒙啓発活動のパネル関係展示をやっていく予定でございます。  

また、今回も前回と同様に議会事務局の初期行動として、議会災害対策本部の立ち上げを予
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定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

今回は３年ぶり２回目の町全体での防災訓練となります。熊本の震災や北九州の集中豪雨等

の報道より、住民の防災の意識は高まっているものと思われます。広報により周知を行い、多

くの町民に参加していただき、防災への意識をさらに高めていく機会として意味のある防災訓

練を実施してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。以上で説明を

終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今、清里町総合防災訓練について総括主査より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 

 ３年前に第１回ということで全町民対象にしてやった時に、陸上自衛隊美幌駐屯地の方にも

いろいろとお世話になったんですけど、今回もそういういろいろ装備がまた来るのかどうなの

か。その辺どうなんでしょう。 

 

○勝又委員長 

 はい、総括主査。 

 

○管財Ｇ総括主査 

今回、自衛隊につきましては炊き出し車を持って来ていただきまして、炊き出しの方で参加

をしていただく予定でございます。 

 

○池下委員 

 前回、確かいろいろなものを持って来て、皆さん、町民の人も参加して体験したという経緯

があるんですけど、今回炊き出しだけっていうことですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、総括主査。 

 

○管財Ｇ総括主査 

現在、炊き出しの予定ということで準備を進めているところであります。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さんから。ありませんか。１点だけ、これ２７日っていう日にちが

お祭りのちょうど後なんですけども、この日程の決定については。 

 

○総務課長 

 今委員長言われたとおり、今回８月の２７日ということで、清里神社祭典が２４日から２６

日ということで次の日になってしまったということで今言われたとおり、日程の設定がもしか



 

- 5 - 

したら、こちらの設定に難があったかもしれません。実は昨年から関係団体からと連携協議を

しながら８月２７日ということで、いろんな団体、自衛隊、それからこの流水体験等借りると

ころでいろいろ協議をして、この日程を設定させていただいたということで、今回実はこのお

祭りの次の日という設定になってしまいました。実はあの連合会の会議にも説明させていただ

いた時に、やはりお祭り担当の自治会等からそういう御意見等もありまして、連携を取りなが

らできる範囲で参加いただくようなことで話をさせていただいておりますので御理解いただき

たいというふうに思います。 

それから先ほど池下委員からも質問ありました自衛隊の関係については、今回炊き出し車に

来ていただきまして、その炊き出し車を活用したことでやっていきますけども、それ以外にも

連携できることがありましたら、また自衛隊の方とも詰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いうふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。解りました。他にありませんか。なければ①番について終わりたいと思います。②番、

温泉施設利用実績について。はい。総括主査。 

 

○管財Ｇ総括主査 

各温泉施設の利用実績についてご説明いたします。３ページをお開きください。 

初めに、緑清荘について２８年度の実績でご説明いたします。利用人員の入浴施設につきま

しては５万３千４３７人、前年比９６．６％、１千８９５人の減となります。宿泊施設は１万

７３４人、前年比１００％、３人の増。会食施設１万５２２人、前年比１００．４％、４５人

の増。レストランが１万９千１６５人、前年比９６．３％、７３９人の減となっており全体で

９万３千８５８人、前年比９７．３％。２千５８６人の減となっております。 

使用料の入浴施設につきましては、１千３７１万８千２６５円、前年比９７．６％、３４万

２千３５３円の増。宿泊施設は５千４６９万５千８３７円、前年比１０２．３％。１２１万９

２円の増。研修施設は１万９千４０６円で、前年度については、会議等の使用が無く、会食で

の使用がなかったとのことで前年度は０円になっております。食堂施設６千８６３万２千５９

円、前年比１０１．３％、８７万２千６２１円の増。販売施設３６１万４千８３４円。前年比

８１．７％、８０万７千８２０円の減。全体で１億４千６８万４６１円で、前年比１００．７

％。９５万１千９４２円の増となっております。 

次にパパスランドについて説明いたします。利用人員の入浴施設につきましては４万５千１

６５人。前年比９７．９％。９６５人の減となっております。使用料の入浴施設につきまして

は１千４５５万２千４７０円。前年比９６．９％。４６万２千２２０円の減。食堂施設３千７

８３万２２円。前年比９９．１％。３４万１千８３８円の減、販売施設４千９２３万１千８３

１円。前年比１０７．２％、３３１万７千７４円の増。全体で１億１６１万４千３２３円。前

年比１０２．５％。２５１万３千１６円の増となっております。 

次に、緑の湯についてご説明いたします。利用人員の入浴施設につきましては２万３１０人。

前年比９９．３％、１４１人の減となっております。使用料の入浴施設につきましては６０４

万７千９０円。前年比１０２．４％、１４万４２０円の増。販売施設が４５１万８千２５５円。

前年比９５．２％。２２万６千８６６円の減。全体で１千５６万５千３４５円。前年比９９．
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２％。８万６千４４６円の減となっております。 

緑清荘につきましては、入浴とレストランが８月と９月が大きく減少しておりまして、宿泊

と会食につきましてはほぼ前年並みとなっております。パパスランドにつきましては入浴と食

堂が８月と９月が大きく減少しております。販売部門の売り上げについては全体的に伸びてお

ります。緑の湯入浴者につきましては７月と１０月が伸びているんですけども、やはり８月と

９月が減少しているため全体として減少となっております。ただ使用料につきましては有料が

増加し、無料が減少したため全体の増加となっております。物品販売は増加傾向にありますが、

その他の売上げの部分で減少しております。その他の売上げにつきましてはガチャガチャです

とかほぐし屋さんなどの売り上げが減少しております。以上で温泉施設の利用状況についての

説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 ただ今の３ページの資料。緑の湯でございますけども、これの利用人員の合計欄、２７につ

いては入浴施設２万とんで４５１人。合計についても２万４５１人に訂正いただきたいという

ふうに思います。同じく２８年度につきましても、入浴施設２万３１０人。その下の合計欄に

ついても２万３１０人に訂正いただきたいと思います。前年比につきましても９９．３％に訂

正をお願いしたいというふうに思います。大変申し訳ありませんでした。 

 

○勝又委員長 

 ただ今温泉施設利用実績についての説明がございました。委員の皆様方から。池下委員。 

 

○池下委員 

 今の緑清荘とパパス両方見比べていたんですけども、緑清荘の方が全体の売り上げがパパス

より４千万ぐらい多いんですよ。実は宿泊施設が５千４６９万あるんですよ。これを考えると

宿泊施設を持っていながら緑清荘の方がパパスより実績が悪いというふうなグラフになると思

うんですよ。そんな中で緑清荘は指定管理費が無いんですよ。パパスの方は年間１千万ぐらい

ですか、今出しているんですけども、このへんについて町が指定管理費のことをどういうふう

に考えているのか、ちょっとお話を聞かせていただきたいというふうに思うんですが。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 今の池下委員の質問でございますけども、それにつきましては今言われた通り、宿泊施設が



 

- 7 - 

無いということで、差っ引きにしたら緑清荘とパパスの利用客の差等で、今それが委託料等の

指定管理の跳ね返っていかないのかということでございますけども、これにつきまして指定管

理の委託料につきましては、今言われたとおりパパスランドと緑の湯の方に委託料の方を払っ

ているような状況でございます。委託料の関係につきましては、当然この毎年というか、今５

年で指定管理の方結ばさせていただいておりますが、当然毎年の実績等基づいて算出をしてい

るところでございますし、今後もこういうような実績を見ながら、当然検討していかなきゃな

らないんだというふうに思っているところでございます。 

温泉施設の部分、入浴の部分でいきますと緑清荘が５万３千人ほど、パパスランドが４万５

千人ほどになってございます。これにつきまして見ていただけましたら入浴の使用人数がパパ

スは少ないわけでございますが、使用料の入浴施設の方はパパスの方が多くなっているような

状況になってございます。これは大人と子どもの割合等の関係もございまして、温泉施設につ

きましては、緑清荘につきましては大人が大体７１％、子供が１８％、無料が１０％ぐらいの

割合になってございます。パパスランドが大人が８２％で子どもが１１％。無料が大体７％ぐ

らいの割合となってございます。この先ほど言われました委託料の関係につきましては、いろ

んな面で今後十分に検討を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 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 こうやってみると緑清荘の宿泊が５千４００万あって、これ総体金額から引くと８千６００

万なんですよ１億いってないんですよね。パパスランドが夏の期間は観光客も多いし１億１０

０万ということで、これを考えた場合に今後緑清荘の指定管理の部分に関するお金の問題とパ

パスランドに関するお金の問題って、そこら辺を十分踏まえた上でやらないと経営が行き詰ま

っていって最終的に例えば指定管理の業者を求めても誰も来なくなるような事態にならないよ

うに、今後ますます議論を深めてどうやっていくべきかということを話し合って進めていって

ほしいなというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 この温泉施設の指定管理に係る委託料の関係でございますけども、今池下議員言われたとお

り十分今後施設ごとの状況等も踏まえながらいろいろ検討してまいりたいというふうに思って

おりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。河口委員。 
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○河口委員 

 緑清荘のお風呂の施設の件について質問させていただきたいんですが、今の施設については

当初の拡幅だとかその辺で大きくなったとはいえ、やはりあそこの施設がやはり１つの観光と

いう兼ね合いから見ると施設自身の風呂の管理が行き届いてないというふうに十分に思う部分

がたくさんあります。そのへんも当事者の方に言うんですが、なかなか解決しない。あくまで

も一般大衆浴場が満たされればそれで良いのかっていう感じをするんですけども、やはり温泉

という付加価値の高い部分を磨き上げるということでは、例えばドア１つにしてもなかなかそ

れを業者側にも言ったけど何も変わっていかない。せっかくある施設に磨きをかけて、使いや

すい、自慢のできる施設になってほしいという気がします。 

ひとつひとつ見直すとあそこの浴槽施設についてはもう少し見直しが必要ではないのか、同

じ行くんだったらパパスへ行った方がいいよという声じゃなくて、当町も立派にパパスと肩並

べてお風呂も立派ですと言えるぐらいの施設に十分に認識していただけるように管理者、委託

業者にも行政側の同じような価値観を持っていただきたいなと思いますので、そのへんの風呂

の環境整備ということをもう一度見直していただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 ただ今の御質問は、緑清荘のお風呂の関係かなというふうに思います。委員から管理が行き

届いていない、また設置の改修等必要でないかというような御意見もありましたので、今指定

管理を委託している業者と十分に連携をとりながら年１回指定管理の業者とヒアリングも副町

長をトップとした形で会社の社長等にも来ていただきまして、ヒアリング調査等も実施して要

望と、こちらからもそういうような会議等ももっておりますので、その中で十分協議をしなが

ら、使いやすい、利用しやすい施設づくりを進めてまいりたいというふうに思いますし、お風

呂の改修につきましても業者と連携をとりながら、年次的に改修の必要なものについては整備

を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 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 特に衛生面を再度見直していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい。他委員さんから。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 すいません。単純な質問が１点あります。先ほど説明の中で３施設ともに入浴の部分と食堂

の部分でしたか、８月・９月が全部減少と出ていたんですけど、どの施設もそうみたいですけ
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ど、この要因って何なんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 先ほど説明で８月、９月が大きく減少と話しましたけど、天候の関係ということで、昨年台

風の関係が大きかったということで、業者との聞き取りの中では話が出ておりました。緑清荘

につきましては、８月・９月の２カ月で９００人強が前年度と比べて減っておりますし、パパ

スは１千１００人ぐらい。緑の湯につきましても１４０人ぐらいということで、この２カ月間

が今言った台風等天候の関係それだけではない全体的な部分もあるかもしれませんけども、そ

ういうような要因かなというふうに分析をしているところでございます。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい、加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 特に緑清荘の関係なんですけど、指定管理料を出してない部分の中ではちょっとこれ微妙な

部分もあるんですが、販売施設等に関する売上が１年間で約８０万ぐらい下がった、緑も下が

っている、札弦は逆に上がっているという状態があるんですが、この辺の要因というのは、今

言われた７月・８月の環境なのか、どこに要因があるのかというのは把握されているのか。売

店施設については強化するということで設備投資も町がしたという経緯があると思うんです

が、この辺委託料を払っている、払ってない関係なしに、この施設の活用の中では大きな問題

点なのかなというふうに、この辺の要因についてどのように把握をされているのかというのが

１点。 

もう１点は、今課長の答弁の中で、年に１度は協議していますよという表現だったんですが、

余りにも少な過ぎるのかなと。やはり半年に１度と言いますか、いろんな問題があったときに

はその時やっているだろうと。１年間に１回は恒例的に十分な年間を通しての協議だろうとい

うふうに思うわけですが、対応の中では常時されているんだろうと思いますが、そういうのも

ある意味では２回なり３回定期的にきちっと整理するというのが、温泉施設関係の指定管理だ

けでなくて、すべての指定管理部門において非常にそういう部門の管理というのがどうなのか

なというふうにちょっと疑問に最近思うような関係がありますので、これについて総務課、町

としての考え方をもう１回整理をしていただきたいなと。 

なぜそうやって言うかと言うと、意外と緑ヶ丘公園の指定管理での苦情があったり、あるい

は指定管理という部分でその本来は民間の活力、その部分の中でいろんな長所を引き出してい

くためにやって進めてきた事業なんですが、そのことが結果として怠慢になりつつあると言う

か、任せちゃっているんだから、あるいはこっちは受けているんだからとかそういう部分が見
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受けられる環境になってきたんで、きちっとした管理責任というのはあくまでも町にあり、住

民のことを考えていくんですよということがちょっと事業展開の中で薄らいでいないかという

疑問があるんで、その辺もよろしくお願いをしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 まず１点目の緑清荘の特に販売施設等のところの使用料、売上でございますけども、前年比

比べて８１．７％ということで減少をしているところでございます。先ほど言ったとおり８月、

９月の台風等の気象等の減少がありますけども、それは他の施設も同じかなというふうに思い

ますが、それも当然若干あるかなというふうに思ってございます。 

緑清荘の関係者、社長等々聞き取り等行った状況では宿泊施設でございまして当然宿泊され

た方が売店でお買い物をしていただければ良いんですけども、宿泊施設に来る前に最近はきよ

～る、それから道の駅で買い物等お土産等を購入する方が多くなっているということで社長と

お話した時にはそういうようなことがありまして、緑清荘ではなくて他の施設での町内でのお

土産等の買い物が増えているというようなことがありました。 

ただ、先ほど加藤副委員長からありましたとおり、当然あそこの施設で、売店等も整備して

お金をかけた経過もございますので、当然宿泊でここに載っている数字の方が泊まられている

ということもありますので、品揃え等も含めましてお土産等、今後売り上げ等伸ばしていただ

くような努力を、こちらからも投げかけますし、業者の方にも行っていきたいというふうに思

っているところでございます。 

それから、指定管理の業者と行政との連携の関係でございますけども、先ほど言った通り、

指定管理の全部の業者との連絡協議会というのは原則的には年１回は開いております。それ以

外に各業者との担当課におきましては常に連携をとりながら何かありましたら来ていただきま

すし、こちらからも施設の方に足を運んで何か要望、またこちらからの意見等も述べながら連

携を深めているところでありまして、指定管理といえども最終的には当然町の方で責任、対応

しなければということがありますので、十分に連携をとりながら今後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 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 その売店の関係なんですが、売れないから置かない、置かないから買わないという悪循環も

実はあるような気がするので売店施設整備をしたときは結構広い環境の中で品ぞろえも揃って

いた。でも現状はちょっとこれ売店って言えるのって言いたくなるぐらいの環境になってない

かという部分もあるんで、それでいけば宿泊者に対するニーズのあるいはそういうものに対す

る商品の考え方。やはり指定管理ですので、町がいちいち口出す部分じゃないんですけども、

これはある程度要望のもとにこの売店の部分の拡張もされたと思うんです。そういうことを踏
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まえた中での協議検討も忘れないでいただきたいとこのように思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 今加藤副委員長言われたことを参酌しながら、今後業者との連携を深めていきたいというふ

うに思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。 

 

○前中委員 

 ちょっと関連で参考までにお聞きしたいんですけど、観光施設という中での宿泊施設、当町

において重要なものがあるんですけども、やはり施設的なポテンシャル、客室等における稼働

率というのは、実際問題売り上げベースでは前年同期より若干数字は出ているんですけども、

最大限に宿泊施設を活用するというその経営マインドをやはり先ほど加藤委員からもおっしゃ

ったように、最大限有効に活用されているのかな、あるいは河口委員からもおっしゃったよう

に魅力のある入湯施設になっているのかどうなのか。そして昨日提示されましたように摩周阿

寒国立公園という中で今の観光、インバウンドの人たちの動態がツアーより個人向け対応にな

ってきたときに、いろんな媒体の中の活用、ＳＮＳとかインターネットとかあるんですけども、

ある人に言われたんですけど、そういうところがちょっと緑清荘さんは弱いですよねというの

があったんですよ。そのへんも連携会議がある中でもっと進めた中でおそらく増築した中での

部屋数は増えていますから、最大限ポテンシャル発揮するんであれば、５割増しとかいくであ

ろうと思うんですけども、現実に甘んじている実績かなというデータなんですけども、そこら

辺指定管理という中では口は出せませんけれども、公設民営と形で行政がつくった建物ですか

ら最大限活用していただきたいという方向性を指導していただきたいとは思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 前中委員からおっしゃられた関係でございますけども、緑清荘につきましては御承知のとお

り、町内で１番宿泊ができる施設ということで、それに温泉施設等も兼ね備えた施設というふ

うに認識しております。それぞれ温泉施設が３つあったりとか、きよ～るそれからいろんな施

設等がありますけども、それぞれの施設の役割というのが当然あるのかなというふうに思って

ございます。この一番大きく宿泊できる緑清荘の施設。先ほど言われたとおり最大限に活用で

きる魅力ある施設づくりを、今後情報等連携しながら努めていきたいというふうに思いますし、

ＳＮＳ等の発信等も含めてＰＲが大事かというふうに思っておりますので、この辺も強化等行

っていきたいというふうに思いますし、連絡協議会におきましては町民からいろいろ職員が聞
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いた要望等も会社の方に伝えて改善等をやっていただいているような状況でございまして、い

ろんな意見等をまた会社等に伝えながらより良い魅力ある施設づくりを清里町の宿泊施設とし

て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 

 よろしいですか。他にありませんか。ちょっと参考までに聞きたいんですけど、このパパス

ランドの販売施設のこの売り上げの中に、この野菜の関係の部分というのはどのぐらいの内訳

になっていますか。 

 

○総務課長 

 パパスランドにあります野菜生産者の会という団体がありまして、そこの方が中心となって

野菜の方でパパスの売店の方に入れていただいておりますけども、野菜の関係、生産者の会の

総会等も出席させていただきましたが、２８年度初めて１千万を超えたという情報を得ており

ますので、野菜だけではありませんけど、生産者の会の総会の中では１千万初めて超えたとい

う報告を受けておりましたのでご報告をさせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 今の数字の関係ですけども従来から言われている、あそこにはポスレジが入れられていて商

品別いろいろすべて統計に出ているはずなので、野菜が１千万越えましたよって概略で結構な

んですが、その他の４千９００万内訳が当然出てなきゃいけないんだろうと思いますので、ど

こに力を入れて、これはパパスでうまくいっていますよということが緑清荘に１つの情報とし

て生きられる形をぜひとっていただきたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今河口委員から言われたことを念頭に、今野菜だけではなくて他の資料等ございませんが、

その辺もまた含めまして報告等できればなというふうに思っているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。無ければ全体を通して質問漏れございましたら。あり

ませんか。池下委員 

 

○池下委員 

 今日の議題の中にはないんですけど、６月の常任委員会の時にちょっと私聞いたことなんで

すけども、職員２名を募集かけて１０月１日から採用したいというふうな旨の説明を受けたん
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ですけども、今まだ途中ですけど、どういう状況になっているのか、ちょっとお聞きしたい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 実は口頭で最後に何も無ければ報告させていただきたかったんですけども、前回の委員会で

もお話させていただきましたが、１０月１日の社会人枠採用に向けて７月いっぱいまで募集を

させていただきました。一般事務１名、土木技師１名ということで募集をさせていただきまし

たが、７月末で一般事務に９名の社会人の方の応募がありました。土木技師については残念な

がら１人の応募もありませんでした。 

それで今後なんですけども、８月の１３日日曜日でございますけども今度の日曜日でござい

ますけども２次試験を実施する予定ということで、今後１０月１日の採用に向けてまた面接等

の状況、２次試験いろいろ学科と言いますか、そうような試験等も２次試験で予定してござい

ますが、その中で今後準備を進めていきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 事務職１名使うのかなというふうには思うんですけど土木職は応募がなかったということな

んですけども、これは引き続き募集をかけていくのか。また来年度新規にということを考えて

いるのか、その辺はどうなんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 土木事務につきましてはですね、いろいろ原課とも相談をさせていただいておりますが、今

現在で１０月１日が難しかったということで新規の部分についていろんなところに働きかけな

がら土木技師については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す。 

 

○勝又委員長 

 他にありますか。無いようですので、以上も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 

 引き続き企画政策課、２点ございます。平成２９年度普通交付税算定結果について。はい担

当主査。 
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○まちづくりＧ主査 

それでは私の方から平成２９年度普通交付税の算定結果につきまして御説明を申し上げま

す。１ページをお開きください。 

平成２９年度の交付額につきましては、前年度と比べ１億７２万１千円減額の２３億２千６

４７万４千円の算定となっておりまして、前年度比９６％となってございます。それでは算定

概要についてご説明を申し上げます。 

まず、基準財政需要額でございますが、これは行政運営のための財政需要を一定の方法によ

り合理的に査定をした額でありまして、また基準財政収入額とは税収入などを一定の方法によ

り算定をした額でございます。この基準財政需要額から基準財政収入額を差引きました財源の

不足分が普通交付税で措置をされるという仕組みになってございます。 

２番の交付額算定の内訳の基準財政需要額の欄をご覧ください。前年度から増加した項目の

増加額は４千１７７万１千円でありまして、中学校費における生徒数及び補正係数の増、過疎

対策事業費における起債償還額の増、高齢者社会福祉費における高齢者人口の増などが主な要

因となってございます。また前年度から減少した部分につきましては１億１千６７０万円であ

りまして全国的な景気回復に伴う地域経済雇用対策費５千５２９万５千円の減額が大きな要因

であるとともに、昨年度より交付税算定に用いております国勢調査の確定値に基づく人口の減

によりまして全体的に減額となってございます。基準財政需要額は２９億８千６６５万１千円

であります。 

続きまして、中段の基準財政収入額の欄をご覧ください。前年度からの増加額は２千２４０

万 1千円でありまして、農業所得及び事業所所得の実績増による町民税の増が主なものとなっ

てございます。また前年度から減少した部分につきましては６３８万７千円でございまして消

費税額見込み減による地方消費税交付金の減、たばこの販売本数の減によりますたばこ税の減、

が主な要因となってございます。 

基準財政収入額につきましては５億３千６６７万７千円となります。その下の臨時財政対策

債でございますがこれは国の交付税財源調整ということで１億２千１２４万円となってござい

ます。前年度からの減少額は１２１万２千円でございます。 

次の錯誤額につきましては前年度以前の交付分の数値修正でございますが、本年度はござい

ません。 

一番下の調整額につきましては全国的に交付税の総額に合わせるための調整ということで清

里町につきましては２２６万円の減額となってございます。調整率につきましては記載の方で

ございます。 

これらを算定した結果、平成２９年度の普通交付税は２３億２千６４７万４千円となってご

ざいます。以上が平成２９年度普通交付税の算定結果でございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、平成２９年度普通交付税算定結果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。 

 

○加藤副委員長 

 参考までになんですが、交付算定額の中で一番大きな要因は全国的な景気の回復のためによ
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る配分額の減ですよとこういうことなんですが、もうひとつその１番上にある人口減に伴う全

体的な減額がありますよと。これ国政調査でさらに確定した部分での削減かなというふうに思

うんですが、過去５カ年ぐらい人口１人あたりに対する交付税額というのは額そのものに対し

ては、変化がないのかどうなのか。人口１人あたりに換算した時のこの算定基準の部分で、こ

こ５カ年間ぐらいで、一人当たりに対する交付額の増減というのはどういう形に推移されてい

るのか、あるいは２９年度の交付税に対して清里に対する分で、人口で割り返すと１人当たり

の金額はどのような金額になったのか。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 前段副委員長おっしゃられた通り、基本的に今回のこの交付税算定の人口減少の部分につい

ては昨年度からの人口減少というよりも、５カ年ごとの言っていただきました国勢調査の関係

の数字を用いるものですから一気に落ちるというような部分もございますけれども、その一人

ひとりの数字の部分については基本的には変わっていないということですので、割り返した部

分でいくと、人数が減った部分の算定ということになりますけども、他の計数についてはいろ

いろと経済の関係の計数だとか、いろんな計数の方法が変わっていることがありますけども、

人口の部分に関しては基本的な算定方法は変わってないというふうに理解しています。 

 

○勝又委員長 

 はい加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 そういう形の中において今回の算定基準で人口減による金額って定まっていると思うんで

す。その部分を清里の人口削減減少分で割り返すと１人どのぐらいの削減額になっているのか

なということです。それを裏返しすると全体に１人あたり人口１人分として総額幾らになって

いるっていう形がある意味では出てくるかと思うんですが、非常にその地方交付税の算定額の

中で人口減が大きいですよって言われるんですが、その部分というのは実際にどうなんだろう

かなというのをちょっと。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 今ちょっと計算しなければならない部分ありますので、後程報告させていただきたいと思い

ます。 

 

○勝又委員長 

 後程ということで。他に。はい課長。 
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○企画政策課長 

 ちなみに担当の方で申し上げたと思うんですけども、全体の予算につきましてはご承知の通

り、２９年度の交付税の予算額につきましては２２億４千９００万ということで予算化してお

りますので、予算に対しては１億円ぐらい余裕があるというか、そういうことがありますので、

その辺については全体的な下げはありますけども、余裕をもって予算計上しておりますのでそ

の辺はご安心いただきたいというふうに思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん、ありますか。無いようですので①番については終わります。続きまして、②番

阿寒国立公園名称変更（阿寒摩周国立公園）及び区域の変更について。課長 

 

○企画政策課長 

 この件につきましては昨日今日の新聞でも広く周知されているところでありますけども御承

知のとおり８月８日、阿寒国立公園が阿寒摩周国立公園に名称変更、そしてエリアが神の子池

まで広がったと、拡張されたということで既に報告を受けているところでございます。これに

鑑みまして町では８月１日の広報で住民の方々に周知するとともに、フェイスブックやホーム

ページを使った媒体でも周知を図っているところであり、さらにはプラネットに掲げてありま

す懸垂幕による周知、それから公共施設や商店街等にミニポスターの添付、そのような形で住

民に周知を行っているところであります。さらには神の子池の入り口看板につきましても、た

だ今阿寒摩周国立公園という名称を入れた中の取りつけも準備を進めているところでありま

す。また清里町民の方々も含めて、周辺の方々も含めて、神の子池にまだ行かれてないという

方ももしかしたら町民の方にもいるかもしれません、そういった再認識していただくという部

分も含めて、来月中旬には自然散策ツアー等も行う予定でありますし、新聞等でも報道してい

る通り、今後の整備についても早急に準備を進めていきたいというふうに思っておりますので、

今後についても、しっかりと神の子池裏摩周展望台もそうですけども対応を図っていきたいと

いうふうに思っておりますのでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 ただ今②番についての説明がございました。各員の皆様方から。はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 阿寒摩周国立公園に新たになったということで大変喜ばしいことではあるんですけども、今

日の新聞にも書かれていたように、今後たくさんの観光客が来てもらえることが予想されると

いうことでそれに見合った整備ということがこれから考えていかなきゃならないと思うんです

けども、その清里町の中で阿寒摩周国立公園における神の子池、裏摩周というのはどういうも

のなのかというようなしっかりとした青写真と言いますか、どういうところを目指していくん

だというのをしっかりぶれないでその目標というものをきちっとしていかないと、ちぐはぐな

整備が続いたりだとか、そういうような心配があるので、その辺はきちっとぶれないで整備の

方検討していただきたいと思います。細かいことを言いますと今日の新聞に載っていました休
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憩施設ですとかトイレのソーラー施設なんかも載っていましたけども、果たしてそのソーラー

施設というものが神の子池に馴染む風景なのかということも検証しないとならないことだと思

いますし、例えば、もう整備されましたけども木道ですとか木道とともに出来上がった神の子

池という看板が以前の木造のものから鉄の板に書かれた看板に変わっているということも、ひ

ょっとしたらそれに違和感を覚える方もいるんではないかという心配もありますし、入場者人

数を数えるカウンター姿が果たして良いものかということも検証していかなきゃならないと思

いますし、もしかしたらあの施設トイレにしても神の子池に中途半端なトイレだったら必要が

ないというような極端なことも、もしかしたらそういうような検討も必要ではないかなという

ふうに感じるところなんですけども、今現状にあるようなトイレではない方が良いぐらいのト

イレだと思いますし、新しく整備するにしてもあの環境に馴染んだトイレが必要ならば必要で

しょうし、ひょっとしたら必要でないのかもしれない。あそこに通じる道路もきれいな整備が

必要なのかもしれないし、必要じゃないのかもしれないし、そのへんのきちっとした最終的な

神の子池の清里町としての大事な資源ですから、きちっとした青写真を描いた中での整備とい

うのをお願いしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただ今堀川委員のお話していただいた通り、今回神の子池が阿寒摩周国立公園に編入にした

からといって神の子池だけを捉えてやるのではなくて、当然以前から皆様方からお話頂いてい

る通り、周辺のさくらの滝だとか周辺の景勝地も含めた中で、全体的に観光の１つのスポット

として捉えていかなければならないのかなというふうに思っております。さらにはそのただ今

お話しいただいたその環境整備についてもただ単にむやみにトイレをぽんと建てるのではなく

て、当然阿寒摩周国立公園に入ったということは保護の観点と利用活用の観点という部分があ

りますので、その自然保護、自然環境を守るといった意味でどういった施設が良いのか、本当

に必要なのか必要じゃないのか。無い方が良いのかというような部分でありますとか、自然に

どれだけマッチしたものが良いかとか、例えば今お話しいただいたその入り口にある数を数え

るカウンターが自然環境に馴染めない部分は私も承知しておりますので、そういった部分で例

えば変更できないのかとか。そういった部分もありますので、しっかりとその保護と環境を守

る、そして観光客や交流人口を増やすためにしっかりと利活用をするそういう両面をしっかり

ととらまえて進めてまいりたいと思いますし、今後あそこの神の子池周辺も携帯電話が今使え

ないような部分でありますのでそういった部分のお願いというか、ＮＴＴとかそういったとこ

ろに対しても依頼をして安全で快適な環境を整えていきたいというふうに思っておりますので

ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい堀川委員。 
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○堀川委員 

 それに加えまして神の子池だけではなしに、その周辺という話がありましたように裏摩周も

観光を見に来てくれる人が増えるでしょうし、さくらの滝も増えるでしょうし、それに合わせ

た他の温泉施設、道の駅きよ～るへの誘導への仕掛けみたいなものを早めに考えていただいて

町全体に交流人口が増えるような形の仕掛けを考えていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 先ほども申し上げましたとおり神の子池だけではなくて、その周辺の景観スポットであると

か温泉、清里全体をとらまえた中での人が流れるような仕掛け仕組みづくりであるとか、そう

いったものを十分に検討しながら進めてまいりたいというふうに思っております。冒頭申し上

げましたとおり、いずれにしても国立公園に入ったというような部分がございますので、そう

いったスタンスを持ちながらも、神の子池いろんな部分で表に出るわけですから、しっかりと

その利活用等保護の観点と両面から今後とも有効活用をしていきたいと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。はい。他委員さん。河口委員。 

 

○河口委員 

 先ほど課長の中にありました、携帯電話のエリア拡大ということでは、現実にここでガソリ

ンや何かの情報は当然発信できなくて通りかかった車に頼んで応援をもらうという経過が続い

ているようなんですが、平成２３年ぐらいまではエリア拡大の通信局からの自治体あるいは業

者に対する助成金というのが制度としてあったんでしょうけども、今度国立公園なったときに

はあくまでもこれは環境省か何かのことが大きいでしょうあくまでもエリア拡大の部分という

のはかえって難しいのかやりやすくなったのかは別としてこれ早急に何か窓口というのが考え

られてるのかどうかっていうのをちょっとお聞きしたい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今の通話ができないエリアの部分につきましては、ちょうど神の子池が阿寒摩周国立公園の

ギリギリ下の部分ということで、当然のことながら国立公園の中に鉄塔だとかそういう中継地

を置くと当然いろいろな部分であろうかなというふうに思いますけども、この国立公園を外し

た中の山間の中にはめてしまえば、特にあそこは林野庁の作業地域もありますけども、大丈夫

なのかなというふうに思っておりまして、どちらにしても今事務方的にはＮＴＴ等の事務方と

も可能性について模索しているところでありまして、ＮＴＴのドコモ側としても前向きに検討
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をしていただいているような状況でもありますので、これについても町としてどういうところ

ができるのか、環境省との調整が必要なのかどうかという部分もしっかりと捉えて、なるべく

早い形でそういった対応も安全対策を早急に図れるように事務処理を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。他に委員さんありますか。はい。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 いろんな意味で国立公園の中で清里区域、神の子池を中心に始まった整備をしていかんとな

らんのは当然ですが、今日の新聞でも道の予算あるいは関連の関係で金額も出ていましたが、

この部分国立公園になった時点での国としてと言いますか、この分で事業を展開する時の予算

づけやいろんな部分というのは、どういうような形で今後進められていくのか、あくまでも町

村にある部分は町村での環境でいくのか。この辺の見込みと言いますか、どういう形になって

いくのか、その辺の捉え方というのは現時点でどうなんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○企画政策課長 

 正直申し上げまして、今回新聞報道されている７億円とかというような数字については単純

にすぐ神の子池とか裏摩周に流れ込むというようなことはかなり厳しいというふうに思ってい

ます。全体的にその阿寒摩周国立公園の中で環境省として重点的なスポットを捉えて、例えば

摩周第１展望台の改修等々についてはたぶん費用が入ってくるんじゃないかというふうに思わ

れますけども当然満喫プロジェクトとかそういったお金が単純に神の子池にはなかなかストレ

ートには入ってこないというふうに思っております。ただ裏摩周園地については御承知のとお

り第３種から第１種特別地域になりましたので、これは環境省の直轄事業も可能という形にな

ってきましたので環境省が国のお金を使って直轄事業でやっていただける可能性はございま

す。ですので、神の子池は第３種ということになりますから、国の直轄事業や満喫プロジェク

ト予算が投入されるというのは厳しいのかなと。 

そしたらどういったお金を使えば良いのかなということになりますと、国立公園の中に入れ

ば国の環境省が持つ整備の交付金制度がありますので、それにつきましては２分の１です。今

まで北海道しか受けられなかったんですけども、町村もその事業を受けられることになりまし

た。ですので、そういった環境省の交付金、さらにあそこは神の子池はレクレーションの森に

指定されておりますので、林野庁の補助金なんかも活用できないかというところで今模索して

いるところでありますので、いずれにしても今回の国立公園になった部分の中でそういったお

金についてのメリットも生かしながら、先ほど堀川委員の方からお話があった部分も含めて整

備をしてまいりたいというふうに思っております。 
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○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 いろんな補助金があるという形なんですが、最大でも今の課長の答弁の中に２分の１とあく

までも町の持ち出しをしないとならないと、こういう中では堀川君が言っていた町全体に対す

る最終的には交流人口であるプラス経済効果が本当に得られるのかどうなのか。それを導くだ

けの手段が同時に進行されてないと全くの意味がない。 

この事業を展開する前に、まずは現状としてどれだけの経済効果がいろんな形の中で観光を

通して、我が町にあるという試算が成り立つのかどうなのか、この辺を十分に踏まえてつくっ

てしまったけど結果的にごみしか置いていってくれない環境にならないようにきちっとお金も

落としてくれる経済効果のある環境づくりをまず忘れないで同時に進めていっていただくこと

を切にお願いをしておきます。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 十分にそのへんにつきましては注意をしながら、しっかりと把握をしながら全体を捉えた形

の中の観光政策を進め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。他委員さんからありませんか。企画政策全体を通してありませんか。 

 

○企画政策課長 

 議案に載ってないお話で大変恐縮なんですけども、今日の新聞にもオリンピックの関係でナ

ンバーカード、図柄入りナンバーカードの新聞報道がされておりましたけども、実は羅臼町が

ちょっと先導役となって知床ナンバーを今回の図柄入りのナンバープレートの募集が今後始ま

るわけですけども、そこに周辺の自治体と一緒にやっていきたいということで、実は羅臼町の

方からお話というか声かけがありました。そこで本町につきましては事務方、それから町長を

交えながら検討させていただいたんですけども、その申請が１１月下旬までに住民合意を得て、

議会の了解を得て進めなければならないということで非常に時間が短いという中で、今すぐ協

議会の方の協議にもっていけないというような回答を事務方を通して羅臼町にさせていただい

ています。 

ナンバープレートの名称は、知床ナンバーということで羅臼の方から御案内をいただいてい

るんですけども、今の段階ではすぐその協議会に入って導入に向けての協議を進めるにはちょ

っと余りにも時間がないというような部分、それから先ほど申し上げましたとおり住民合意を

しっかりと得られなければならないという規定がある部分、そういった部分総合的に捉えてせ

っかくお声をかけていただいたんですけども、今の段階では保留にさせていただきたいという

ことで羅臼町に報告をさせていただきましたので議員の皆様方にもその旨報告をさせていただ
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きます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 課長より羅臼町からの御当地ナンバー知床ナンバーの要請が来たということなんですけど何

かありますか。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 すでにちょっと聞きましたけども個人的には前向きではありません、私は。むしろ東のオホ

ーツクになるんだったら、これはまだ価値はあるけども知床というナンバーがどういう価値を

生むというと、私はここの地域は北見という自己発信して別に構わないかなという気はしてい

ます。今まで羅臼は釧路ナンバーですか、釧路ナンバーを知床にしたいということなんでしょ

うけども、我々は北見管内でこれがオホーツクになるんだったらまだ違うけど知床には私は前

向きではないというのがひとつあります。 

 

○勝又委員長 

 一応保留状態ですか。よろしいですね。それでは以上２点、企画政策課終わりたいと思いま

す。どうもご苦労様でした。 

 

○企画政策課長 

 すいません。数字が出ましたので。 

 

○勝又委員長 

 先ほどの加藤さんの質問の数字が出たそうです。はい担当。よろしくお願いします。 

 

○まちづくりＧ主査 

先ほど人口基準としている部分の単価と言いますか、１人あたりの金額の方に変更等々があ

ったのかというご質問でございましたけれども、交付税の基準需要額の中で、人口を基準とし

ている部分が消防費ですとか公園費とかもろもろあるんですけども、その中の部分でかかった

費用とその当時の人口割り返して出してみました。平成２７年につきましては１人あたり１４

万８千円。そして２８年につきましては１６万３千円。そして２９年につきましても前年と同

額の１６万３千円という結果になっております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

これは交付額全体を人口で割り返した。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当主査。 
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○まちづくりＧ主査 

こちらは需要額につきましては、人口に関する部分ですとか面積に関する部分、そういった

部分がございますので、一律に比較できませんので今回お話ししたのがあくまで人口を基準に

した部分を割り返した形になります。 

１人あたりの額としてはほとんど影響がないんですが、人口が減っているのでどうしても総

額が減っている部分とあとは人口以外でも例えば農家数ですとか高齢者の人口数とかいろいろ

なのが重なり合って交付されていますので、今回人口が減っている分は減っていますが、１人

あたりとしてはさほど影響はないと見ていいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。以上で企画政策課終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。１０分

休憩します。 

 

休憩 午前１０時１６分 

再開 午前１０時２５分 

 

○勝又委員長 

 それでは再開します。生涯学習課５点ございます。①番高校進学に関するアンケート調査の

結果について。課長 

 

○生涯学習課長 

 それでは生涯学習課より５点ご報告ご相談させていただきます。 

まず１点目でございます。高校進学に関するアンケート調査の結果でございます。このアン

ケートは毎年実施をしているアンケートでございます。目的といたしましては入学者の動向を

把握すること、そして平成３１年度以降における清里高等学校総合支援対策事業の見直しのた

めの資料とするために実施をしているものでございます。 

調査の概要でございますが、対象といたしましては清里中学校、小清水中学校の１年生から

３年生、そしてこの春入学いたしました清里高校生１年生を対象としてアンケートを実施して

いるところでございます。調査期間につきましては６月２６日から７月６日この間で実施をし

ているところでございます。 

では調査結果でございます。進学先につきまして、どこを現段階で希望しているかというこ

とでございます。資料の１ページの表をご覧ください。①現在考えている希望進学先でござい

ます。３年生に関して申し上げますと清里中学校、小清水中学校それぞれの３年生、合計いた

しますと２９名が現段階で清里高等学校を希望しているということでございます。またそれに

加え斜里、網走の中学校にお話をお伺いしたところ、３名希望している生徒がいるということ

でございました。このアンケート結果とあわせまして３２名が現在清里高等学校を希望してい

るということでございます。 

また②の清里高校が１学年２学級になった場合、清里高等学校を希望しますかという問いに

対しまして希望すると回答しました３年生は２名おりました。これらのアンケートの結果から
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次年度の間口につきましては４０人一間口が妥当ではないかと町教委では考えております。道

教委の方でも現在一間口という計画が出されており、この秋以降最終決定がされることになっ

ております。 

なおこのアンケート調査につきましては先ほど申しましたとおり平成３１年度からの総合対

策事業の見直しに活用させていただくということで、本年度末を目標に見直し案を検討してま

いりたいというふうに考えております。アンケート調査につきましては以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 ただいま高校進学に関するアンケート調査についての説明がございました。各委員の皆様方

から。池下委員。 

 

○池下委員 

 今課長から説明がありました３１年度以降の支援対策事業の見直し検討ということで、今年

度末に検討するという話なんですけど具体的に何か今話せる段階でどういったことを考えてい

るのか。話しできる部分で良いですのでちょっと話していただきたいと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 現段階ではまだ正直白紙の段階です。ただ考え方といたしましては、まず１点、間口を増や

すためだけ、人数を増やすためだけの支援というのは検討見直しの対象にしていきたいと考え

ております。 

それから２つ目といたしまして道立清里高等学校が目指す学校像、教育目標に合致したその

ための支援これはどんなものが必要なのか、この視点も踏まえて検討をしてまいりたいと思い

ます。今後、中学校高等学校等で組織しております対策委員会がございます。そちらと協議を

させていただきながら原案をつくり、そしてまた常任委員会等で皆様にご協議をいただきたい

というふうに考えております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今人数を増やすためだけのということで説明があったんですけど、今年度末に検討して来年

度あたりは発表するのかなというふうに思うんですけど、具体的に常任委員会の中でそういう

説明を考えているのか。例えば来年の１月とか２月とかそこらへんはどうですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○生涯学習課長 

 これにつきましては、教育委員会事務局内部、そのあと教育委員会協議会等で相談、協議を

させていただいたものをまずたたき台として提示させていただきたいと考えております。早け

れば秋以降と考えておりますが、年度内におおむね方向性を見出したいと考えております。 

なぜ３１年度の内容をこの時期までにと言うことになりますが、実際に３１年度の入学者を

募集するためには３０年度の春からＰＲを始めていかなければなりません。そのようなことか

ら２９年度いっぱいに内容を決定してまいりたいというふうに考えております。 

 

○池下委員 

 了解しました。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。アンケートの中身等についてはよろしいですか。終わりたいと思います。②番

清里中学校開校７０周年統合５０周年記念事業について。課長 

 

○生涯学習課長 

 次に清里中学校開校７０周年、統合５０周年記念事業についてご説明をいたします。初めに

申し訳ございません、２ページの資料の訂正をお願いいたします。１番清里中学校の沿革概要、

昭和２２年４月１日の２行目平成２９年４月１日で５０周年とございますが、７０周年の誤り

でございます。訂正いたします。申し訳ございません。 

それではまず１番目の清里中学校の沿革概要でございます。昭和２２年４月に上斜里中学校

設立の認可ということでここから数えまして２９年４月１日で７０年というふうになります。

また昭和４３年４月１日に江南中学校と名目上の統合がされました。それから数えまして、平

成３０年４月１日で５０周年迎えるということとなっております。 

次に２の記念事業協賛会についてでございます。協賛会につきましては、歴代会長のうち直

近、従来の会長さん並びに現ＰＴＡの役員によりまして２回の準備委員会を既に実施されてお

ります。その後７月２０日には歴代ＰＴＡ会長全員による事前打ち合わせを開催し８月２８日

には協賛会の設立総会が開催されるということとなっております。 

次に３番目の記念事業の内容でございます。開校時からの卒業生等の名簿の整理を行うとい

うことでまた記念式典につきましては、開催を平成３０年の１２月と想定をされております。

また記念誌の発行も予定しているということでございます。 

４番目の事業に係る予算でございます。平成２９年度から平成３０年度までの２ヶ年におけ

る総体的な予算の検討をされているということでございます。収入につきましては卒業生から

協賛金を募るということでございますが、本年度につきましては事前準備のために財源が無い

ということでございますので、町がおおむね５０万程度補助をさせていただくこととし、これ

につきましては９月定例会で補正予算を提案させていただきたいというふうに考えておりま

す。以上説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただいま清里中学校開校７０周年、統合５０周年記念事業についての説明がございま
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した。各委員の皆様方から。加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 ７０年間そのままで今回５０年とこういうことでの予算組というのは良いと思うんですが、

この部分において記念事業の内容の１番、開校時からの卒業生名簿を整理するっていう段階、

当然のように整理をし、ご案内をするという関係の中での経費の部分が出てくるんだろうと思

うんですが、発送するまでの事務方の部分の処理というのは、どこの部分でどうしていくか。

可能な部分なのかどうなのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 それにつきましては、今後御相談を頂けることというふうに考えております。一部そのよう

なお話もございまして、それにつきましては１つには基本的に協賛会でやっていただくという

ことを原則といたしますが、そのためには膨大な事務時間が要するというふうに考えておりま

す。その場合は例えば人夫賃などの経費をみるということも１つの考え方だと思います。具体

的にご相談があった中で一番良いやり方というのを相談協議させていただき、決定したいとい

うふうに考えております。 

 

○勝又委員長 

 加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 そういう形の中で協賛会の中で賄い切れないものについては考える余地があるという判断に

たっているということなんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 賄い切れないと言いますか、またこの人夫賃などをその協賛会のあの補助金の中で見ていく

などということを想定しております。 

 

○勝又委員長 

 加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 この９月の補正でという時点で処理しないと期間が１年間しかないという中で、その後協議

していきますとなると１２月の補正をかけるということなんですか。これ１つの事業の中で定
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例会ごとに同じ事業に対しての補正を何回も組むということはなかなかあり得ないのかなとこ

ういうふうに思いますので、この辺について９月の時点で本当に郵送料だけで５０万円という

形が必要なのか。１２月の時点でこの協賛会が設立し、事業内容が具体化した時点でかけるべ

きなのか、その辺十分に検討した上で進めていっていただきたいとこのように思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 今副委員長からお話ありましたとおり、当然議会ごとに同じ項目で補正ということにはなり

ません。十分内容を精査してということで、次回９月定例会前の常任委員会で内容の詳細につ

いて御説明をさせていただきたい。それまでに内容の精査をしてまいりたいと考えております。 

 

○勝又委員長 

 以上です。よろしいですか。はい加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 良いんですが、ここに今５０万円で通信費って出しちゃうと、この部分について細目の予算

の内容を内訳するんじゃなくて基本的に事務方の人件費の部分も基本的に必要になるんだとす

れば、その辺も十分に検討した上で提案しないとならないと思うんです。だとしたらこの協賛

会が設立した時点のあとに９月ですから良いですけど、その時点で十分間に合うのかどうなの

か。だとしたら逆に１２月補正のときにきちっと必要なものを全部洗い出してするというパタ

ーンも必要でないかと。どうしても協力しないとならない町の事業の部分で教育関係でありま

すので、その辺を踏まえて取り進めていっていただきたいとこのように思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今御指摘ありました内容につきまして、基本的に時系列を整理いたしまして、どの段階で提

案申し上げるのが適切なのか判断をいたしまして、また改めて御相談をさせていただきたいと

思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。池下委員。 

 

○池下委員 

 今まで７０周年迎えるまで１回もやってないのも問題なんですけど、まず、全体予算はまだ

解らないけど、この下から４番の２に関しても卒業生等から協賛金を募るとありますけども、

これも全く未知数なんですよね。未知数なのにどうしてこれは５０万って金額が出て来たのか、
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このへんも不思議なんですよね。それがなぜ今９月補正なのか。全く先が見えない状況の中で

いきなり補正を組むということ自体がおかしな話であって、もうちょっと時間をかけてもう少

し煮詰まってからでも補正って遅くないと思う。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今回この５０周年、７０周年記念につきましては全くゼロからのスタートということとなり

ます。そうなった場合、協賛金を集めるにしても案内文書等を出し、その時間が大変要すると

いうことからこの２ヶ年で実施するというふうに聞いております。その中で設立後すぐ動き出

したいということで、それにかかる諸経費ということで相談を受けているところでございます。

なお、この５０万につきましては改めて次回中身について精査をし、御相談させていただきた

いと考えます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今現段階で質問していくのも何かなと思うんですが、時間がないということなのでちょっと

お聞きしたいと思うんですが、今回協賛会が立ち上がって協賛会が主体でこの事業を進めてい

きますと。で、先ほどからの質問等にもあったんですが協賛会で賄い切れない場合は事務その

卒業名簿に関するものですとか事務方の処理等との町で協力できる部分はしていくっていうイ

メージなんですもんね、今の話でいきますと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 当然いろいろ相談ございましたら協力していくところはございますが、そのやり方について

は先ほど申しましたとおり、例えば人夫賃をこの補助金に計上するなど、やり方はいろいろあ

るかというふうに考えております。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 なかなか難しい質問になっちゃうと言いますか、まだ立ち上がってないものですから、でも

時間がなくて早急にいろいろ進めているわけなんですけども、１つ疑問に思うのが、卒業者名

簿云々の話もそうですが、例えば今の時代個人情報保護法があっていろいろ調べづらい部分で
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すとか例えば町が関与していくその卒業生から協賛金を募るとかこういうのも町が関与してい

く形になっちゃうんですか。そこだけちょっと聞かしていただきたいんです。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 そのへんについて、これから具体的に御相談をいただき、詰めてまいりたいというふうに考

えております。 

 

○勝又委員長 

 他にありませんか。なければ２番終わらせていただきます。 

③番栁瀨俊泰画伯作品寄贈にかかる対応について。はい担当。 

 

○生涯学習課主幹 

それでは３番目栁瀨俊泰画伯作品寄贈について説明いたします。３ページをご覧いただきた

いと思います。 

まず１点目、栁瀨俊泰氏の略歴でございますが、１９５５年東京都生まれでありまして、現

在公益財団法人日展日本会員、一般社団法人日洋会会員でございます。これらの受賞でござい

ますが１９７９年の日洋三越奨励賞受賞後、日展の入選、日洋展での受賞、日展の特選、また

各種大賞展示の受賞など数々の受賞を受けておりますし、現在は多くの審査委員を務めている

ところでございます。 

この度、２点目のこの度絵画をご寄贈いただいた経緯でございますが、栁瀨利泰氏の父で洋

画家の故柳瀬俊雄氏作品が美幌美術館に貯蔵されていたことから美幌町において長男の俊泰氏

を招いての俊雄氏の作品鑑賞会を行うとともに、俊泰氏の作品が多く美幌町に寄贈されてござ

います。 

このような中、これまで数多くオホーツクの地を何度か訪れるうちに清里町の神の子池が気

に入られ、作品として描かれるようになり、こちらの神の子池の絵画が日展にも出品されてい

るところでございます。昨年初めて美幌町教育委員会を通じまして来町されまして作品を寄贈

いただくとともに本年７月から８月にかけてでも再度来町されまして更なる作品を寄贈いただ

くとともに清里中学校での美術部生徒への絵画指導なども行っていただいたところでございま

す。 

これまで寄贈していただいた作品でございますが、神の子池、レイク摩周、倒木のある風景、

清里町神の子池など清里町ゆかりの作品の他、父である故柳瀬俊雄氏の雪景他８点が寄贈され

ております。現在一部昨年ご寄贈いただいた作品をプラネット展示室にて展示しているところ

でございます。 

今後の対応でございますが９月定例議会におきまして補正予算の措置といたしまして、この

たびご寄贈いただきました上記３の②③の作品を展示するために必要となる額縁の購入代金ま

たは設置費用の予算費補正などを計上する予定となってございます。またご寄贈いただきまし

た絵画につきましては鑑定評価の予想額では高額なものとなりますので、今後町の顕彰条例に
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基づく社会福祉功労の検討、または紺綬褒章受賞への申請などを検討してまいりたいと考えて

ございます。以上栁瀨俊泰氏画伯作品寄贈にかかる対応について説明を終わります。 

 

○生涯学習課長 

 委員長 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 それではちょっとだけ作品を紹介させていただきます。今回大きな２点いただきましたこれ

が神の子池を描いたものです。大きさ１メーター６０センチの１メーター９０センチという１

３０号と言われるサイズになっております。それからもう１つ、これがレイク摩周という作品

でございます。これも同じく１３０号のサイズ大きなものこの２点頂戴しているところでござ

います。 

 

○勝又委員長 

 ただ今栁瀨俊泰画伯作品寄贈にかかる対応についての説明がございました。委員の皆様方か

ら。加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 非常に大きな額２点がとりあえず予算額的にはどのぐらいになるのか、そしてなおかつその

作品をどういう形でどの場所に展示しようとしているのか。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 まずこの額縁でございますが、おおむね１つ２０万円程度を想定しているところでございま

す。それからこれにつきましては大変重くなります。フックひとつでかかるものではございま

せんので、その辺の養生等の経費も若干かかるのではないかと考えております。設置場所でご

ざいますが、小さな絵につきましては、昨年度からプラネットの展示室に展示をしております。

この大きな２つにつきましては、１つはプラネットの壁にひとつ展示、それからもう１つは、

中学校で展示できないかということで中学校と相談をしているところでございます。昨年今年

と清里中学校に足を運んでいただき、美術部の指導をしていただいている縁もございますので、

今のところそのようなこと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。はい。他委員さん。ありませんか。終わります。④番緑スキー場の利用実

績について。はい担当。よろしくお願いします。 
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○社会教育Ｇ主査 

それでは平成２８年度に圧雪車を更新しました緑スキー場の利用実績について御説明申し上

げます。議案４ページをご覧ください。 

本表につきましては、平成２４年度から２８年度までの緑スキー場の利用状況を記載してお

ります。表の右側、平成２８年度について説明をさせていただきます。まず、表の中段から下

の営業期間、営業日数につきましては平成２９年１月３日から３月２０日までの期間で天候に

も恵まれ、前年度より１６日多い６８日、３０．８％増の営業日数で終了いたしました。表の

中段より上、右側の利用人数でございますが合計人数で、前年度より１万２千４２２人多い４

万５千１９１人、３７．９％増の利用があり、左側の売上金額でございますが、合計金額で前

年度より１０３万４千１８０円多い、２８６万２千２１０円、５６．６％増で終了することが

できました。その下、リフト券の券種別ではシーズン券以外のすべての券種が前年度の販売枚

数を上回っております。天候に恵まれ営業日数が伸びたこともありますが、圧雪車の更新によ

るゲレンデ環境の改善が利用者からは大変評価をいただいており、利用者の増加に大きくつな

がったものと考えております。スキー利用者は前年度より６千８３４人、２６％増加しており

ます。 

また、平成２７年度より実施しておりますボランティアによるスノーパークの設置によりス

ノーボード利用者も前年度より５千５８８人、８５．９％増加しております。圧雪車更新によ

る環境改善やスノーパーク設置により利用者が増加傾向にあることから、今後さらなる利用者

へのサービス向上を図るため料金体系の見直しについて検討し常任委員会においてご協議申し

上げたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今担当の方より緑スキー場の利用実績についての説明がございました。委員の皆様方か

ら。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今いろいろと説明を聞いたんですが、これだけ伸びているということは事業としてはすごく

喜ばしいことなのかなと思っております。その要因としての圧雪車というお話がありましたが、

今の圧雪車のこの時期の状況についてちょっとお伺いしたいんですが、夏場の期間というのは、

この圧雪車どのように今なっているのかということをまずお聞かせください。 

 

○勝又委員長 

 はい担当主査。 

 

○社会教育Ｇ主査 

圧雪車につきましては緑スキー場のヒュッテ前に鉄板を引きまして、その上にジャッキをか

けましてキャタを外した状態で、あと前後のブレードと後ろの圧雪する機械の部分、そこを外

しまして鉄板の上にテントをかけまして、それを鉄板と縛りつけまして、テントで囲った状態

で保管をしております。なおかつ外した部品につきましてもテントで囲ったパレットの上に乗
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せまして、それをテントで囲った状態で保管をしております。 

 

○勝又委員長 

 はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今説明があったんですけど、たぶん今までの圧雪車が入っていた車庫と言いますか、納屋と

言いますか、入らないのであろうということは認識しております。ただその圧雪車は高価なも

のですから、果たしてその鉄板引いて、そのジャッキアップしてキャタ外してというのはそう

いうのはすごく良いことだなと思っているんですが、そのシートだけで本当に良いものだろう

かというのがちょっと思っているんですが、そのへんは今後何か考えているのかというのがあ

れば、お聞かせいただきたいんですが。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 圧雪車購入の段階で、車庫については何度も御相談をさせていただいたところでございます。

その中で非常に圧雪車の車庫新設となりますと、大変金額も高上りとなるそのようなことから

今回このような形で保管するということにさせていただきました。これについては当然屋根の

ある密封されたところ、これに越したことはないというふうに考えておりますが、いろいろな

他の事例なんか見ますと、外にホロをかけてという事例もございますので基本的にはこの形を

踏襲してまいりたいというふうに考えております。 

 

○勝又委員長 

 はい伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 あえてこの場で言うのはすごく実は適切ではないのかなとは思いますが、他のところでテン

トの事例もある、たぶん民間ではないと思うんですよね。今回のこれだけじゃないんですが、

いろいろと町民なんかの意見聞いている時によく出てくる話なんですが、確かにそういう密閉

まではいかなくても車庫を建てると確かにかなり高額になるということも聞いております。た

だあえて言うのであれば行政で行うから行政が関わるからその金額になってしまうという部分

も少なからずあると思うんですね。なかなかこういう意見って言いづらいんですが。だから本

当の意味で町民にとって町の財政にとっても何が一番良いのかということを、今までの慣例外

した中でも検討していく段階に時代は入ってきているんじゃないかなと思っております。これ

以上はもう言いませんが、そんなことも少し頭の中に片隅に入れながら今後のことをいろいろ

と検討していただきたいと思っています。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 伊藤委員おっしゃる意図は重々理解をいたします。ただ私どもルールに沿って行政を執行し

ておりますので、その辺についてはちょっと私の現段階でこう具体的な答弁はちょっと出来か

ねますが、そのような意見があったことを受けとめまして、今後考えをしていきたいなという

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。河口委員。 

 

○河口委員 

 圧雪車の時点で一度検討していただいたことあるかなと思いますが、緑スキー場の今後の将

来像という中で、その中で継続という形で圧雪車の購入をされた。私はこの中でこの緑スキー

場が単純に教育という観点だけで捉えられていると、年間 1 千万超える補修管理、全てをやっ

たときに、それが清里にとって財政負担として本当に正しいんだろうかといった時に、これだ

けいろんな施設がどんどんどんどん増えて、予算が増えてきます。これはどれかを削らないと

いけないという時期が来たときに、緑スキー場が、ただ単純な教育というだけでは僕はやっぱ

り弱いんだろうと。ここのせっかくある資源を地域振興という立場の部分ともう一つは観光と

いう冬の部分、そしたら夏はどう利用するか。その辺観光と教育と地域資源ということをその

辺の将来像の立ち位置をやっぱり考えていただきたいということを一度お話したことはあると

思うんですが。このまま、スキー教育というだけで進んで良いのかということについては、再

度検討していただきたいなという気持ちでいます。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただ今の河口委員からのお話でございますが、これにつきまして、圧雪車のときにも議論を

させていただいたところでございます。教育委員会という縦割り的な考え方で申しますと教育

施設ということになります。基本的にはやはり私ども教育機関として１番に捉えているところ

でございます。またこの施設自体リフトが１基また比較的滑走距離も短い、このような状況の

中からなかなかこれを多面的に活用するということの難しさというのも内部で相談をして現在

教育機関ということで進めているところでございます。本日御意見ございましたことを次年度

以降の運営をする中で十分検討してまいりたいと思います。これにつきましては町長部局とも

相談をしてまいりたいというふうに考えます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他ありませんか。堀川委員。 
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○堀川委員 

 このようにたくさんの人に利用されて売り上げも伸びているということで、非常に喜ばしい

ことなんですけども、天候ですとか営業日数とかで増えた要因もあると思いますけども、スノ

ーパークの設置が結構そんな中でもウエイトを占めている部分があるのかなというふうに思う

んですよね。去年から始まって今年もそれで結構お客さんが増えたという面があると思います。

今後まだ増えていくんだろうなというふうに予想するんですけども、その場合にやっぱり安全

に対する配慮というのが、これからもっと大事になっていくんだろうというふうに思うんです

ね。今話を聞きますとスノーパークの運営に関してはスノボの愛好者のボランティアが基本で

運営されているってことなんですけども、人数が増えてくると無理が生じてくると思うので、

その辺もスノーパークの運営者、愛好者としっかりと話し合いを重ねながら、まず安全第一で

そして安全に楽しんでもらう。そしてあとは快適さということも求めながら、しっかりとその

へんは検討していっていただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 スノーボードを中心としたスノーパークでございますが、ボランティアで是非やらせてくれ

ないかということで実施をしているところでございます。これにつきましては、ボランティア

を行っている方々とシーズンオフに相談、協議をし、それぞれの反省を踏まえ、次年度に向け

た体制、考え方を今構築しているところでございます。 

その中で安全面につきまして特にヘルメットの着用、これについて議論があったところでご

ざいます。全国的にスノーパークを実施しているところでございますが、あくまでもヘルメッ

トというのは自主的に被るものということが中心になっているところでございます。と言いま

して事故がある場合頭部を損傷するということが多く想定されますので緑スキー場といたしま

してもスノーパークを利用される方はヘルメットをご着用ください、強制ではございませんけ

ども、その呼びかけをするなどして参りたいと思います。 

また緑スキー場のスノーパークは基本的には比較的スノーボード、スノーパークの利用、初

心者初級レベルの内容で安全に運営をしていきたいと考えておりますので、その設置の内容に

ついてもボランティアの方々と協議をしながら安全な運営と設置を行ってまいりたいと考えて

おります。以上です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん、無ければ終わります。⑤番清里高校生海外派遣研修事業につ

いて。担当 

 

○生涯学習課主幹 

それでは最後５番目、平成２９年度清里高校生海外派遣研修事業についてご説明いたします。

５ページをご覧いただきたいと思います。 
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本年度の研修日程でございますが、出発が９月８日、戻りますのが９月の１７日９泊１０日

の日程でございます。 

内容といたしまして初日の機内泊、そのあとモトエカ町での宿泊施設トップテンにおいて４

泊、ニュージーランドの首都でございますウエリントンでのホテルでの２泊、そして帰りの飛

行機が出ますオークランドのホテルで１泊をして、最終東京の１泊を経て１７日に帰ってくる

９泊１０日となってございます。 

モトエカ町におきましてはモトエカ友好協会によります歓迎プログラム、モトエカ町内のバ

スツアー、またモトエカ小学校への交流訪問がございまして、そしてメインプログラムのモト

エカ高校での体験入学を２日間実施いたしまして、その中でモトエカ高校の事業体系の他、現

在事前研修をしてございます日本の文化をモトエカ高校の生徒に英語でレクチャーをするとい

う発表すると今準備を進めているところでございます。 

今回参加する生徒教員につきましては高校１年生３８名、内訳男子が１８、女子２０名、引

率教員が３名、そして町からの随行でございますが産業建設課永野主幹が１名、随行する形と

なって合計４２名での研修旅行となっております。なお高校１年生の１名が入学当初より学校

に行ってないという状況もございましてこちらの方が１名不参加となってございますがその他

の生徒につきましては今回研修事業に参加するという形となってございます。以上です。説明

を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今清里高校生海外派遣研修事業についての説明がございました。委員の皆様方から池下

委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと参考までに聞きたいんですけどトップテンってどういうところなんですか。 

 

○生涯学習課長 

 トップテンパーク、キャンプ場でございます。そこにありますロッジに宿泊することとなっ

てございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 こういうふうに９泊ですか、９泊１０日でこうやって高校１年生が対象に数年前から行って

いるんですけど、実は去年１年生が行った時にちょっと問題が起こったという話も聞きました

ので、今回引率教員が３名、それと役所から１人随行しますので去年みたいなことがないよう

に十分気をつけてやっていただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 
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○生涯学習課長 

 今年度の引率につきましても３名のうち１名は教頭先生を配置させていただいております。

その辺指導体制をしっかりとし、健康で帰って来られるよう指導をしてまいりたいというふう

に考えております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他ありますか。以上なんですけど、生涯学習課全体を通してありませんか。

以上もちまして生涯学習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 

 大きな２番、次回の委員会開催について。事務局 

 

○議会事務局長 

 次回の予定でございますが９月４日月曜日。この会場で考えておりますので、よろしくお願

いします。 

 

○勝又委員長 

 次回委員会については、９月４日月曜日ということでよろしくお願いしたいと思います。 

大きな３番、その他各委員の皆様方からありますか。 

 

 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第１０回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時１６分） 

 


