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第１回総務文教常任委員会会議録 

平成３０年１月２９日（月） 

    開 会   午前  ９時０２分 

    閉 会   午前 １０時１９分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●消防署清里分署 

  ①平成２９年中の清里分署活動状況について 

   

●企画政策課 

  ①知床・地方版図柄入りナンバー導入検討協議会の離脱等について 

 

●生涯学習課 

  ①平成３０年度清里高等学校への入学志望状況について 

   

 

２．次回委員会の開催について 

 

 

 

 

３．その他 

 

 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  村 島 健 二    委  員  池 下   昇 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    なし 
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○説明のため出席した者の職氏名 

■消防分署長      野呂田成人    ■救急係長       小笠原明博 

■企画政策課長     本松 昭仁    ■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総括主査  新輪 誠一    ■学校教育Ｇ主査    小泉めぐみ     

    

  

 

○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１回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○勝又委員長 

 それでは大きな１番、町からの協議報告事項について。大きな１の消防署清里分署、平成２

９年中の清里分署活動状況について。はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 説明の前に、１２月５日開催の本常任委員会で池下議員より斜里岳の救助案件についての御

質問がございました。平成２９年度、救助なしと私の方で回答いたしましたが、実際には１件

ございまして、けがではなくて靴底が両方はがれた登山者がいらっしゃいまして時間的に夕方

になってしまいましたので電気を点けながら下山の方が安全ということで、出動１件しており

ましたので訂正の方お願いいたします。 

また救助案件につきましては過去５年分を、後ほど７ページで説明いたしますのでよろしく

お願いいたします。 

それでは消防署清里分署からの提出議題であります平成２９年１月から１２月までの火災発

生件数並び救急隊の活動状況を担当係長よりご説明申し上げます。 

  

○勝又委員長 

はい担当係長。 
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○救急係長 

初めに、平成２９年１月から１２月までの火災発生状況から説明いたしますので１ページ目

をお開きください。 

平成２９年中の火災は、上段の表のとおり５件発生しており、うち建物火災が３件、全焼２

件、半焼１件、その他火災、枯れ草等のボヤが２件となっております。うち、団員招集を行っ

た火災は１番と２番の２件で３番から５番、職員での消火となっております。 

また、下段の表にありますとおり１１９番等の入電により、職員が出動しましたが非火災と

なったものが３件あり、煙突からの火の粉、防除タンク内の爆発、電線からの火の粉の確認と

なっております。火災か非火災かの認定につきましては、消防組織法第４０条による通達で決

められており、２ページ目に記載しておりますのでご参照ください。 

次に、救急隊の活動状況を説明いたしますので、３ページ目をお開きください。上段の表は、

月別の救急出動件数となっており、平成２９年１月より１２月で１５９件の救急要請で出動し

不搬送となった１９件を除き１４０人を搬送しております。平成２８年は１９３件の要請で１

７２人の搬送となっておりますので、要請で３４件の減、搬送で３２名の減となっております。

中段の表は、搬送先病院となっており、小清水赤十字病院が５８件と一番多く次いで、網走脳

神経外科病院２７件、網走厚生病院１７件の順となっております。 

下段左側の表は年齢別搬送人員となっており、６５歳以上が１０３名で救急要請の７３％と

なっております。本年度ケアハウスの運営が開始され、元気な高齢者が入居されますが加齢か

らくる誤嚥や窒息や転倒による骨折等を懸念し、救急隊の訓練強化を今まで以上に図って参り

たいと思います。 

下段中間の表は、曜日別、出動件数。右表は、主要施設からの要請回数となっております。

この中で保健福祉課にて実施されている清里健康ダイアルが平成２８年５月より開始され、平

成２８年１２月末までの相談件数が１０４件で月平均１３件、平成２９年が１１月までの数字

でございますが１７４件と月平均１５．８件、月平均３件ほど相談が伸びています。先ほど述

べましたが救急要請の減少は保健福祉課職員の方々の御協力により清里健康ダイアルの住民周

知が図られているものと思われます。その下の表は宅地別時間件数となっており、日勤帯が７

９件と一番多い時間帯となっております。 

４ページ目をお開きください。上段の表は清里町・斜里郡３町・北海道・全国の救急種別と

なっております。中段の表は傷病者程度搬送人員数及び構成比の比較となっております。斜里

郡３町・全道・全国と比較し、中等症の中には軽症ですが、夜間のため、１泊するケースもあ

りますので一概には言えませんが数字だけで見ると、入院加療が必要な中等症以上が清里では

多いことがわかりますので他の市町村と比較すると適正な救急要請となっていることがござい

ます。平成２８年の清里町の数値が死亡１２人、７％。重症２３人、１３．４％。中等症８１

人、４７．１％。軽症５６人、３２．６％で平成２９年と比較し、軽症のパーセントは３２．

６％から２５．７％へと約７％減少しております。救急車を呼んだ方が良いのかの判断も含め、

健康ダイアルに相談しているのではないかと推測しているところでございます。 

この下の表は不搬送の件数で１９件となっています。不搬送の主な理由としては既に死斑等

により死亡が確認されている場合や救急要請があり、出動するも救命士による現場処置や現着

時に、症状が軽減されて麻痺等の症状がないと救命士が確認し、本人より救急搬送の辞退の意

思がある場合に、不搬送となります。下段左側の表は救急活動の所要時間となっています。下
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段右側の表は救急医療キット使用状況で、キット設置者からの要請は１件であり、救急医療キ

ットを救急隊が活用し、収容病院等への連絡に活用させていただいております。その下は救急

救命士の処置に関する数値で血糖測定値の実施は１回となっております。 

一番下には、ドクターヘリの要件件数を記載しております。清里町では爆発事故で１件の要

請を行いましたが天候不良により、ドクターヘリの出動とはなっておりません。 

５ページ目をお開きください。平成２９年各地別、出動件数調べになります。左の各地別Ｉ

Ｐ１１９番通報、１１９番通報、携帯１１９番通報が１１９番へ通報となります。全通報１５

９件中８７件となり５４．７％が通信システムの地図情報と連動し、各地からの出動が迅速に

行えております。その下の一般電話、固定から消防へと携帯電話、携帯電話から消防が、清里

分署の加入電話２５局の２１１０番に救急要請があるもので、３１件と１３件で４４件と全通

報の２７．７％が地図情報との連携がとれていない通報となっております。その下の４１１９

番は、清楽園、老健クリニックきよ里、斜里、小清水からの応援要請等で使用される番号で２

２件１３．８％となります。町民の方々と対話する機会がございましたら２５局の２１１０番

ではなく、地図情報を活用できる１１９番通報にて、救急要請するようにとお伝えしていただ

ければ幸いと存じます。 

下段の表は傷病者程度を、年齢別各年齢別に示したものであり、次のページは、過去５年間

の救急要請の件数となっておりますのでご参考としてください。 

続きまして、６ページをお開き願います。こちらの表は先に説明いたしましたが出動種別、

搬送先別、重症度別医療機関別の過去の５年間の比較表となっておりますので、ご参考として

ください。 

次に、斜里岳の救助事例の説明でございますので、７ページ目をお開きください。平成２１

年度から平成２９年末までの斜里岳における救助事例の一覧表となります。平成２９年中の救

助出動は下段の表のとおり１件発生しており、７月２５日に救助隊７名にて出動し事故概要の

とおり要救助者１名を救出しております。他、平成２３年度１件平成２７年度１件、平成２８

年度３件救助出動しており、うち平成２３年１０月２日の事例につきましては道警ヘリ、平成

２８年７月１７日の事例につきましては防災ヘリを活用し、救助救出しております。以上で、

消防からの報告事項を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただいま平成２９年中の清里分署活動状況についての説明がございました。各委員の

皆様方からありませんか。 

 

○勝又委員長 

 はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 資料を見させていただいてちょっと気になった点なんですけれども。４ページの真ん中の表

なんですけれども清里町の死亡、重症のパーセントが両方足すと、約２０％ぐらいになってし

まって北海道全国と比べて随分多いし３町とはそれほど違いはないんでしょうけれども、この

理由というのは、やはり救急病院から遠い事が原因なのでしょうか。それともその他の要因か
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何かがあるのか。 

 

○消防分署長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 堀川委員のご質問にお答えします。この数値につきましては、患者さんの症状で一回病院に

運んで、病院の方からこの方は死亡であれば死亡。死亡の場合は、判定をこちらでする場合も

あるんですけれども重症の場合は３週間以上の入院加療ということで病院が遠いというわけで

はなくて、その症例がちょっと重たい症例だったよということで、搬送しているということで

ご理解いただきたいなという風に思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○堀川委員 

 はい。 

 

○勝又委員長 

 ほか委員さん。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 昨年来、神の子池が阿寒摩周ということであったんですけど、この中で２９年度、各種別出

動件数。交通事故等々でこの電話依頼あったと思うんですけども電波難聴地帯におけるその本

町の取り組み、たしか滝上はかなり精力的に動いたんですけど、本町としてその電波難聴にお

ける、簡易アンテナの要望なり、ちょっとこの場ではないけども件数的に何件か現実はあるの

か。 

 

○勝又委員長 

はい、分署長。 

 

○消防分署長 

電波の関係になると、私の方ではわからないですけど神の子池の交通事故は、たしか一件あ

ったと思うんですけども、それは電波が通じる事故だったと思います。たまたま電波の関係で

いきますと３９１の野上通り川湯。あそこでの事故があった場合はまるっきり電波が届きませ

んので１回こちら側の方に下山してきて電話がかかってきたというのがあります。この場合野

上峠ですので、本来であれば小清水なんですけれども、実は斜里方面に行く方で、清里の方に
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来て電話が来たもんですから、うちの方の１１９番に入った例が１件ありました。場所も通行

の方が降りてきてとはっきりしないで、その場合は本来は小清水救急の担当なんですけども、

清里救急の方で対応させてもらって、小清水救急の小清水の分署の方にも電話いたしますけれ

ども、遅くなっては困りますので清里分署の方で走るぞと小清水の方にも連絡をとりながら、

実際は動いたというようなケースはございます。今、ご質問にあった神の子池は、一件程度だ

ったと思うんですけれどもその方は、軽症で済んでいたような形かなと記憶しております。以

上です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さん。河口委員。 

 

○河口委員 

 火災の件で農業ハウスがほとんどで、２８年度も何件かあったと思うんですけど、ずっと続

いていて、この原因はそれなりにはっきりしているのか。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 火災の関係につきましては、都度この場でも報告をさせていただいているところなんですけ

ども、なかなか原因が難しいところはあるんですけれども。たこ足配線ですとか、電熱線の燃

えが一番多いので、不明が多いんですけれども、そのような形の要因も多いのかなと考えてお

ります。はっきりとした出火原因は不明ということがうちの方の記録としてはなってしまうか

なというふうに考えています。 

 

○河口委員 

 火災のほとんどの方が、農業ハウス関係だとか施設に集中している。特に２年ぐらい。その

ための予防と言いますか、その警鐘はどのようにされているのでしょう。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 前回の火災があった時の常任委員会の方で堀川委員に御質問いただきまして、農協さんの方

でも色々な対応とっているけど、町ではどうなんだということでありました。この場でもお話

させていただいたんですが、各火災予防運動等の時に職員の方がそれぞれ全部をまわることは

出来ないですけれど。地区分けで行っておりまして違反箇所といいますか、屋外のタンクの関

係ですとかそのようなことがございましたら職員の方からご家族の方にお話をさせていただい

て直すところは直して頂くというような、形を取らさせて頂い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 

 ほか委員さん。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の火災にまた関連して行くんですけども、平成２９年の火災発生状況の下５番目なんです

けれども、焼け焦げた跡がある、最終的に放火による、ボヤ火災と判定するとなっているんで

すけれども。場所はどこなんですか。 

 

○勝又委員長 

 分署長。 

 

○消防分署長 

 まぁはっきりとはちょっと言いづらいんですけども、水元の地区の方になっておりまして、

うちの方に焼け焦げた跡があるよということで通報がございまして。出動したらもう全然火と

かついていなくて何ヶ所か焼けた跡があったということで、警察の方も呼んでいろんな調査を

したんですけれども放火によるボヤ。まぁ放火と言っても、もしかするとごみ焼きなのかもし

れないし、建物とかでなくて、端っこにある草の箇所が数カ所、燃えていた跡があったと言う

事でご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 特定はしなくて良いですが、要はこれ放火という事の認定をされたわけですよね。今の説明

の中でも、同じ放火だとしても、ちっちゃいレベルで本当に放火なのかどうかわからないけど、

一応放火として認定したというレベルだったという判断だと思うんですが、これ周知してない

んですよね。近隣住民には。放火となるとある程度の周知というか、気をつけてくださいとい

うのが、本来あるべきだったのではないかなと、ちょっと思っていまして。ただ、今聞いた中

で、そういう危険性は多分ないだろうということだったと思うんですよね。それの判断基準は

何かあるんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 現実的には警察の方で判断する部分もあるんですけれども、たまたまもう人が住んでいらっ

しゃらない所で隣町の御家族の方が来て、ごみの整理をしていたとかそういう部分がございま

して、たまたま放火という言葉が出てきてしまったということでご理解頂きたいなと思います。 

 



 

- 8 - 

 

○勝又委員長 

 ありませんか。それでは以上を持ちまして清里消防分署について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、今年も一つ、よろしくお願いします。それでは、知床地方版図柄入り

ナンバー導入検討協議会の離脱等について。はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 それでは、知床地方版図柄入りナンバー導入検討協議会の離脱等について、ご説明申し上げ

たいと思います。 

本件につきましては、羅臼町からの提案により、斜里町なども加わって知床を広く囲むエリ

アの市町に働きかけて知床エリアの観光や地域振興ＰＲ、さらには担当振興局を超えて、近隣

市町が広域的な交流連携を図るべく車両の知床ナンバー導入に向けた協議会が立ちあがりまし

た。本町についても自治会説明、住民説明会や経済団体の懇話会の説明さらには議会のご理解

等をいただきながらこの協議会を参加することを決めました。ともに知床ナンバー導入実現に

向け、北海道へ事前の申請をすでにしたところでございます。 

しかし１２月１２日、根室市がこの協議会の離脱を表明いたしました。さらにご承知の通り

網走市についても、１月１６日離脱を表明したところであります。別表の北海道新聞の記事で

も解るように、協議会の加盟市町は９市町から７市町になりました。現在、登録台数は５万２

３７台となりましたが導入に必要な台数、概ね５万台はクリアしているところでございます。

本町につきましては、残る６町ともに引き続き導入実現に向け、事務を進めて参りたいという

ふうに考えてございます。ご理解を賜りたいというふうに思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただいま課長の方から、知床地方版図柄入りナンバー導入検討協議会の離脱についての説明

がございました。各委員の皆様方から。ありませんか。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 根室市、網走市が離脱ということについては、２市ともマイナンバーという大事な事は地域

皆の合意を得るということの、大前提のスタートがやっぱり駄目だったんだと思うんですね。

いずれにしても、根室市の方は聞いていませんが、網走については、事前にお話の時にもいろ

いろ聞きましたけどほとんど市民の中に、理解する人がいなかった。こんなんで進んで良いの

かな、というのが私の意見だった。清里も当然、進む形になった以上は、やはり色んな関係の

所に、住民懇話会だとか、言いましたよと言いながら、それはどこまで町民に理解されていっ

ているのかということを、まだまだ当事者のところで努力が必要なのかなと思っています。 
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特に利害関係があるのは、車関係なんですよね。これはもう、いろんなところで問題が起き

ているのはやはりほとんどが車関係との利害関係がありますので、その辺はやっぱりそういう

ところを、きちんと理解していただける努力はまだまだ大事なのかなと思うんですね。住民の

地域の経済に資すること、観光に資すること、そして町民全員、町民、皆さんの合意を得る一

番この大事な部分をしっかりと皆さんに説明していっていただきたいなと思います。 

特に一番大きい斜里町がまだ住民に全然説明されていないで、進んでいる現状の中で清里も

同じように広域連携という形で進む形となった以上は住民にきちんともう少し説明をしていく

機会を増やしていただいた方が良い。特に住民大会だとかあるようですけどもやっぱり特定の

人だけしか解っていないということがよく聞かれますので、住民にまだまだ説明が必要かなと

思っていますので、その辺を十分勘案して進めていただきたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 河口議員の方から貴重なご意見をいただきましたので、今後いろんな場面を通じて、町民の

合意形成に向けて、努力して参りたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

結果的に２市抜けて、結果的におおむね５万台を５万２千３０５万２３７台。これ基本的に、

過去３年間ぐらいというか登録台数というか実際問題、増加傾向にあるのか、横ばいにあるの

か、減少傾向にあるのか５万台だから、この導入にはゴーサインが出るけど、その後５万台を

切っていた状態になっていっても、その辺の関係で流れ的にはどういう感覚を持っておられる。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 細かい登録台数の数字の方はおさえておりませんけど、概ねさほど増加することもなく減少

することもなくという形の中で、捉えております。 

さらに今申し上げました５万台という台数をぎりぎりクリアしている今の現状の中で、そう

いった台数が、今御指摘の中で大事なのかということがあろうかなというふうに思いますけど

も、ここの部分については、おおむねというような表記がございますので、このおおむねとい

う部分を捉えますと、ある程度その増減の範囲内では大丈夫なのかなと。ただこれ以上、当然

のことながら町が１つ２つ、もし協議会から離脱するようなことになれば、いくら、おおむね

とはいえ、台数がかなりの部分で減るわけですから、かなり影響はあるということであります。

その台数の部分については、ある程度増減は今のところさほど変わりないのかなという形で事
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務局の方では理解しています。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。今構成している部分で、うちは２千くらいですけど。これ別海あたりは１

万２千ということで１町抜けるについても、大きく違うというのはあるよね。実に微妙な部分

だよね。 

 

○勝又委員長 

 ほかありますか。企画政策課全般としてありますか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今日の議題には無いんですけどね。先月地域振興券を町民に配ったんですが、この件に関し

て自発的に自分の方からいりませんと言った方がどの程度あったのかなと。参考までにお聞き

したいなと思うのですが、わかる範囲で。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 個人情報と言いますか、そういったこともございますので、具体的な数字等々は申し上げら

れませんけども基本的に来られなかった方については、１度文書で全員に出しました。その後

１月中旬にさらに来られなかった方々には、わかる範囲で保健福祉課だとか、いろんな役場の

関係機関を通じて御連絡をさせていただける状況であれば、御連絡をいたしました。そういっ

た中で、御質問のとおりいりませんよというふうに言ってこられたのが、だいたい十数人でご

ざいました。 

 

○加藤副委員長 

 個人情報でも何でもないと思うんで、人数だけはきちっと。 

 

○企画政策課長 

 完全に辞退という方は８人というふうに理解をしていますけども、それが辞退なのか連絡し

てはっきりと辞退ってうちの方で受け取ったのは８人かなというふうに受け取っておりますけ

どもそれが辞退なのか、もう行かなくていいと思ったのか、その辺はちょっと微妙なところが

ありますけども、今のご質問でいけば８人かなというふうに思います。 

 

○加藤副委員長 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほかありますか。はい、加藤委員。 
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○加藤副委員長 

 清里１００パーセントの１３日の会議にも出てなくて、新聞見て初めて観光のポスターが３

つ新しく出来たんだというのを理解したんですけども、その辺のポスターというのは庁舎に貼

ってあるんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 あちらについては、あそこで報告させていただいている通りというか、新聞にも出ている通

りです。まず中間報告ということでありますから、ああいう形で３枚ありますけれども、２枚

はああいう状態でいきたいかなというふうに、事務局サイドでは思っております。もう１枚に

ついては、スケートリンクの上に子どもたちのは、全くダミーのポスターでありますから、今

後撮りたいなというふうに思っておりまして、まだまだ編集等々を重ねて、今後リーフレット

のある程度の編集ができましたら、また議会の方にも報告をさせていただくことになるのかな

というふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか、ありますか。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 知床ナンバーの話に戻るんですけど、先ほどちょっと出ていましたけれども、根室が離脱し

て網走市が今度離脱して、最初の段階から本当にその住民の合意形成が出来るのかっていう部

分、結構重要な部分だったと思っているんです。 

清里町としても、住民地域懇談会などを開いてそれなりに住民の意見を聞いたというふうに

思うんです。網走も根室も本来それやってなきゃおかしかったのに突き進んじゃって、実際蓋

を開けてアンケート等々をとったら全然理解されていないなっていうことで、こうなったと思

うんですよね。その部分をあえて確認しますけども、うちの町もどうなんですかね。本当に住

民合意、住民の合意形成できるという本当に判断して動いたんでしょうけど、先ほど河口さん

も言いましたけど、結構、町民の方は知らないなと思うんですけど、単純に大丈夫なんですか

ね。進んでから町民から声出てこないですかね。その辺の認識を聞かせいただきたいなと思う

んですけど。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今回協議会に元々９つ入っていたわけですけども、その９つの協議会に入っていた市町村に

よって、正直動きが結構ばらばらなのかなというところも若干あります。というのは今お話が
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あったとおり協議会には入りながらその後に住民説明をやったり、アンケートをしているとい

う市町村もあったりしますし、清里町みたく、先に入っている市町はありながら、まだまだ住

民の方々に説明もされていないので、しばらくの間静観をして住民の方々にある程度になりま

すが、いろんな形で説明を先ほど申し上げました自治会や経済団体の懇話会や公式な住民説明

会や自治会長会議等々で説明をし、広報等でもお伝えをお知らせをしたところであります。 

そういったトータル的な判断の中で、町としては協議会に入らせていただいたという経緯が

あります。ですから、うちの町についてはある程度説明をして合意形成を図られたという判断

の中で、議会のご理解をいただきながら入ったという部分がございますが、他の町についても

ある程度進めながらやっているところというふうに理解しておりますけども、その進捗具合に

ついては多少、前後する部分があるのかなという部分もございます。 

今残っている７町については、住民説明も随時進んでいるのかなという期待をしているとこ

ろでございますので、今後とも先ほど申し上げましたとおり機会を見つけて、御説明ができれ

ばというふうに思っておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 町として地域の住民の合意形成ができたという判断をしているということなんだと思いま

す。色々と思う所はありますけれども、ただ本当に心配しているのが、今新聞にこうやって結

構大きく出ていますよね。網走が離脱しました、根室が離脱しましたとか。その中で網走市な

んかも２千人ですけどもアンケートをとったりとかやっているわけですよ。  

そうなった時に、例えば今後清里町としてアンケートは取る気はないんだと思っているんで

すけど、もし声が上がってきた時にどうするのかということと、どっかの市町村がもう一個抜

けたりしたら、先ほどちらっとそれに近い話がありましたけど、５万いかなかった段階で、も

うこの話ご破算ってなっちゃう話なのか。３月までに合意形成ですよね、基本的に。その辺ど

ういうふうに考えているのか、もうちょっと詳しく聞かせていただきたいんですけども。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まずアンケートを清里町がやるのかどうかという事でありますけども。基本的にアンケート

については実施をしない方向で考えています。それから今後、例えば１つでも２つでも抜けた

らどうするかということでありますけども先ほど申し上げましたとおり、概ね５万台というよ

うな部分があります。例えば、あと１つとか２つとか抜けて５万台を割り込む。さらにはかな

りの数字で割り込むということになれば、数字的にどうなのかというような部分ございますの

で、当然協議会の中でいろんな議論や国土交通省の方に問い合わせるというふうに思っており

ますけども、いずれにしても本町含めた７町で今後事務手続きを進め、導入に向けて進んでま

いりたいというふうに思っておりますので、万が一そういう事態になったときには協議がある
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と思いますので、その報告等についても当然のことながら、議会に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。はい。ほか委員さん。 

 

○加藤委員 

 今の関係で、網走が離脱した後に７町で連絡を取り合って調整はしているということでよろ

しいですね。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 直接、７町が集まったということではありませんけども、首長レベルも含めて、皆さんで確

認はしているということであります。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 最後また戻るようですけれども、くれぐれもって言った事は要するにどの活字を見ても、清

里は合意っていう活字が出てくるんですね。実際合意したのってあくまでも数字なんでね。本

当に今までの懇話会の中で何人出席されて合意されたんですかっていう。数字を出してもらう

と、数字って凄く少ないんだろうと思うんですね。まだまだ町民の中で分かっていない方は沢

山いますから。先ほど念を押したのは、事あるごとに丁寧に説明していただきたいという事な

ので、合意ってなると誰が合意したんだっていう話になりますんで、やはりその辺は数字がき

ちんとあっての合意であれば良いんですけども、僕はかなり少ないんだろうと思います。実際

に、懇話会なんかで出てきた人数を入れたら何１０っていう単位しかないだろうと思いますの

で、その辺はやはり丁寧に説明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 

重ねてのお話になりますけれども、機会を見つけて説明できるチャンスがあれば、説明をし

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、堀川委員。 
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○堀川委員 

 まちづくり住民大会についてなんですけども。今回４０回を持って、終わりにするというこ

となんですけども。この大会自体は、参加人数の面だったり、マンネリ化っていう問題点もあ

ったとは思うんですけども、町民全体でまちづくりを考えるということは非常に大事だなこと

だと思うので、そういったまちづくり住民大会に代わる取り組みをどんなふうにこれから取り

組むのかっていうのをちょっとお聞かせ願いたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 まちづくり住民大会については、今お話があったとおり４０回でまず一区切りをさせていた

だくと言う事でございます。この大会についても、皆さんご承知のとおり最初の大会の方につ

いては、生活改善運動が最初のスタートとなって、より豊かな生活を実現していきましょうと

いうようなスタンスだったというふうに思います。そのあと交通安全でありますとか、地域の

活性でありますとか、特産品の開発であります。いろんなことの中でまちづくりを考える、地

域振興を考えるというような、取り組みをしてきたのかなというふうに捉えております。 

今後いろんな人達がいろんな事柄を町の１つとして捉えて全体で議論する、全体で話し合う

というのは非常に有益な場所かなというふうに事務局でも捉えておりますけども、近年、教育

委員会サイドまたは役場サイドでも似たような催しもやっていることも事実であります。１度

リセットしながら、今お話があったような部分の御意見も幾つかありますので、そういった部

分も参加にしながら完全にスクラップをするのか、新たなそういったセミナー的っていうか、

イベントをするのかというのは、今後少し時間を置いて議論してまいりたいというふうに思い

ますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 良いですか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

完全にスクラップっていうのは、非常に残念なことだと思うので、前向きにプラスになるよ

うに進めていただきたいと思うんですけども、特産品の夕べもなくなるということですし、緑

のフェスティバルも最後、雪合戦もという話も聞きますので、町民を含めた町づくりというこ

とに対しては本当に大事なところだと思うので是非後退しないような形で進めていただきたい

と思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 
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○企画政策課長 

 十分に御意見として承って、私自身もイベントによって町が盛り上がっている部分、そうい

った懇話会やそういった大会によって、町が盛り上がっている部分というのがありますので、

十分にそれらを検討して委員御指摘のとおり衰退しないように、後退しないように進めてまい

りたいというふうに思いますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。河口委員。 

 

○河口委員 

今、堀川委員の件なんですけれども非常に残念だなと思いながら、確かにこういう形になっ

てきた、この住民大会自身が町民のために進化してこなかったんだろうと思います。そういう

中ではこういう形のまま続けてもという声でこういう形になったのかなと思っていますけど

も、そうは言っても１２月の議会に高校生の傍聴の意見の中に町民の直接、意見を聞いてもら

う機会を増やしてほしい。さらに参加する機会を増やしてほしいっていう意見が入っています。

まさしく、町民からは直接いろいろ聞ける場がほしいという意見が若い方にあったということ

も重要な部分かなと思って、この形はなくなったけども、違う形で、要するに１つのテーマご

とに、話し合う機会を今後考えていっていただきたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 河口委員のご意見も十分に参考にさせてもらいたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 ほか委員さんから。はい、前中さん。よろしいですか。発言して。 

 

○前中委員 

観光に絡めて、年末にお話を聞いた話なんですけど。８月８日に摩周神の子池になった以降

で、ＪＡＦの脱輪等の搬送件数が一段に増えたっていう話がありまして、先ほど消防の中でも

ちょっとお聞きしたんですけども、事故として１件だと。ただＪＡＦの要請の回数はかなりの

回数出てきているという話がありまして。その時に難聴地域問題があって、緑、あるいは清里

峠まで上がってＪＡＦを要請しているという話がありました。この難聴の問題、総務課として

清里町における観光行政との絡みで、やはり精力的にある程度対応せざるを得ないのかなと思

っているんですけども、今後に向けてそういう実態もつぶさに情報収集をする。そして、今の

世の中インスタ映えだとか、かなり入込数は増えています。日本語が通じない外国の方々もレ

ンタで来ているという実態も現実な話ありますから。そこら辺に向けての今後のまちづくりの

観光行政の中で、どう通信関係の会社に働きかけるのか、これは行政がかなり働きかければ、

簡易基地局は設置可能という話も聞いていますんで、積極的にやれるものはやっていいただき
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たいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 受信困難というか、その部分で簡単に受発信しやすいのが携帯電話かなというふうに思うん

ですけども、神の子池周辺につきましては、ご承知の通り携帯電話は通じないところでありま

す。担当課としましてもドコモに御連絡をして、ドコモとの話の中ではおおむね３０年度中に

は、３０年度早ければ夏までにあの周辺には通話できるような形で進めております。もう少し

したら試験電波というんですか。そういうものをやるというふう聞いております。ａｕにつき

ましても、ドコモさんがそういうふうにやっているのであなたのところも頑張ってくださいと

いうお願いをしておりまして、前向きに検討するというようなお話もいただいております。ソ

フトバンク等々については、まだ連絡はなかなか取れないような状況でございますけども、そ

ういった部分で担当課としましても、できる限りそういった支障をきたさないように、努力し

ているところでございますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。他、ありますか。無いようですので、以上を持ちまして、企画政策課

を終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは生涯学習課、今年もひとつよろしくお願いします。始まる前に人事の関係。 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

議案始まる前に御報告をさせていただきます。昨年１２月１５日、人事異動がございまして

職員がかわっておりますので、紹介をさせていただきます。１２月１５日付けで生涯学習課学

校教育グループ、山本主任が出納室に異動になりまして出納室より小泉主査が学校教育グルー

プに着任しておりますので紹介いたします。 

 

○学校教育Ｇ主査 

小泉です、よろしくお願いいたします。 

 

○生涯学習課長 

それでは、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

それでは、①番、平成３０年度清里高校高等学校への入学志望状況について。 

はい、課長。 
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○生涯学習課長 

それでは、平成３０年度清里高等学校への入学志望状況について、御報告申し上げます。 

平成３０年度につきましては、本日出願の結果が１０時に北海道教育委員会で発表されるこ

ととなっております。これを踏まえまして出願変更等があるところでございます。それでは議

案に沿って説明を申し上げます。 

①オホーツク東学区高校配置計画の案でございます。昨年、北海道教育委員会より示されま

したオホーツク東学区の高校の配置計画によりますと、平成３０年度清里高等学校につきまし

ては、１間口４０人の定員。それから１点、学区内で大きな変更といたしまして、網走南ヶ丘

高等学校が平成３２年度の募集より１間口減の４間口という案が示されているところでござい

ます。この１間口減につきましては、東学区内の中学３年生卒業生が減少するものというふう

に説明を受けているところでございます。 

②のこれからの高校づくりに関する指針、素案でございます。北海道教育委員会におきまし

ては、これからの高校作りをどうしていくか。この指針について、現在素案が出され、今年度

末に決定をするということとなっております。 

案の段階でございますが、簡単に説明をいたします。現在、清里高等学校は網走南ヶ丘高等

学校の地域キャンパス校ということとなっており、教職員の連携等を行っているところでござ

います。この地域キャンパス校が地域連携特例校をいう名称に変更になる予定でございます。  

そして、この地域連携特例校でございますが、第１学年１学級の高校のうち、地理的状況等

から再編が困難であり地元からの進学率が高い高校につきましては、この地域連携特例校とし

て存続を図るという案となっております。ただし、この地域連携特例校になったといたしまし

ても１学年２０人未満となって、その後も生徒の増が見込めない場合は、再編、整備の対象と

するということとなっております。 

また、この地域連携特例校につきましては、所在市町村を初めとした地域における高校の教

育機能の維持向上に向けた具体的取り組みとその効果を勘案し、再編整備を保留。ただし、地

域連携特例校として、自治体が色んな努力をしたとしましても２年連続して生徒が１０人未満

となった場合は、再編整備の対象とするという案となっております。現状につきましては以上

でございます。そして３０年度の入学志望者でございますが、ここに書いております見込み３

８名、先週高校からお話を聞いたところでございますが、さらに１名増え３９名というお話も

あるようでございます。 

いずれにしましても本日、１回目の出願状況の発表となるところでございます。 

今後のスケジュールでございますが、出願変更の受付け、これが明日から２月５日までとな

っております。そして出願変更後の状況の発表が２月１５日、学力検査が３月６日火曜日、合

格者の発表が３月１６日金曜日となっております。以上、平成３０年度清里高等学校への志望

状況について、報告を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま課長の方から、平成３０年度清里高等学校への入学志望状況についての説明がござ

いました。各委員の皆様方から、河口委員。 
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○河口委員 

 地域連携特例校の第１項の中の１学年１学級、地元からの進学率というのが書かれています

が、これは過去の例からいうと、地元っていうのは清里町中学校という言う考え方をしている

のか、今小清水・清里を含めての率を今後見ていくのか、どちらでしょうか。目標はどの辺に

持っているのか。 

 

○生涯学習課長 

 地元の解釈でございますが、基本的には本町清里町という認識がございます。これにつきま

して、解釈につきましてはまた改めて道教委にも確認してまいりたいと考えております。 

また目標とする生徒数でございますが、これにつきましては、１学年１間口４０名が定員で

ございますので、これに近づけてまいりたいというのはもちろんでございますが、今回の素案

の中で自治体で努力をきっちりし１０人以上であれば、存続をするということでございますの

で、ここを下限の最低限の目標値とをいたします。ただし１０人という少ない人数になってし

いますと過去の生徒のアンケートの中からも生徒数が少ないことが高校を選ばない一つの理由

ということがアンケートでも示されております。そのようなことから、推測いたしまして、お

おむね３０名程度は１学年必要かな。で、３学年合わせて約１００名程度の学校の規模。この

程度が１つの目安になるのではないかというふうに考えております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 確認させていただきたいのですが、先ほど今年度の入学者数今３９人になった。それは今日、

発表になりますよね。発表のある中では３８名それが３９に変わっているのですが。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 ここに書いております３８、また本日私申しました３９については、あくまで高校からの現

段階での状況ですという電話での報告ですので、今日発表になりますのは北海道教育委員会か

らの公式の発表となりますので場合によっては若干差の出る可能性もございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

ほか、委員さん。はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 地域キャンパス校から地域連携特例校になった場合、今までのキャンパス校としての支援や

事業の取り組みがあったわけですが、それらの変更というのは大幅にあるのか、あるいはある

程度持続されていくのか、その辺はどうなんですか。 
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○生涯学習課長 

 はい。これまでの支援等については、基本的には変わらないというふうに受けとめておりま

す。そして受けとめ方といたしましては再編整備の定数、これの下限が下がったというふうな

ことで、ただし各自治体の努力が求められている、そのような見直しというふうに受けとめて

おります。以上です。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 すいません。先程河口さんからの意見というか、質問あったんですけどちょっとわかりづら

くてもう一度ちょっと聞かせていただきたいんですが、地域連携特例校がありますよね、それ

で地元からの進学率が高い高校は、それが１０人だとかという話が出ています。率で考えると

地元からの進学率が高いというのは清里中学校のその年の卒業生３０人いたら、その中の５０

％ぐらいを先程１０人と言ったので、５０％、そういう意味で捉えているのか、入った高校側

の１学年の中で清里中学校から来ている比率が高いということか、そこがちょっとこの文章か

らわからなかったんですけど。どっちの意味なんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 これにつきましては中学生に対して割合が高いということで、入学者に対してということで

はなくて中学生に対してというふうに認めております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ということは、清里中学校の約３０名そこそこいると思うんですけれども、平均して１０名

程度というイメージ、先ほどの説明だと１０名がという話はあったんですが、要は３分の１と

いうイメージで良いのかな。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 申し訳ございません。そこについてはまだこの文言の通りとしか申し上げられません。ただ

いずれにいたしましてもこの割合について何％という具体的な数字が示されておりませんし、
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これまでも示されてこなかったところでございます。１つの地元からの進学を高めなさいとい

う努力目標というふうに受けとめているところでございます。しかしながらこのへんにつきま

しては再度道教委等にもこの考え方を確認してまいりたいというふうに考えますので、ご理解

を賜りたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。所属市町村を初めとした地域におけるというような語りになっているから、

小清水もなくなっており、そういう部分も含めてどういうふうな感じになってくるのかなと思

いますけどね。他委員さん。 

 

○河口委員 

 進学率という中では数字が出ていませんよと言いながら、ここにある以上は少なくても半分

５０％以上というきちんとした目標を持って地元にある理由をきちんと知っておかないと駄目

だと思うんですよね。それは中学校の問題になるんでしょうけど。中学校といえば教育委員会

の立ち位置が、今後ここの高校の存続にも関わってきますので、最低でも５０を割るような事

でない、中学校の教育の中でしっかり地元が生き延びられる教育をしていただければいいと思

う。特にこれからどんどん変わっていく。いろんな形で知識を与えれば良いだけじゃなくて、

アクティブラーニングですか、教育が変わってくるわけですから、小さい学校ほど利点がある

と思いますので、そのへん今後とも教育委員会の進め方をしっかりと地元でできるということ

を踏まえてやっていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 今河口委員よりお話がありました、地元についてということでございます。当然町立中学校

でございます。私ども努力をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。い

ずれにいたしましても町内町外問わず学校を選ぶのは、生徒が部活や勉強、進学、就職。目的

を持って学校を選択するというふうに考えております。生徒が選択してもらえるような学校づ

くりの支援をしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。以上です。 

 

○勝又委員長 

 他ありませんか。はい、前中委員。よろしいですか、発言。 

 

○前中委員 

 今中学校からの観点からの議論があったんですけども、清里高校としての本町の特色ある高

校づくりしているんですけども、その辺で今後に向けて１学級の間口の確保ということで安定

的にとは言いませんけども確保対処方法ができていると思ってはいるのですけども、今置かれ

ている中で、中身の見直しは今後どういう形で進めるかというのは近々の課題かなと思います。
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あるいは今話はなかったんですけども、清里高校における進学支援という形で例えば専門学校

におけるＡＯの入試合格者に対する医療系の試験あるいは入学金の一時金の対応も、本町で特

色ある支援をやっているんですけども。その辺の話もしっかりと今後の中で清里高校の中の情

報共有。議会にもある程度は示しながら提示していただきたいと思うので、今後その辺の情報

提供もあわせてよろしくお願いしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 高校支援についてでございます。これにつきましては３年を１つのスパンとして実施をさせ

ていただいております。現在行っている支援につきましては平成３０年度をもって区切りとな

っており、平成３１年度からは新たな支援内容ということで現在事務局レベルで検討をしてい

るところでございます。 

進捗状況でございますが、現在清里高等学校において学校内でこの３年間の支援内容がどう

であったか、その評価をしていただいております。それを踏まえまして、今後高校支援の連携

会議というものがございます。これは教育委員さんと中学校・高校の校長、教頭がメンバーと

なっております。その中で意見を集約し、また理事者協議等を踏まえた中、原案を今後常任委

員会でも御相談をさせていただきたいというふうに考えております。 

基本的な考え方といたしまして、これまで生徒増、２間口ということでやってまいりました。

しかしながら、平成２９年度それに届かず１間口という結果が出ておりますので、結果も踏ま

えた見直しを今後していきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

 

○前中委員 

 もう１点関連なのですけども、高校の間口で３８人の今回の入学者ということで、小清水か

らの学校に通われている学生の方が３学年になったときに通学バスの支援の関係もあります

し、その過程における小学生も現状バスに乗っているという事案もたぶんあると思うんですよ。

小清水町の人で。そういう部分でのバスの支援、それらもあわせてその人数動態をやはりきっ

ちりおさえてなければ、そこら辺の負担は今後の中の話になると思いますけども、そこら辺も

あわせてしっかりと検討してほしいと、この場では即答は無理だと思いますけど、十分配慮し

ていただきたいと思います。 

 

○生涯学習課長 

 バスの運行につきましては今回の３９人、小清水からは１５名程度というお話をいただいて

いるところでございます。現在の１台体制で何とか間に合うような計算をしておりますが、一

部小学生・中学生等も乗車している観点もございますので、全体的な見直しをひっくるめた中

で見直しを行っていきたいと考えておりますのでご理解ください。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。いろいろな形で取り組みをしているわけですけど、あくまでも地元の子ど

もたちが恩恵を受けるような形の支援策というのは必要かなと思っています。確かに学校を選

ぶのは子どもの自由でございますけどね、これらを含めてよろしくお願いしたいと思います。 

以上持ちまして生涯学習課終わりたいと思います。はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 申し訳ございません。その他で１点御報告でございます。今朝の新聞にチラシを入れさせて

いただきました。緑スキー場でございます。明日何とかオープンできるようになりました。今

準備を進めているところでございます。なおシーズン券につきましては、ほぼ約１カ月近く遅

れておりますので概ねの日割りで計算させていただいて、割引いた形でのシーズン券の販売と

いうふうに考えておりますので御理解をいただきたいと思います。 

また本年度試験的ではございますが週末の昼に緑町のヴェルデさんにご協力いただきながら

若干でございますが食べ物等の販売もしていただけるよう話がついておりますので御報告をい

たします。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 ありませんか他に。それでは以上で終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。企画政

策課で数字の訂正があるそうなので今入っていただいて。 

 

○企画政策課長 

 失礼します、すいません。先程の地域振興券辞退が確か８というふうに言ったと思うんです

けども、１０でした。申し訳ありません。以上です。 

 

○勝又委員長 

 先ほど辞退された方。 

 

○加藤副委員長 

 １０名という。意志的に自主的にされたのが１０名なのか、トータル。 

 

○企画政策課長 

 辞退しますと言われた方が１０人ということです。 

 

○加藤副委員長 

連絡がつかないで含めたやつはもっといるということなんだね。 

 

○企画政策課長 

 連絡がつかない方はいます。 
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○加藤副委員長 

 それでトータルなんぼあるの。 

 

○企画政策課長 

 ２０数件です。あとは転出、正式な転出というんですかね、実質もう転出という方が１５件

ほどいます。 

 

○加藤副委員長 

 １５の他に２０あって、なおかつ８あるということ。 

 

○企画政策課長 

 連絡がなかなかつかなかった入院されている等々が２５件ぐらいいると思います。ですから

単純にいわゆる受けとった率ということになるとほぼ９９％という形になります。約５０件。 

 

○加藤副委員長 

 パーセントが必要なことではないから、意味ない。こういう時に。自主的には約１０名、そ

して転出転入や何かをあわせると２５名ぐらいあるという。 

 

○企画政策課長 

 そうですね。 

 

○勝又委員長 

 大きな２番、次回委員会開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会でございますが、２月１９日月曜日にこの会場で予定をしています。 

 

 

○勝又委員長 

 よろしくお願いいたします。次回委員会は２月１９日でございます。大きな３番、その他あ

りませんか。無いようですので、 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第１回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時１９分） 

 


