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第６回総務文教常任委員会会議録 

平成３０年 ５月２５日（金） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １０時４５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役場総合庁舎外壁等改修工事について 

  ②旧学校校舎等の利活用等について 

 

●消防署清里分署 

  ①清里消防団事業について 

  ②斜里岳山岳救助訓練（北海道消防防災ヘリ合同）について 

 

●企画政策課 

  ①平成２９年度きよさと情報交流施設決算について 

  ②地域おこし協力隊の募集について 

 

   

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 

     

 



 

- 2 - 

 

○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     

 ■消防分署長      岡崎  亨    ■警防係長       半澤 孝貴 

■企画政策課長     本松 昭仁    ■企画政策課主幹    永野  宏 

 ■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主査   半澤  忍     

  

 

○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６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、町から協議報告事項。総務課について２点ございます。はい、課長。 

 

○総務課長 

 おはようございます。総務課の案件でございますが、２点お願いしたいと思います。 

まず１点目、役場総合庁舎外壁改修工事の関係でございます。本件につきましては、昨年の

１２月の議会におきまして工事費、工事設計の補正をさせていただきました。今回、概算工事

費等が出ましたので、今後改修に向けまして工事内容経費等説明をさせていただき、改修を進

めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。担当の方から説明をさせて

いただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○管財G総括主査 

 それでは役場総合庁舎外壁等改修工事について、説明させていただきます。議案の１ページ

をご覧ください。 

１番の目的につきましては、役場総合庁舎の傷みが進んでいる外壁の改修とアスベストの除

去を行い、施設の長寿命化と安全性の向上を図るものでございます。 

２番の予定工事内容、工事費でございます。平成３０年度につきましては、庁舎外壁等改修
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工事としまして、消防部分以外の外壁の改修と望楼と正面玄関のアスベスト除去を予定してお

ります。工事費については５千５６１万円で、６月補正に計上する予定でございます。 

平成３１年度以降につきましては、消防部分の外壁等の改修と煙突のアスベスト除去、シャ

ワー室の整備を予定しております。工事費は概算で２千８００万円を見込んでおります。平成

３１年度以降の事業については、今年度中に方向性を検討することとしております。 

３番の平成３０年度予定事業でございます。今年度予定している箇所の消防部分以外の外壁

につきましては、１ページ目をご覧ください。こちらの図面の黄色い部分の箇所となっており

ます。また工法につきましては、ピンネット工法という外壁の伸縮を考慮した、モルタル剥落

防止工法を予定しております。アスベスト除去については、望楼と正面玄関のいずれも天井裏

のアスベストを除去するものでございます。またアスベスト除去の補助対象について、現在振

興局と協議を行っております。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 補足をさせていただきます。この庁舎の改修工事の関係でございますが、特に３１年度以降

の部分、予定ということで書かせていただいております。特に消防の部分でございます。消防

の部分を今後どうするか。確か町長の執行方針の中でもあったと思うんですけども、資機材の

大型化ですとか事務所等の手狭ということもありまして、今年度隊員の業務環境、改善を図る

ために改修計画の検討を進めるということをしております。 

今回庁舎の工事費等につきまして、積算の方をさせていただきましたが、今後消防の方とも

詰めまして、シャワー室ですとか事務所、また消防の庁舎を、まず今の場所も含めまして改修

が必要かも含めまして、今後詰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。 

それから本年度予定のアスベストの関係、補助事業ということで考えてございますが、社会

資本整備総合交付金という交付金の名称でございますが、これにつきましては公共施設のアス

ベストの除去の部分ということで、全事業が対象になるわけではございません。今アスベスト

の関係につきましはじいているところでございますが、１千２００万ほど本年度かかるのかな

というふうに思っております。その対象経費の３分の１が補助対象ということでございまして、

今北海道の方に申請をしているところでございますが、この補助金についても今後の経過等説

明させていただきますが、今のところ申請中ということでご理解いただければなというふうに

思っております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今外壁の改修工事についての説明がございました。委員の皆様方から。 

はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 ピンネット工法ということで当然コストが高い方法なんだろうと思いますけれども、これの

耐用年数はどのくらい見ているのかということと、もう一つは外壁しっかりとしていますよと
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言いながら、接合面で浮いて来たりだとか、その辺のことが現実にあるようですから、その辺

の保障だとかその辺はどう業者と見積もられているのかと聞きたい。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今の河口委員のご質問でございますが、対応年数については後で建築の方と確認しながらご

報告させていただきたいというふうに思います。 

今回のピンネット工法という工法でございますが、外壁にピンを打つことによりまして、既

存のモルタルの剥離を防止しまして、ネットを張ってモルタルを丈夫な下地を作って塗装をか

けるという、ネットとピンを使った工法ということになっています。 

今河口委員言われたとおり、かなり壁等が膨らんだりとかしておりますので、その辺をきち

んと直す工法ということで、今回このピンネット工法という工法をとりまして、長寿命化に対

応し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 

 よろしいですか。他、委員さんありませんか。無いようですので、次に移ります。 

②番旧学校校舎等の利活用等について。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 ２点目の旧学校校舎等の利活用等についてでございます。この件につきましては、先月４月

の常任委員会におきまして、一応、江南・新栄につきましては３月までの募集ということで閉

め切らせていただきました。 

４月の常任会の時に、この校舎につきまして、いちごの苗の育成の場、選果場として活用で

きないか見に来たい方がいるという報告をさせていただきました。実際その方、４月末に本町

に来られまして、新栄小学校それから江南小学校の方を見ていただいたところでございます。 

結論から言いますと、施設の大きさ等の問題で体育館だと天井が高いということがありまし

て、教室を主に使って一年中苗の栽培とかをやりたいということで、新栄ですと低く耐震化に

もなっていない部分がありますので、どちらかというと新栄より江南の方に若干興味を持った

ところでございますが、大きさ含めまして、もっと大きなところでやりたいような事も言って
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おりました。 

ただ具体的に本当に使用するのであれば、グラウンドに太陽光も建てながら、そういうよう

な事もやっていきたいということは、お話をされていたようですけども、今回の新栄、江南に

つきましてはこの方につきましては利活用に至らなかった。意に沿わなかったということにな

ってございます。今後緑とか江南とかの話も出ましたが、そちらについてはこちらとしてもま

だ活用方法については今後検討していくということで、話をしているところでございます。 

今後の旧校舎の活用の関係でございますが、今回いちごの方についても実現しなかったとい

うことで、もう活用の方法はなかったということで判断をさせていただきたいというふうに思

います。まず新栄小学校の方から除却の方向で進めさせていただきたいと思っているところで

ございます。除却に当たりましては現在簡単に取り壊しが難しく取り壊しの工事費の設計費の

委託等も、ちょっと検討しなければならないということで、今、旧図面等を見ながら行ってい

るところでございますが、まだいつとは、はっきり言えませんが除却経費の予算計上、先程言

った設計費、また更地になった場合の活用方法等も含めまして、今後議会の方には、引き続き

協議、御相談をさせていただ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、ここにはないんですけど、緑町小学校につきましても４月に管財の方に財産が移

ったわけでございますが、そちらの方の活用の部分につきましても、現在緑町の方で、緑地域

活性化クラブという組織が立ち上がってございます。そこで緑の校舎等も含めた地域の活性化

等も協議をされて２回ほど会議を持たれているということでございます。今後緑の校舎等の活

用についてはこちらとしても町としての考えも合わせながら、地域の方とも十分相談しながら

進めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

○勝又委員長 

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

 

○堀川委員 

 少しは期待をしていたところなんですけども、結果的に有効に利用されないということで残

念なことになったわけですけれども、新栄、江南に関しては閉校になってから７年という長い

年月が経ってしまって、これは反省しなきゃならない事だと思いますし、教訓にしなきゃなら

ないことなんだと思います。 

今後江南も含めて、緑、光岳の有効な利用ということを考えていくことになると思うんです

が、是非長い時間をかけずに検討していただきたいということと、新栄もそうだったんですが、

グラウンドが草だらけになってしまって、しまいには柳の木が生えてきたり、そういうような

環境の悪化が見られたので、今後の閉校される学校についてはきちっとした環境の整備も行い

ながら、有効利用の相手を探していくっていうことをしっかりやっていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今の堀川委員の御質問というか御意見も含めまして、江南、新栄につきましては今言われた
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とおり、かなりの年数を経過してこういうような状況になってございます。先ほど言われたと

おり、この新栄、江南の部分を反省教訓としまして、今後、緑、それから光岳の関係につきま

しても活用方策につきまして、早期に進めていくような地域とも相談しながら進めていきたい

というふうに思っているところでございます。 

今の堀川委員、それから確か１２月１月の委員会の時にも池下委員、それから他の委員の方

からも学校の関係につきましては、いろいろご質問等ご意見等もいただいておりますので、有

効活用に向けて進めていきたいと思ってございます。それから今言われました、閉校になった

学校跡地の周辺の環境整備につきましても、きちんと管理して行っていきたいというふうに思

っておりますので御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。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今、堀川委員の方からもあったんですけれども、営利を目的としない任意団体が使えるもの

なら使ってみたいという意見は実質あった。その中で本当の意味でどういう形で使用できるか

という検討が詳しく協議されたのかという疑念は、今だに私は払拭できていないんですけれど

も。そういうこともあったということを、記録に留めておきたいというのが１点。 

もう１点、今の御説明の中で、今後除去に向けた話があったわけですけども、新栄小学校及

び江南小学校が同時には除去できないのは重々わかっているんですが、順番じゃないですけど、

まず新栄が先になったかというのは何かあったんですか。それを聞かせて欲しいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 まず前段の過去に営利を目的としない、例えば町内団体とか、そういうような形でアンケー

トを取ったという形で、それにつきまして詳細な説明がされていなかったのではないかという

ことがありました。その辺については、当然反省するということで留めておきたいというふう

に思います。 

それから除却の関係がございますが、江南と新栄が閉校になったわけでございますけども、

新栄の方から行っていきたいというふうに考えておるのは、まず教室等で一部耐震になってい

ない部分。それから当初から新栄の方については地域の方から除却というような御意見等もあ

りましたので、校舎の状況等も踏まえながら、新栄の方から除却の方を進めていきたいという

ふうに町としては考えているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 実際今回公募をかけて、最終３月があって利活用の方法が見つからなかった。けれども水面

下じゃないですけれども、今後こういうふうに例えば除却されるとか、いろいろ整備されれば

検討の余地があるんですみたいな話とかが水面下であるとか、ないとかということではないと

いう事なんですね。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 除却された後、例えば更地になった後の関係については、今回の中ではありませんけども、

今後更地になった場合、また違った利活用も出てくるかなということで、町としても考えなき

ゃならないのかなというふうに思っているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、議員さん。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 １つだけ確認させて下さい。３校が廃校になって来年度光岳となるんですけども、公会計評

価額というのはどういうふうになっているんでしょう。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今の学校の関係の評価額について、確認をさせていただきたいと思いますので、また後程確

認させて頂きたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さん。ありませんか。全体をとおしてその他、ありませんか。はい、課長。 

 

○総務課長 

 １点ＰＲというか御案内でございますが、既に議員さんの方にも周知をさせていただいてお

りますが、１２０年記念事業の１つとしまして６月９日海上自衛隊の大湊音楽隊の演奏会をプ

ラネットの方で開催をいたします。入場整理券を役場総務課の方でも配布しております。ぜひ

議員の皆様にも足を運んでいただきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いい

たします。 
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○勝又委員長 

 はい、課長より１２０周年事業ということで、６月９日自衛隊吹奏楽部の演奏があるという

ことで、よろしくお願いしたいと思います。 

他、委員さんからありますか。ありませんか。無いようですので、以上を持ちまして総務課

終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは消防署清里分署について２点ございます。まず１点目、清里消防団事業について。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 清里分署からの提出議題であります。清里消防団事業について、担当係長より説明をさせて

いただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい、説明お願いします。 

 

○警防係長 

  清里消防団事業について御説明いたしますので、１ページをお開きお願いします。（１）

第５３回北海道消防協会オホーツク地方支部斜里分会連合演習についてご説明いたします。 

①実施日時につきましては、平成３０年５月２７日日曜日、午前９時開会となります。②実

施場所につきましては、斜里町立斜里小学校グランド及び斜里市街となります。③実施目的に

つきましては、消防精神の高揚と技能の練磨、指揮統率、命令の徹底、３町消防団協力体制の

強化となっております。④出動人員につきましては、消防団本部９名、第１分団１３名、第２

分団８名の消防団長以下、団員３０名、清里分署職員５名の合計３５名の参加を予定しており

ます。⑤演習内容につきましては、観閲・小隊訓練、ポンプ操法、模擬火災訓練、分列行進を

実施いたします。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、①番の清里消防団事業についての説明ございました。委員の皆様方から、ありませ

んか。無いようですので次に移ります。②番、斜里岳山岳救助訓練について。はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 ２点目の議案であります、斜里岳山岳救助訓練につきまして、担当係長よりご説明をさせて

いただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 
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○警防係長 

 では２番、斜里岳山岳救助訓練、北海道消防防災ヘリ合同について御説明いたします。 

（１）実施目的につきましては、斜里岳における救助事案発生に備え、北海道防災航空室と合

同で北海道消防防災ヘリコプター要請に関する通信連絡体制の確認と安全かつ効果的なヘリコ

プターでの救助活動の確認を実施することを目的としております。また防災ヘリが悪天候等で

運行できない場合に備え、地上救助隊による救出方法と搬送方法を確認し習熟を図ることを目

的としております。 

（２）参加機関につきましては、北海道防災航空室、斜里地区消防組合消防本部消防署、清里

分署、小清水分署、ウトロ分署の消防組合全体での対応となります。 

（３）実施日時につきましては、平成３０年６月１５日金曜日、午前８時１５分から午後５時

までを予定としており、天候状況等により実施が困難な場合などに備え、予備日を６月１８日

と１９日の２日間設定しております。 

（４）実施場所につきましては、斜里岳羽衣の滝付近と設定し、ホイスト救助。ヘリコプター

によるつり上げ救助。ランデブーポイントにて、ヘリコプター着陸場所を町民グラウンドに設

定いたします。 

（５）訓練内容につきましては、通信訓練、ホイスト救助訓練、ロープレスキュー訓練、搬送

訓練、ランデブーポイント安全確保訓練を予定しております。 

以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、②番斜里岳山岳救助訓練の北海道消防防災ヘリ合同についての説明がございました。

委員の皆様方から。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今回は防災ヘリということで、合同でということなんですけど。これ以外に例えば毎年のよ

うに斜里岳で登山をする人が滑落事故とかそういう事故が数件あるというふうに聞いているん

ですけれども、今現在ＳＯＳ消防署に入った場合、この斜里本部として対応しているのか、そ

れとも清里分署として数名登って救助しているというふうなことなのか。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 はい。斜里地区消防組合におきましては、行方不明を含む捜索出動要綱というのが定められ

ております。斜里岳という例で申し上げますと、斜里岳でＳＯＳが入った場合、その担当地域

は清里分署ということになります。その本人がまた出動に当たりまして、旧山小屋まで自力で

降りて来られるのかどうなのか。そう言ったようなところを含めて、清里分署だけの出動にな

るのか、もしくは斜里警察署を通して清里町全体での対応となるのか。そういう区分けになっ

てきます。御本人が旧山小屋まで自力で降りて来れますよということになりましたら、清里分
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署単独での救助活動という形になります。そこまで来れないよ、もっと山奥で滑落ですよとい

うことになって、御本人からＳＯＳがあった場合には警察署を通して、また防災ヘリなどを通

しながら活動をするという形に相なります。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 そうなったときには、要するに清里分署だけでなくて斜里本部が中心となってやるというふ

うなことで理解して良いですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 大がかりな山岳救助という形になりますと、清里の消防隊は主に山を中心に救助に当たりま

す。そうすると防災ヘリが来て、ランデブーポイント、町民グラウンドと設定した場合、そこ

からの救急搬送は斜里地区消防組合全体での対応という形に相なろうかな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。ありませんか。それでは消防全体をとおして何かありませ

んか。ありませんか。無ければ以上で消防署清里分署を終わりたいと思います。どうもありが

とうございました。 

 

○勝又委員長 

 企画政策課２点ございます。①番平成２９年度清里情報交流施設決算について。課長。 

 

○企画政策課長 

 議題の平成２９年度清里情報交流施設決算の関係でございますけども、きよ～るの運営にあ

たっていただいております、観光協会の業務委託料等々について事務処理がすべて終了いたし

ましたので、その報告をさせていただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。よろしくお願いします。 

 

○企画政策課主幹 

 それでは議案１ページ。平成２９年度清里情報交流施設きよ～る収支決算についてご報告し

ます。 

決算額について、ご報告します。まず収入の部でございます。売上収入決算額２千９７１万
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８千６９２円。内訳につきましては、売店売上２千３７６万７千１０円。カフェ売上につきま

しては５９５万６８２円となってございます。記載の方はしておりませんが、売店の主な売上

でございますが、清里焼酎１千２８７万４千９３０円ということで全体の５４％売上として５

５４万３千４４１円ということで全体の２３％となっています。 

続きまして、自販機の収入決算額２０万２千５００円。これにつきましては自販機の売上で

ございます。業務委託金の収入９１４万円。これにつきましては、町業務委託金でございます。

雑収入決算額２万２千４４円。内訳については記載のとおりでございます。収入の部合計３千

９０８万３千２３６円となっております。 

続きまして支出の部でございます。人件費決算額８４４万８千５４２円。これにつきまして

は施設管理売店カフェ部門とありますが、明確な区分につきましてはかなり難しいところでご

ざいますので、観光協会の聞き取りにより案分として振り分けたところでございます。 

内訳につきましては、職員２９５万６千円。これは１名分。臨時職員３９８万９千５６２円。

７名に係るものでございます。社会保険料８１万８千４４３円。これにつきましては、労働保

険料と子ども手当拠出金でございます。清掃賃金こちらシルバーの賃金ということで、６８万

４千５３７円ということです。仕入れ商品代決算額１千８６６万８千１３６円内訳につきまし

ては、売店の商品ということで１千８０６万３千１８円うち、焼酎１千４６万６千９４０円。

発送運賃等５５万９千２１５円、振込み手数料３万２千７０３円、その他１万３千２００円と

いうところでございます。材料費決算額３０３万６０６円これにつきましては、カフェの材料

費でございます。資材費決算額１１８万３５５円内訳につきましては、カフェの資材費６５万

３千４３６円。開店資材費５２万６千９１８円でございます。催事費の決算額につきましては

１５９万９千１９４円。内訳につきましては、印刷代１１万７千４１４円以下記載のとおりで

ございます。管理費につきましては決算額１２０万１２９円。こちらの振り分けでございます

けれども、聞き取りにより振り分けたということでございます。内訳につきましてはゴミ運搬。

７万８千１５５円。以下記載のとおりであります。雑費・予備費ともに０でございます。した

がいまして、支出の部合計３千３１３万９６０円となっております。収支決算でございますが

合計で５９５万２千２７５円となっておりますが、預かり金につきましては、在庫相当額でご

ざいまして２４万８千６４０円となっております。したがいまして、合計６２０万９１５円を

町の方に戻し入れしていまして、これにつきましては、清里情報交流施設管理運営業務委託契

約に従いまして、戻し入れを行っているものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今２９年度清里情報交流施設の決算についての説明でございました。委員の皆様

方から。河口委員。 

 

○河口委員 

 すでに観光協会の総会の中で一部説明されていまして、十分理解しているつもりですけれど

も、まずこの結果について、企画のトップの方の評価はこの数字についての率直な評価につい

てお聞かせいただきたい。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、主幹の方から説明をさせていただいたとおりでありまして、金額についてはかなり戻し

入れをしていると。これも率直に言って、当初の業務委託の数字について、まだ実績はなかっ

たもんですから、ちょっと過大に出してしまったという反省はありますけども、それにいたし

ましても非常にイベントだとか、ご当地入場券だとか、いろんな付帯的な事項も重なっている

部分。それから少しずつ町内的にも利用が根づいてきているという部分。それから一部、バス

の中継地点みたいな部分になっておりまして、そういった部分でバスの利用もあるというよう

なこともあります。さらには主幹が申し上げましたとおり、焼酎の売上もかなりある。焼酎に

頼っている部分は確かにありますけれども、そういった部分等々も加味した上でも、ある程度

の検討をしていただいたのではないかというふうに思いますし、議員各位には、いろんな御意

見をいただいておりますので、そういった御意見もさらに参考にしながら平成３０年度の運営

に向けて、それから今後の指定管理の数字的な部分の配分についても、十分に精査をしてまい

りたいという段階でございます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 本当に検討された数字なんだろうと思います。これは既に終わったことなので、これからど

うこの施設を活用していくかということの中で、今の委託から当然指定管理の形になっていっ

たときに、どういう部分に力を入れていくのかといったときに、一番私は観光協会とここの２

つの経理があるよと言ったところに、売り上げの部分について全部委託の部分にしている。じ

ゃなくて稼げるところはきちんと観光協会さんが稼いで行ける仕組み。 

そして維持費はどうなるのかということで、光熱費が本当にどういう形になっているかとい

うのをちょっとお聞きしたいのと、率直に言うと９１４万ですか。結局は６２０万残しまして、

３００万がかかっているという現実ですよね。それは非常に一生懸命やってもやっぱり投下し

たのが９１６万２千円ですか。町が用意して６２０万稼ぎましたよと。だから３００万はやっ

ぱり費用としてかかっているという事で、ここ単独でやっぱり稼ぐ。０にはなれない部分とい

うのがある。これを０にしていくのにどうしたら良いのかというのが、今後３０年以降のこと

になるだろうと思いますし。 

さらに例えばカフェの部分が５９５万１千円売上がありましたよ。そしたらこれの材料費が

３００万もかかっている。普通の飲食の中で、約６００万のうち３００万半分以上が材料費で

使っているという、こういう形態もまだまだ今後の検討材料になるだろうと思います。 

それともう一つは同じ赤字だから、これは観光協会の中で人件費。この部分が非常に浮きま

したよと。それは何かと言うと、正社員じゃなくて全部臨時になってしまったから、そこの福

利厚生がかなり浮いたという部分が説明されました。これって本当は違うんですね。こういう

施設だからきちんとした常用の職員が育たないと駄目なんだと。雇用がしっかりとそこで確保
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されないと意味がないんだと。結果的に安い形になるんでしょうけれども。しっかりとした雇

用がここにあって然るべき、そこに手当しているということが、やっぱりここの経済の循環の

中では非常に大事なことなんだろうと思いますんで、繋がり的な臨時を人がどんどん変わって

いくという構造でなくて、しっかりとそこで働ける・雇用が創出できるという部分も今後の課

題にし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 

 今後の指定管理に移行する上で、当然のことながらいろんな部分で、節減と言いますか効率

化と言いますか、そういった部分はやっていかなければなりませんし、今までこれには見えて

こない、町が直接払っている部分。それらも加味した上で管理の部分といわゆる指定管理に計

算していく部分が、今後数字的にしっかりと整理をしながら指定管理料等について、今までの

パパスやいろんな部分で指定管理をしていた部分とも勘案しながら、しっかりとした数字を出

していかなければならないというふうに思っております。 

さらに後段には、ひと、雇用の関係のお話もいただいております。ご案内のとおり去る予算

委員会においても、観光協会の職員について色んな御意見をいただいた中承認をいただいて、

観光協会の体制についても少しずつ構築している部分でございますし、この臨時の雇用が多い

という部分については、今、河口議員がおっしゃられたような部分とある意味では、ちょこっ

とした時間でも、お母さんだとかそういった方々でも働けるというような場にもなっていると

いうことも聞いておりますし、両面があるのかなという部分もございますので、そういった部

分も再度しっかりと把握しながら、より良い雇用体制より良い運営体制を図ってまいりたいと

いうふうに思います。今後御案内しているとおり指定管理について色々準備を進めて、なるべ

く早い段階で議会にもまたご相談ご協議申し上げますので、どうぞよろしくお願いしたいとい

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 

 わかりました。今後も前向きに色々と検討していただきたいというのと、あと焼酎の売上が

５０％近い。半分が焼酎の売上になっていますよと。 

半面、今まで焼酎工場で売っていた部分がここに移行しているということも、現実の中でど

の部分が売っているかっていう事なんですけれども、焼酎は今後再度、焼酎の議論の場がある

んでしょうけども、やはりどう売っていくかってことが非常に大事な部分になりますんで、こ

の辺も含めて、焼酎の売り方、いろいろ町の批判も、値段がこっちとパパスさんだとか。商売

のことになりますけども、表示価格あたりは、町の施設の中の表示価格はあまりばらつきがあ

っても、ちょっとおかしいかなというのもありますので、その辺は当たり障りのない範囲で売

るのは商売ですから、自由なんですけど、表示価格が同じ公共施設だけれども、表示価格が違
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っているというのは、ちょっと問題かなと思いますので、それ私の感じ方がおかしいかもしれ

ませんけれども、売る値段、媒体で若干かかわるのはあると思うんですけども、表示価格につ

いてはある程度、公共施設の中では同じような価格が望ましいかなとは思っています。以上で

す。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 おっしゃる通り価格の部分について、担当課の方から直接どうのこうのという事は答弁を控

えさせていただきたいというふうに思いますが、いずれにしましてもきよ～るを管理している

というような部分の中で、そういった御意見十分にいただきながら、さらにはこれからこの後、

焼酎の方の説明もあろうかなというふうに思いますけども、ＰＢの関係についてもお話もあり

ますし、そういった部分でトータル的に焼酎の売り方見せ方、ＰＲの仕方等々も含めて、十分

に焼酎醸造所の方とも連携を取りながらやってまいりたいと思いますので、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。他委員さん。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 きよ～るの問題、今後に向けて指定管理にしていく。この関係の中で、今までの収支の中か

ら参考にと当然なっていくんでしょうが、考え方として売店やカフェの部分のマイナス部分を

補っていくような形の指定管理は、私はあり得ないと思うんです。 

基本的にきよ～るが、町としてこれから運営していこうとしている時に、そこに何を求めて

指定管理をしていこうとしていくのかということなんです。このときに売店とカフェがある。

これが黒字なら良いですけど、マイナスの補填までしていくということは、これはちょっとあ

り得ないなと。極端なこと言うとそれが指定管理で一般の企業が事業展開するのに一般商店が

一生懸命苦労しているのに、マイナス補てんを町がやっているけど、そこの分もしていくとい

うことに、私は相成らないだろうと。 

町がきよ～るに何を求めていくのか。観光と案内とインフォメーションをきちっと整理して

いく中で、住民の形としてやっていくとなったときに、その部分を町外の人との交流関係で、

どこまでそれをしていくのかということをきちっと整備しないとならない問題。 

それとこれは指定管理に観光協会が決まっているわけではありませんが、今後観光協会が果

たす役割ときよ～るが果たす役割。これをどういうふうに整理をして行くのか。今すでにきよ

～るは観光協会に指定管理するんだっていう、あたかもそういう環境の中で推移していってカ

フェやその部分までの収支についてもされて行くっていうのは、私はちょっと問題があるんで

はないかな。 

基本的に札弦の道の駅の部分について、ああいう形でやっていても形上は独立のパターンを

取っていて補助部分も違うという、きちっと対象部分が違うわけですから。その出し方や内容
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についても環境の整理の仕方というのをしていかないと。 

それとやはりこういう環境になったときに、一般の今商工会が商工事業が大変だと言われて

いる中で、町が関与している所だけが元気なスタンスで推移していって、結果的にそれが建て

る時、作る時には当然のように町の中にそのことが町の中に伝わっていくような、広がってい

くようにという表現をしながら、結果として逆になって行くようなスタンスになっている現実

を踏まえた時に、その対策と関係をどうしていくのか。 

河口さんに意見にありました、きちっとした雇用と言いますけれども、民間で一生懸命努力

して生活していくのが大変だというときに、行政がしている環境の中で、そこに働いている人

が安泰だという環境はこれはいかがなものかな。きちっとそこには整理された形で、企業努力

がきちっといくような形で、言葉では指定管理はそういうものが入っているんですけど、基本

的に、実際にはそうなっていかないという部分もあるので、この辺は十分に検討を重ねて整理

されていっていただきたい。この様に思います。 

それとやっぱり焼酎関係もいろいろありますけれども、実際問題その売り上げの５０％が焼

酎だと。こうなってきているときに、他の部分の内容との整理がどういうふうになっているの

か。その実態がどういう形で本当に分離された形の中で整理されて、本当に町民の皆さんのた

めになるような施設あるいは訪れる人のため施設になっているのかどうか、この辺の検証も忘

れないでいただきたい。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 今、副委員長おっしゃられたとおり、今回良い機会だというふうに思っております。指定管

理に今回移行するという部分に合わせて、今まである程度コンセプトを決めてスタートしたわ

けでありますけども、そのコンセプトが本当に正しかったのかどうかというような部分のこと

でありますとか、今副委員長おっしゃられたように、しっかりと何を求めてやっていくのかと

いうような部分。さらにはカフェのマイナス分については当然のことながらしっかりと議論し

ていかなければならないのかというふうにも思っています。 

どちらにしましても、おっしゃられたように、このきよ～るのあり方をしっかりと捉えた中

で指定管理に移行していかなければ、単に数字合わせの部分ということにはなりませんので、

今後ともそういった部分、内部で十分に協議しながら、また商工の振興策の部分も多少なりと

も絡んでくる事かなというふうに思っておりますんで、そういった部分も勘案しながら十分に

議会にも説明協議をさせていただきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 そういう中で是非一点。全てを指定管理にしていくのか。あるいはカフェや売店部門という

のは切り離して民間にあるいは第三者の募集をかけるという方法だって無いのか。そういうい
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ろんな形の中から私は幅広い起業を起こせる人、あるいは仕事がきちっと定着できるような環

境を築いてあげる努力というのは、私は大切だなというふうに思うんですよ。 

これどうしても１カ所に指定管理で渡してしまうと、コストが安いように見えるけど、逆に

あぐらをかいてしまう、いろんな部分の弊害も私はないとは言えないと。この辺を踏まえた時

に本当に利用者のためのサービスというふうに考えたときに、すべてを指定管理するのは本当

に良いのかどうなのか。一度指定管理にしてしまうと、そのままずっと持続で同じ業者という

パターンが非常に私は多いと思う。そういう中ではその改善しよう、そういう努力。さらに良

いサービスをしようという努力がないわけではないけど、本当に努力、企業としての努力価値、

民間としての力の出し方が出来ているのかどうなのか。 

その辺も踏まえて本当にこれからのまちづくりが大変になっていくということも踏まえて、

是非後から修正がきかないようなことのないようにお願いをしたいと、このように思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 今おっしゃられた部分でありますけども、今回の指定管理について観光協会を入れていくと

いうのが当然のことながら、候補としては上げられるというふうに思います。さらには観光協

会だけの進め方で良いのか。もしくは今、副委員長がおっしゃられたように一般も含めた中の

公募型が良いのかというような部分も当然のことながら検討していかなければならないという

ふうに思っております。 

ただしその中で、今おっしゃられたように、どれだけのリスクなり費用がかかってくるのか。

公募というか、一般の方が入った場合にはどういうふうになるのか、観光協会がやった場合に

はどういうふうになるのかという部分も、当然のことながら事務局サイドではしっかりと数字

なりの積み上げもしていきながら想定する状況もしっかりと捉えて、また常任委員会等で説明

をしながら、しっかりと御意見をいただいて進めてまいりたいというふうにと思っております

ので、今後とも御協議をいただければというふうに思っています。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さん。ありませんか、はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 単純な質問になると思うんですけれども、支出の部の資材費ってありますよね、元々予算１

５０万の予算計上されている中での実際決算額１１８万ですね。これカフェ資材費及び売店資

材費って、これ包装紙とかいうことなのか、それとも売店とかの棚とかのことなのか。どうい

う意味合いの物なんですかね。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 



 

- 17 - 

○企画政策課長 

そうですね、おっしゃるとおり要は包装費であるとか、消耗品であるとか。例えばコーヒー

のカップであるとかソフトクリームのケースであるとか、ゴム手袋であるとかそういった諸々

の要は生きていないものと言いますか、そういったものになるかな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 

 ということは生きているもの、生きていないものというよりは消耗されるものと消耗されな

いものがあるわけですよね。今言った例えばコーヒーカップですとか、そういう諸々というの

は今後こんなに予算は計上されてこないというイメージで良いですよね。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 当然のことながら、消耗品ですので、たくさん入ってくるのについては、しばらく持つもの

もありますし、１カートンが少ない部分については、何とか入ってくると思いますので、この

資材費の部分が３０年度もう少し増えるか、もう少し減るかというのは今のところ私の今の段

階では読み取れない部分がありますけども、そんなにこの資材関係は減ったり増えたりはしな

いのかなというふうに思います。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 梱包費というんですかね、そういう物にも結構。いわゆる焼酎を売っているので、焼酎を売

るために、なるべく割れないようにそういうのがあるので、その部分についてはかなりのカー

トン数でボンと入れているので、たぶん３０年度はもう少し減るかなという想定はされます。

すいません。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 大変失礼しました。コーヒーカップとかの要は使い捨てとか、そういうような。 

 

○企画政策課長 

 そうですね。備品ではないという、はい。 

 

○伊藤委員 

 はい、わかりました。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さん。 

 

○勝又委員長 

 ちょっと１点だけ聞きたいんだけどね。臨時の職員なんですけど、これ７名ってなっている

けど、これ常時７名がいるわけではないよね。時間制でシフトしての世界なんだけど、常時ど

のくらい。僕が見る限りはカフェの方には、常時２人ぐらいの人はいるみたいなんですよね。

そしてあとシェフがいる。そういう捉え方を役場の方でもされているのかな。 

 

○企画政策課長 

 今、委員長おっしゃれたとおり、最大でいわゆるパートさん方については、３名の形で進め

ているのかなという。状況によっては２人体制になっていくのかなと。昼食の時間帯だとかい

ろんな部分を含めたら。いわゆるカフェなり、あそこの軽い掃除なり案内なり売店なり含めた

中で２人はいるような形で配置はされているというふうに理解しております。 

 

○勝又委員長 

 常時３名くらいがいるということなんですけど、お客さんの多い時には、かなり入ってくる

のかなと思ったりもしているんですけど、あのぐらいのスペースのお店で、言わばセルフなん

ですよね。物が。そして僕思うんですけど、意外にお客さんと店員さんが色んな形で接してと

いうような部分が、全くあそこの部分にはないんですよね。 

観光とかそういうものを含めて、町外からまた本州の方から来たお客さんにしてみれば、以

外にそういう部分での情報収集とかいうような部分もカフェで食事やお茶を飲んだりという部

分で得るような物があると思うんですよね。ああいうセルフのところというのは、結構あるん

ですけど、それは労力がなくて手が回らない部分での食事の後片づけとかそういうものの手間

をお客さんにやってもらうというような形でのセルフというかそういう部分であって、僕は決

してああいうセルフというのは望ましい話ではないかなと思うんですけどね。そこら辺町側は

どう考えているのかなと。 

 

○企画政策課長 

 カフェあたりは一応セルフ体制にしていますけども、空いている時間帯とか従業員がある程
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度確保されている部分では、そのままにしておいてくださいというような時もありますし、流

れ的にセルフスタイルになっているもんですから、どうしても１人２人のお客さんでも持って

きていただくというような部分が多いのかなというふうに思っております。できるだけそうい

った部分で、サービス低下にならないように心掛けて指導してまいりたいというふうに思って

おりますし、全体の人数も繁忙期、繁忙期じゃない時も含めて、いろいろと忙しい時期、忙し

くない時期というような時間帯とか。バスが来るだとか、あそこで焼酎の試飲もしていただい

ている時は、結構試飲に対しての御案内の時でも時間をかけているようなタイミングもありま

すし、そういった部分で当然のことながら効率よく、サービスを落とさないように今後とも指

導して参りたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 今までもそうやってきたから、どうかという部分なんですけどね。ただやっぱり使われる側

の人たちも含めて、町が少しでも観光に対してっていうようなことを考えるとすれば、僕は接

客のそういうような部分でも、ちょっと大事かなと思うんですよね。 

そこのところが全く抜けてセルフってなれば、お客さんにすれば来てもらう側にしたら、食

べてお金払って出て行ってもらえばそれでいいというような考え方しかないわけですけど、お

客さんにしてみれば、そういうような部分でせっかくああいうロケーションも含めながら。例

えパートでシフトで働いている人にしても、きちんと町を宣伝できるような形のものというの

は、その町の取り組み姿勢として、大事な部分かなってお客さんの捉え方としてそういうよう

な事もちょっと考えますのでね。検討される方がいいかなって思うので、述べたまでです。は

い、課長。 

 

○企画政策課長 

 委員長おっしゃるとおりだと思いますので、パートさんだからと言ってということではなく

て、カフェについてもセルフとは言え、コミュニケーションしっかり取った形の中で、サービ

スを提供していくというような部分もありますし、焼酎についての情報提供についても、パー

トさんも少しずつそういった焼酎のことを勉強して提供しているというようなことも聞いてお

りますし、清里の特産品、さらには観光情報についてもある程度、一定の能力というんですか。

そういったものを身につけていただいて、あそこに来たお客さんが十分に満足して過ごしてい

ただけるように、今後指定管理等関係なく、指導をしてまいりたいというふうに思っておりま

すし、十分に協力していただくようにお話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 

 他委員さん、ありますか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 きよ～るの今回収支計算書という事で、オープンしておよそ２年近くなりまして、これ昨年

度の収支決算で実質３００万くらいのマイナスなんですけども、これを見ていて思ったのは、

札弦の道の駅がスタートしたときも、似たような推移で進んだのかなというふうに改めて思っ

たんですよ。 
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当初１千２００万ぐらい札弦の場合は指定管理費が払われ、今は９００万前後ぐらいにまで

なったんですけど、やっぱりそれぞれ皆、企業努力してそういうふうな指定管理費を少しずつ

頑張って下げてきているのかなと見えるんですけども。 

私、思ったのはきよ～るって、おおかた３億近いお金が投入されてきたわけですよ。そんな

中であの部分に関しては、町がどういう将来イメージを持っているのか。単なる道の駅ではな

いけれども、道の駅化したそういう捉え方で考えているか。その辺まずお伺いしたいなと思う

のですが。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 当初このきよ～るについてのコンセプトについては、御案内のとおり、観光情報をしっかり

提供する。そして町の特産品を販売する。カフェについても少しずつ町の商品、または近隣の

素材を生かした軽い食事を提供できるようにする。さらには町民の方々も気軽に親子が触れ合

える、ゆったりとそこで過ごせるような交流の町外と町内の方々が交流できるような場所とい

うような設定の中でスタートをしたわけでございます。 

いろいろとこれからの課題はあろうかなというふうに思いますけども、私どもはある程度の

当初のコンセプトどおりに進んでいるのかなというふうに思いますけども、いろいろと御意見

いただいている中では改善点もありますし、改めて先ほど副委員長もおっしゃれたように今後

のあり方について、今までの部分含めて今後のあり方について、もう一度しっかりとしていか

なければならないのではないかなというふうな御指摘は当然だというふうに思っておりますの

で、当初のコンセプトも含めて今後のコンセプト、あり方について再度しっかりと作り直して

また提案をしながら、今後の指定管理にも生かしていきたいというふうに思っておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 やっぱり物事進めるには、最終的に自分のイメージした構想ってありますよね。その構想に

向かって、皆突き進すむわけですが、その構想がぼやけてしまうとどこへ向いて走っているの

か解らなくなるんですよ。その構想、今課長の方からも当初提案されたとおり、お答え頂きま

したけども、実際にそれが今の観光協会でできるんだろうかって、疑問に思うところがあるん

ですよ。 

さっきも副委員長の方からも話ありましたけども、やっぱり一緒くたに物事を考えないで、

部分に分かれてもいい。商売は商売のちゃんとできる方。また観光に関しては観光協会。イベ

ントに関しても観光協会と民間の方々が力を合わせていくことが、これが指定管理の鉄則なん

ですよ。 

行政ができないから民間企業の力を借りてやる、これが指定管理の原則なんですよ。だけど
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今原則から外れていっているような気がしてならないですけども。そこら辺十分これからも、

踏まえていって、まだすぐ指定管理にどうのこうのという話ではなくて、十分町内でも議論を

重ねて、何が一番ベターなのか。ベストなのか。そこら辺を十分検討していって欲しいという

ふうに私は思います。 

 

○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、今回指定管理に移行していくわけでありますけども、指定

管理をしていく段階においては、観光協会だけなくて、他の事業所や公募型等も当然のことな

がら頭の中に入れながら、そういったそれぞれのリスクなり利点なりっていう部分もあると思

いますので、そういった部分も出しながらしっかりと内部協議をすすめて議会とも十分協議を

してまいりたいというふうに思っています。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんありませんか。 

 

○勝又委員長 

 次に移ります。②地域おこし協力隊の募集について、担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

 私の方から地域おこし協力隊の募集につきまして、御説明の方させていただきます。２ペー

ジをご覧ください。 

１、これまでの経過でございます。これまでは募集公募型にて人材を求めてまいりました。

１回目の募集は平成２９年１２月７日から開始いたしまして、２名に内定通知を行ったところ

でございますが、２名とも辞退されたところでございます。２回目の募集は平成３０年２月２

７日から開始いたしまして、１名が面接を行いましたが、内定には至りませんでした。３回目

の募集につきましては平成３０年４月２日から開始し、１名の面接を予定いたしましたが、他

の職種への就職が決まったとのことで辞退をされました。 

このことを鑑みまして、２といたしまして今後の募集につきましては、採用により確実性を

持たせられるよう人材紹介型での採用を検討していきたいと思います。現在、詳細な情報を集

めているところで概算でございますが、経費といたしましては成功報酬型委託料といたしまし

て、２名で１９０万６千円。東京、札幌で面接を行うため、経費４０万５千円。東京札幌での

面接会場借り上げ料７万７千円が考えられます。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 只今、地域おこし協力隊の募集についての説明がございました。委員の皆様方から。堀川委

員。 

 



 

- 22 - 

○堀川委員 

 協力隊の募集についてはいろんな募集に関して、御苦労されているというのは十分理解しま

すけども、以前から協力隊に関しては、人数多くても良いのではと言わせてもらっていますし、

もっと早目に今の協力隊がいるうちから、ダブっても早く募集をして対応してはというような

意見を述べさせてもらいましたけども、結果的に後手後手になってしまう。挙句、協力隊が見

つからない。採用に難航して人材派遣の手を外部の力を借りるにことになってしまって残念な

んですけども、是非今まで同様、募集に力を入れているとは思いますが、募集して応募を待つ

ということではなしに、見つけに行くスタンスをこれからも続けていただいきたいと思います。 

例えば移住フェアに出掛けた際に、重ねて募集をするですとか、いろんなＳＮＳとかを使っ

て、清里の魅力を発信しているわけなんですけども、魅力を発信しているのに連動させて、清

里では地域おこし協力隊を募集していますよ。是非こんな魅力がある清里町に暮らして働きま

せんかというような、１歩進んだ捕まえに行くような、そういう動きも是非継続していただき

たいですね。 

この人材派遣にお願いしたから、すべて安心だということではなしに、委託料非常に高いで

すので、これに安心することなく、積極的な１歩踏み込んだ募集の仕方というのを継続してい

ただいて、清里の魅力の発信と合わせて募集を進めていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 この募集に関しては、当町に限らず、他の市町村にもお伺いしますと、非常に御苦労をされ

ているという情報を聞いております。 

大きな町でも１年も２年もいろんな情報サイト等を使いながら募集しても、いわゆる一般企

業、民間やそういったところに流れてしまうような部分もありますし、今どこの市町村も協力

隊を導入する。これは総務省の交付金が対象になることもあろうかというふうに思いますけど

も、そういった部分で非常にどこの市町村もなかなか入ってこないというような部分がござい

ます。 

そういった中で、本町についても今堀川委員お話しいただいたとおり、暮らしフェアだとか

にも行って、必要に応じて御案内もしている部分ございますけども、今お話しいただいた、い

ろんな情報と一緒に提供できるものについては提供をしていくことも検討していかなければな

らないというふうに思っておりますから、このまず観光も、それから緑・札弦の活性化につい

ては、平成２９年度からの懸案事項でありますし、３０年度に向けての引き継ぎ事項でもあり

ますので、まずこの２名の確保については何としてでも解決をしていかなければならないとい

う部分ございますので、何とかまずは２人をしっかりとキャッチするよう鋭意進めてまいりた

いというふうに思いますし、今後の部分についても、そういった御意見も十分に参考にしなが

ら、検討してまいりたいと思っていますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 
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○堀川委員 

 １つ確認したいんですけども、成功報酬型の人材斡旋する会社は、地域協力隊はどこの市町

村も苦労しているんですけども、そういう協力隊を探している市町村の受け皿になっているよ

うな会社なんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 完全に地域おこし協力隊の人材バンクではありません。ただその当然のことながら、いろい

ろ大手の人材バンク的な仕組みな会社がありますけどもそういった中で、協力隊として募集し

ていますけどいいですかというような案内しています。どういった業種に携わりたいですかと

いう中で、観光だとか地域振興だとかそういった登録があろうかというふうに思います。 

その中で清里としては民間企業ではなくて、行政の地域起こし協力隊としての募集ですよと、

どうでしょうかという中でのコンタクトを取ってもらって、それで、もちろん協力隊としても

もちろんオーケーですというような部分で、こちらの方にご照会も何名かしていただいて、そ

の何名かの中で最終的に決めて行くというような形に思っておりますので、地域おこし協力隊

として登録しているということではないことでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。わかりました。他、委員さん。議長。 

 

○田中議長 

 今、人材派遣会社にお願いするということで、地域おこし協力隊の本来の目的は終わった後、

地域に残ってもらうということであるんで、この人たちは３年終わったら地域に残るとかどう

いうふうになっているのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 看護婦さんを派遣すると言った人材派遣の会社に委託っていうかお願いではなくって大手募

集サイト部分があると思うんですけども、その枠のなかで、要は自分自身を既に登録してあっ

て、登録された方々にこういった職種がありますけどもどうですかというような部分で登録さ

れた方々に、大手募集サイトの方からその方々にお話をしていただけるのかなというふうに思

っております。 

さらにはそういった中で、今言いましたとおり、町としても地域おこし協力隊として募集す

るので、地域おこし協力隊とはこういうような部分も当然のことながら説明をしていただいて、

地域に根付いてもらいますよと。可能な限りその地域に残っていただけるようなシステムなん
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ですよというようなことも、しっかりと伝えた中で、こちらに来ていただくというようなこと

になろうかというふうに思いますので、ただ単に観光をやりたいからとか、地域振興やりたい

とか、少しやったら帰るんだという認識ではなくて、地域おこし協力隊として職務を全うして

もらうという部分が基本かなと思っています。 

 

○勝又委員長 

 ほかありませんか。１点確認ですけど、先ほど売り手市場と話があったんですけど、確かに

そうかなと思うんですけど、事業が始まった時からみると、恐らく隊員としてノミネートする

方の意識は相当変わってきていると思うんです。 

そんな部分、それを引き受けた町の対応。そういうものも十分調査しながら僕は協力隊員に

募集、ノミネートしているような部分が多分にあると思うんですよね。 

そんな部分で来たから、仕事してもらってというものもあるんですけど、きちっとやっぱり

その後のフォローとかそういうものも含めてきちっとされてないと、恐らくこういう仲間の中

での情報のやりとりは相当量をしているんでないかなと思うんですよね。きちっとそういうも

のがノミネートされた側に伝わるような形の物がないとなかなか。スタートの部分では１４名

の履歴書提出があった。当然今の時期になって見れば、これも時期的になかなか決まるものは

決まって、なかなか難しい部分なのかもしれませんけどね、そういうものを含めて、きちっと

やっぱり来てからの対応。そして来た後の対応とか、そういうものも含めて十分な検討されな

いと、なかなかやっぱり定住していろんな形で仕事にしてもらっていくものが定着されないん

じゃないかなと思う次第です。 

 

○勝又委員長 

 課長 

 

○企画政策課長 

 委員長おっしゃるとおり、地域おこし協力隊の当初の総務省が提案したコンセプトからかな

りそれぞれ行政というか、市町村のとり方がかなり変わってきたのかなと。 

単純に言えば、要は猫の手も借りたいから来て、ある町では町の第三セクターの工場に派遣

して一作業員として従事したようなところもありますし、いわゆる農家の従業員という形、農

協系の作業の作業員みたいな形になっているようなところも、あるとかなしとか聞いておりま

す。ただそこまでになっちゃうとどうなのかと。人が入れば良いのかというようなことは、私

個人的にはないのかなというふうに思っています。地域おこし協力隊のもともとのコンセプト

は、しっかりと持って取り組んでいかなければ意味がないのかなというふうに思っております。 

ただし、その地域おこし協力隊というような部分が、余りに固いイメージもありますし、地

域に何らかの貢献をしないとできないのかっていうような、意味で捉えるとなかなか入りづら

い部分もありますね。そういった部分は多少なりとも柔軟に対応しつつも、しっかりと今おっ

しゃられたように移住定住をなるべくしていただけるようなことも含めながら、さらに我々が

しっかりとフォローやサポートをしながら、今までいた前任の方々のように地域に残ってから

も地域の一員として民間や町全体の振興に活躍できるようにサポートしなければならないと思

っています。 
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○勝又委員長 

 ほか委員さんからありますか。全体としてありますか。池下委員。 

 

○伊藤委員 

 前回の委員会と思うんですが、ファミリーカードの口頭説明があったのですが、その後どう

いうふうになっているか、お伺いをしたいのですが。 

 

○勝又委員長 

 課長 

 

○企画政策課長 

 それで、議案にはないんですけども、私の方から４点についてお話をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

まず、ファミリーカードの状況でございますけども、先般、新聞折り込みでファミリーカー

ドが使えない状況でありますというような告知がされたのが、ご承知のとおりかなというふう

に思いますけど、その後我々もそのファミリーカードを運営しているファミリーカードスタン

プ委員会にも出席をさせていただいて、状況を聞きながら、今後の対応についても意見交換さ

せていただいたところであります。 

そういった中で、もう既に一部の家庭にはファミリーカードが届いて、新たなファミリーカ

ードが届いているご家庭もあると聞いておりますけども、結論から申し上げますと、商工会が

結論づけたことについて、現在のファミリーカードについては、７月末まで使えるようにする

と。ただしこの７月末まで使えるのは、ポイントをつけるだけのことしかできないということ

で、プリペイド機能は使えませんというようなことであります。今まで保留になっていてレシ

ートだけ持っている方々でありますとか、今例えば今日とか明日、例えば今後７月末まで買い

物した部分でありますとか。そういった部分については、７月末まではポイントはつけますよ

ということであります。 

７月末まで完全にポイントカードシステムは終了して、新たなポイントをカードにどういう

ふうに取り組んでいくかということを早急にそのポイントカード委員会で議論をしてまいりた

いというふうに聞いておりますし、そこには当然のことながら、商工振興計画の１つの柱とな

る部分がございますので、町としてもその委員会にオブザーバーとして参画させていただきな

がら、意見交換もしていきたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今現在７月までポイントをつけるだけなんですけれど、たまったポイントは使いようがない

わけですね。 

 



 

- 26 - 

○勝又委員長 

 課長 

 

○企画政策課長 

 たまったポイントは、皆様もそういうふうにされた方もいらっしゃるかなというふうに思い

ますけど、例えばうちの家庭であれば、４月にそういう不具合ができたということで、うちの

嫁さんは赤いポイントカードを商工会に持っていって、一般の紙の商品券に変えてもらってい

ます。今回のこの７月の措置もそういうことです。たまったポイントを商品券に変えてもらっ

ています。今どうするんだという話になったら、昨日商工会さんの方からこういう新たなポイ

ントカードが送られてきました。これに今までのレシートを持っている部分だとか、今後買い

物する部分とかを付与できることになろうかなというふうに思います。どちらにしても今まで

と今後７月までの付与されるポイントについては、たまった分は商品券紙の商品券で変えてい

ただけるということであります。 

この御案内については、商工会並びにポイントカード委員会の方から聞いているところであ

れば５月２８日、２９日の朝刊の折り込みで御案内をしていくということになろうかと思いま

す。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 このポイントカードについて、私も熱いものを持っていまして、将来に向けて早くタイムス

ケジュールをある程度決めて進んでいただきたいです。いつまでに決めていくということやっ

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 

 商工会が発行するカードでありますから、町がどこまで入っていけるかという部分はありま

すけども、先ほど申し上げましたとおり、商工振興計画の部分もありますし、町としても入っ

て行けるところまで、商工会の迷惑にならないところまで一緒になって意見と言いますか、お

話を町からさせていただければというふうに思っておりますので、委員おっしゃったとおりス

ピード感を持って進めてまいりたいとお思います。 

 

○河口委員 

議会の中でも、この辺のポイントカードの温度差が多少あると思います。若干後押しする意

味でも議論が必要だと思いますが、商工会、あるいはポイント委員会についてもかなりプレッ

シャーをかけて、私なりの意見も言わせていただいていますので、その辺含めて町も相当のバ

ックアップをしますよということのパフォーマンスを見せていただきたいと思います。よろし
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くお願いします。 

 

○企画政策課長 

 パフォーマンスという話でありますけども、夜の会議等々で主幹と一緒になって席がなくて

も入っていきたいというパフォーマンスを見せて行きたいと思っています。 

 

○勝又委員長 

 事業補助しているから、自主性に任せるといっても、今こういう事態に陥っているとなると、

きちっとそのことを言っていかないとだめだと思いますよ。うちも機械、ちょっと電話回線と

のトラブルあって機械も持って行っていますけどね、さっぱりその後音沙汰ないんですよ。価

格から差っ引きして、今ポイントの部分をやっているんですけども、いつまでそのことやらな

くちゃいけないのかなって感じなんですね。早急に解決をしていただきたいと。 

 

○企画政策課長 

 行政として町民の方々の生活が不安定にならないように、そういった商工なりのルールとい

うものがありますから、行政として指導していくというような立場もありますんで、そういっ

た部分も含めてポイントカードシステムについても、町の中で定着している一部ルールでもあ

りますので、しっかりと指導していきながら、それぞれの事業所でかなりそのポイントカード

に対する思いがある方とない方とありますんで、そういった部分もしっかりとその入っている

以上はちゃんと取り組んでいただくと部分がありますんで、そういった意見も行政の立場とし

てしっかり話をさせていただきながら、今後とも商工会と連携をとりながら進めて行きたいと

思います。 

 

○勝又委員長 

 ありますか。課長。 

 

○企画政策課長 

 大変申しわけありませんけども、もう３点お話をさせていただきたいと思います。 

次の１点については、前回お話をさせていただいた、まちおこしエネルギーという会社が平

岳の周辺で地熱の開発を試みたいというお話をさせていただいたかなというふうに思いますけ

ども、まず平岳周辺で試験井戸を掘って、その状況においてもし状況がよければ地熱の開発を

していきたいというような話をさせていただいたというふうに思いますけれども、その後この

町おこしエネルギーが、現地に来て実際に試掘をする場所についていろいろと調べたところ、

平岳周辺ではなくて緑ダムに行く道と、牡鹿の滝に行く道の分岐点があると思います。そこか

ら、緑ダムの方に大体２キロくらい行ったところの国有林野のあたりで、まず試掘をしてみた

いというような話がありましたので、これについて町がそれが良いだとか駄目だとかというこ

とが言う立場ではありませんけども、その試掘については町としては特に問題ないのかなと。 

逆に問題になるのは国有林野内で保安林だと思われますので、そういった部分が大丈夫なの

かとか、または北海道に届け出する書類もありますので、そういった部分なのかどうなのかと

いうような部分があろうかというふうに思います。 
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いずれにしても、そう言った方法をまちおこしエネルギーに伝えることはしますけども、一

緒になって行動するということはしませんので、そういった部分でまず町おこしエネルギーさ

んから試掘をその場所でしたいという旨がありましたので、前回は平岳周辺とかいうふうな話

をしましたので、ちょっと場所がずれますよという報告でありますのでご了承いただきたいと

思います。 

 

○勝又委員長 

 議員さんよろしいですか。次の案件。 

 

○企画政策課長 

 前回の常任委員会のときに、質問を受けたかなというふうに思いますけども、緑の地域でパ

ン屋さんを経営されている関係でございます。 

この関係については町の店舗出店の補助金３００万円が補助金として交付されている事業で

ありまして、この交付要綱について皆さん、御承知のとおり３年間を１つの目安として営業を

しなければならないというルールがございます。緑のパン屋さんについては、まずその３年以

内ということで営業をやりますよ。工場で、ここでつくりますよというところからルールから

外れてしまったという経緯ございます。 

今は、どういういう状況かと言いますと、その同じ緑地域の民間の住宅を一部改修をして新

たな工房を設けてパンをつくって、緑の湯でありますとか一部東藻琴の道の駅に卸しているか

なというふうに思うんですけども、そういったことをしていると。まず、状況報告をさせてい

ただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 委員の皆さんありませんか。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 基本的には申請場所が違う建物で営業されたということで、補助金その辺の問題については

ないという解釈ですか。 

 

○勝又委員長 

 課長 

 

○企画政策課長 

 要は店舗出店に係る補助金については、住宅を改修したお金が主なお金であります。それプ

ラス整備もあります。その備品は使っています。ただ改修したものが改修したところでやって

ないという事実がありますんで、これについては幾ら場所を移してやっているとはいえ、かな

り厳しいのかなというふうに思っています。 

引き続き補助された備品については使っているのでそれはいいのかなと思っておりますけれ

ども、補助した建物ではもう工場としてではなくて、住宅になってしまったんで、そちらにつ

いては返還をしていただけなければならないのかなと。一生懸命場所を移してやっていただい
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ているんですけども、行政の立場としてはその辺はルール通り進めていかなければならないの

かなというふうに思って報告させていただきます。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 課長の方からあったんですけれど、緑の湯、東藻琴の道の駅。始まった当初からそういう形

の中で、追々はいろんな形で販売をしていくとかという形があったんだと思うんですけれども、

その辺についての問題点はどういうふうに捉えているのか。特にそのままで、やむを得ないと

いう形。 

 

○企画政策課長 

 当人とも何度かお話をさせていただいたんですけども、地域の方々にも買っていただきたい。

それから地域以外の方にも買っていただけるパン。ということで、そういった展開もしながら

ですね、将来はその工房の軒先で販売できるようにもしていきたいというような話をしている

最中にそういうことになったのかなというふうに理解しております。 

ただ今、また緑の違う場所で頑張ってやっていただいているという中でありますから、そう

いった部分、今までと同様に緑の湯で販売していただいたり、ほかの部分でも販売していただ

いて、更につくっている工房のところを販売できるように考えてというふうに聞いております

ので、そういった部分をさらにコンタクトをとりながら、ルールはルールで町としてもやらな

きゃならないこともありますし、補助金を出している以上、指導しなければないことは指導し

なければなりませんし、町としてできる限りのサポートも当然のことながら町民としてあげて

もいいのかなというふうに思っておりますので、そういった部分でできるだけ相手の話はしっ

かりと聞いてあげて、その中でできる範囲の支援はして行きたいなと。ルールの中で支援をし

ていきたいなと思っています。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さんありませんか。 

 

○企画政策課長 

 皆さん御承知のとおり一昨日ですか。プレス発表で知床ナンバーの発表がありました。要は

あの発表で、知床ナンバーを導入してもいいよというふうに理解していただいていいのかない

うふうに思います。 

知床を含む全国１７地域。北海道では知床と苫小牧というふうに発表されたわけでございま

す。これについてまず報告をさせていただきたいというふうに思いますし、今後知床とナンバ

ーが決まりましたので、図柄をどうするかということで、今、協議会の方で図柄の応募方法に

ついて議論を始めたところでありますので、ご理解を賜りたいと思います。 

なおこの知床ナンバーについて、前の常任委員会等々でご説明をさせていただいたとおりで

す。２０２０年に決定交付ということになりまして、３０年に募集して、３１年、１年空いて
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３２年決定交付という形になりますので、そういったちょっとタイムラグがありますけども、

随時必要な部分を報告してまいりたいとお思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。何かありますか。 

以上を持ちまして企画政策課終わりたいと思います。ご苦労さまでございました。 

 大きな２番次回委員会の開催について。事務局。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございます。６月８日金曜日９時からこの会議で行う予定でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

 

○勝又委員長 

 次回の委員会については 6月 8日ということでよろしくお願いいたします。大きな３番、そ

の他。ありませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第６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４５分） 

 


