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第１回総務文教常任委員会会議録 

令和２年 1月 21日（火） 

開 会  午前 ９時 00 分 

閉 会  午後 1時 40 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令和元年中の清里分署活動状況について 

 

●生涯学習課 

 ①高校支援総合対策事業について 

②清里町学校施設長寿命化計画及び清里小学校等改修工事実施設計について 

 

●総務課 

①旧新栄小学校施設解体について  

②清里町洪水ハザードマップについて 

 

●企画政策課 

  ①観光地整備事業について  

②江南パークゴルフ場使用料の改定について  

③第６次清里町総合計画の策定経過について 

④清里町ハイヤー利用助成券交付事業の概要について 

 

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   池 下   昇    副委員長  堀 川 哲 男 

     委  員   前 中 康 男    委  員  村 島 健 二 

      委  員   勝 又 武 司    委  員  古 谷 一 夫 

    委  員   岡 本 英 明    ※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 

■消防署長        岡崎  亨    ■危険物係長      内野 智也 

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

■社会教育Ｇ総括主査   泉井 健志 

■総務課長        藤代 弘輝    ■総務課主幹      樫村 亨子 

■管財Ｇ総括主査     北川  実     

■企画政策課長      伊藤 浩幸    ■企画政策課主幹    阿部 真也 

■まちづくりＧ総括主査  新輪 誠一     ■地域振興Ｇ主査     横畠 敏樹 

■まちづくりＧ主査    薗部  充 

 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長   溝 口 富 男 

    書  記   世 良 奈都子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○池下委員長 

  ただいまから第１回総務文教常任委員会を開催します。 

 

○池下委員長 

消防から案件が出ておりますのでよろしくお願いします。署長。 

 

○消防分署長 

 消防署清里分署からの提出議題であります、令和元年中の清里分署活動状況につきまして火災

発生の状況、救急活動の状況、斜里岳山岳救助の状況につきまして、それぞれ資料に基づき担当

係長より説明をさせます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○危険物係長 

 はじめに平成 31 年１月から令和元年 12 月までの火災発生状況から説明いたしますので１

ページお開きください。令和元年中の火災は上の表のとおり２件発生し、火災種別としては車両

火災１件、建物火災１件となっています。２件とも職員による消火であり、団員招集が必要な大

きな火災はありませんでした。また 119番の火災通報によって職員が出動しましたが非火災と
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なったものが下の表とおり３件ありました。火災・非火災の認定につきましては消防組織法で基

準が定められており、次のページに記載しております。説明は省略させていただきますので、後

ほどご覧ください。 

次に、救急隊の活動状況を説明いたしますので３ページをお開きください。上の表は月別、出

動種別ごとに整理した一覧表であり、昨年１年間の出動件数と搬送人員は表の右下に掲載してお

りますが出動件数は 171件。搬送人員は 155 人。不搬送は 16 人となっております。平成 30

年は指導が 164 件、搬送は 149 名でしたので、出動件数で７件の増。搬送人員で６名の増と

なっております。その下の表は搬送先病院別の表であり小清水赤十字病院への搬送が 69 件で

一番多く、次に斜里国保病院 43件、網走厚生病院 14件、網走の丘総合病院 14件、こが病院

７件、清里クリニック６件、北見赤十字病院２件となっております。 

下段左側の表は年齢別の搬送人員の表であり、65 歳以上の方の搬送は 117 人で全体の４分

の３にあたる 75.5％を占めております。下段中央の表は曜日別の出動件数であり、説明は省略

させていただきます。右隣の表は主要施設からの要請回数の表であり、清里健康ダイヤルからの

要請は表の下から二段目に掲載されているとおり１件となっております。この清里健康ダイヤル

は保健福祉課によって平成 28 年５月から開始されているもので、昨年の１月から 11 月まで

の相談件数は 131 件となっております。近年、救急出動が年間 170 件程度で推移しているの

は保健福祉課職員によって健康ダイヤルの住民周知が図られていることが大きな要因とも思わ

れます。 

下の表は覚知時間別の表であり午前８時15分から午後５時までの日勤帯での救急要請が90

件と一番多い時間帯となっております。４ページをお開き下さい。 

上の表は、清里町、斜里郡３町、北海道、全国ごとの出動件数と救急種別の表であり、説明は

省略させていただきます。その下の表は傷病者別の程度別搬送人員と構成比の表であり救急搬送

した 155人の程度別の内訳は死亡８人、重症 22 人、中等症 76人、軽症 49人となっており

構成比で見ると斜里郡３町の数字とほぼ同じです。全国と北海道との数値が公表されておらず、

表には平成 30 年の数値を掲載しているため正確には比較することはできませんが、入院加療

の必要がない軽症の方の搬送は北海道で約 45％。全国で約 50％であるため数字だけで比較す

ると本町は適正な救急要請になっていると思われますが、夜間の救急搬送の場合は一晩病院で加

療し翌日帰宅となる場合もありますので、軽症の比率は実際にはもう少し上がっていると推察さ

れます。このため救急車の適正利用につきましては今後も町広報誌やポスター等を通じ、住民周

知を図ってまいりたいと思っております。 

その下の表は不搬送となった件数の表であり、不搬送は 16件となっております。不搬送の主

な理由は救急要請をしましたが救命士による身体所見観察と現場処置等によって症状が軽減さ

れまた麻痺等の症状もなく、本人から救急搬送を辞退したいとの意思によって不搬送となってお

ります。下段の左側の表は救急活動の所要時間の表であり、説明は省略させていただきます。右

側の表は救急医療キットに関する表で医療キット交付対象者からの救急要請は８件であり、救急

隊が医療キットを活用し搬送先病院との連絡に活用させていただいております。その下の救急救

命士による血糖測定は１回実施しております。 

ページの一番下にはドクターヘリの出動事案数と要請件数を掲載しております。 

清里分署では事故、怪我によって２件の出動要請を行い、山岳救助事案での１件の出動となっ

ております。５ページお開きください。 
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このページに掲載しているそれぞれの表は清里分署における過去５年間の救急出動の一覧表

となっております。説明につきましてはこれまでの説明と重複いたしますので省略させていただ

きます。後ほどご覧ください。 

次に斜里岳での救助活動状況を説明いたしますので６ページを開きください。 

この表は平成 29 年から令和元年 12 月までの３年間の救助活動状況の一覧表であり、３年

間で延べ６件の救助活動を実施しております。令和元年中の救助活動は３件であり、それぞれ斜

里警察と連携する中、救助活動を実施しておりますのでその内容を説明いたします。表の下から

３段目、７月 12日の救助は救助隊４名が出動し、事故概要のとおり道警ヘリによるホイスト救

助、ランデブーポイントと着陸後の救急搬送につきましては小清水分署に応援要請を求めるな

か、19歳の男性１名を救助しております。 

その下の段、８月 14 日の救助は事故概要のとおり頭部打撲と出血、寒気、嘔吐との通報であ

り深刻な状況であると判断したため道警ヘリ防災ヘリドクターヘリそれぞれに救助要請を行い、

またランデブーポイントは斜里消防に応援要請する中、救助隊８名が出動しております。結果は

道警ヘリホイスト救助によって 62歳の男性１名を救助しております。１番下の段、９月５日の

救助は救助隊５名と斜里警察署２名が出動し、事故概要のとおり道警ヘリによるホイスト救助、

ランデブーポイントはモトエカ広場。着陸後の救急搬送は清里救急隊を通して 70 歳の男性１

名を救助しております。以上で令和元年中の清里分署活動状況について説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただ今、消防の方より令和元年度の活動状況ということで説明がありましたけれども、委員の

皆さんから御質問があればお受けしたいと思います。よろしいですか。 

それでは消防清里分署終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○池下委員長 

 それでは引き続き、生涯学習課２件案件が出ておりますので入りたいと思います。説明をよろ

しくお願いします。課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは生涯学習課からは今回２件の議案を説明させていただきます。１件目につきましては

清里高等学校総合支援対策事業について。２件目については清里町学校施設等の長寿命化計画、

小学校等改修工事実施計画についてでございます。 

まず初めに１点目の清里町高校支援総合対策事業について私の方から説明をさせていただき

ます。本日は別冊の資料にて説明をさせていただきます。清里町高校支援総合対策事業という冊

子をご覧ください。清里町高校支援総合対策事業につきましてでございますが、これは数年に１

度状況に応じて見直しを行うということで、これまでもやってきたところでございます。近年教

育委員会におきましては、教育委員さんの入替えが大幅にありまして、そのようなことから昨年

夏から教育委員会協議会の中で高校支援事業のこれまでの経過、内容について教育委員さんの理

解を深めてきたところでございます。 

昨年 11月には教育委員会委員さんと中・高の校長・教頭によります、第１回の高校支援連携

会議を開催いたしまして見直しの議論をスタートさせたところでございます。今回は事業の見直
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しを行う前提となります、これまでの経緯実績について御説明をしたいと思います。 

では１ページめくっていただいて、１ページ、２ページをご覧ください。初めに東学区の現状

と今後についてでございます。中学校の卒業生につきましては令和２年以降減少しておりまし

て、令和６年に一部特異的に増加する部分もございますが概ね 500名を切る状況の中で推移を

するものでございます。 

今後の配置計画でございますが、右側の表になります。令和２年すなわち、この４月入学から

網走南ヶ丘高校が１間口 40名の減ということになっております。また、令和３年度には女満別

高校と定時制の東藻琴高校が合併いたしまして、町立の定数 40 名の高校となることと決定し

ております。斜里高校につきましては、このところ入学志望者が少ないことから１間口で推移し

ておりますが、この春の募集につきましては２間口ということで募集をすることとなっておりま

す。 

次に１ページめくっていただきまして、３ページ４ページでございます。これからの高校づく

りに関する指針、北海道教育委員会が平成 30年にまとめた指針でございます。これによります

と１学年２学級以下の高校は、学区内の中学生の人数、地元からの進学率、欠員の状況などを勘

案し、順次再編整備するということになっております。ただし、１学年１学級の高校のうち地域

連携特例校、清里高校がこれに該当いたしますが、この特例校につきましては所在市町村や地域

における教育の機能・維持に向けた具体的な取り組み、その効果、これらを勘案いたしまして、

再編整備を保留するという条件になっております。ではありますが、それでも２年続けて 10人

を切った場合につきましては再編整備することとなっております。 

この地域連携特例校でございますが、１学年１学級の高校のうち地理的状況等から再編整備が

困難であり、かつ地元からの進学率が高い高校を地域連携特例校と位置づけまして地域連携協力

校、これは清里高校の場合、網走南ヶ丘高校になります。こことの連携した活動を行い教育環境

の充実を図るものでございます。次に５ページ、６ページをご覧ください。これは現在行ってお

ります支援事業の実施要綱でございます。第２条におきまして 10 の事業を定めているところ

でございます。また第３区におきましては期間を定めておりますが、現在の要綱は今年度末まで

となっておりますので１年間の延長を今後行っていきたいと考えております。 

次に７ページから９ページでございますが、これは今ご覧いただきました要綱の詳細について

基準を定めているところでございます。各支援内容についての条件をここで示しているものでご

ざいます。 

次に 10ページ１１ページでございます。清里高校生海外派遣研修事業要綱でございます。平

成２年に小中高海外派遣研修事業として制定いたしました児童生徒の海外派遣研修事業、この要

綱でございますが平成 24 年２月に高校生海外派遣研修事業ということに名称を改めて現在の

要綱となっているところでございます。 

次に 12ページをご覧ください。これが具体的に現在実施をしております、また生徒、保護者

の方に提示をしております事業の概要でございます。 

１番目の高体連出場経費、高体連、高野連、高文連、吹奏楽連盟等主催の事業の大会、参加す

る経費、全額を補助しております。 

資格取得、これにつきましては英検、漢検等、就職や進学に関する関係する資格取得に対して

その受験料全額を補助しております。 

３番目の進路指導強化対策ということで模擬試験の受験料、全額補助しております。また大
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学、短大、専門学校の学校視察、この旅費につきましても２分の１を補助しております。 

４番目、特色ある学校づくり推進事業、学習サポート事業の講師等の支援に活用しておりま

す。またトップアスリートなど部活動の指導者、外部指導者、この招へいに係る経費をこちらで

見ております。 

５番目、大学等入学資金貸付でございます。清里高校を卒業した生徒を対象といたしまして、

大学等への進学に際し、最高 100万円まで、入学資金と初年度の学費等につきまして無利子で

貸し付けを行っております。 

６番目の入学支度金につきましては、合格発表が終わった後保護者に対して 10 万円相当の

きよさと商品券もしくは現金ということで教科書、ジャージ、制服等の購入費に充てていただく

ために補助をしております。 

７番目の障害者通学費補助でございますが、主にＪＲを使って通学される方について２分の１

の補助をしております。 

８番目のスクールバスにつきましては、小清水町からの通学バス。これを利用者、月額１万円

負担をいただきながら足りない部分につきまして全額補助をしているところでございます。 

９番目の国公立大学入学者支援につきましては清里高校卒業の後、国公立大学に合格した場合

入学金及び初年度の授業料を補助しております。 

10番目の給食の提供につきましては、実費でございますが町の給食センターから給食を配食

しているところでございます。その他の支援事業といたしましては海外派遣研修事業ニュージー

ランドモトエカ町に近年は９泊 10日の日程で希望する生徒全員を派遣しております。 

また、交換留学事業ということでニュージーランドモトエカ高校と清里高校の間での交換留学

事業を行っております。 

また、英語教育の推進強化ということで外国人英語講師を町費の英語講師を清里高校に派遣を

し英語力の強化を図っているところでございます。 

次に 13 ページでございますが、これは今年度の高校生の海外派遣研修事業の要綱でござい

ます。今年度は生徒 31名、引率教員３名、引率職員外国人英語講師も含め２名の体制で９月５

日から 14日の日程で派遣をしているところでございます。 

次に 14 ページ。大変字が小さくて恐縮ですが 14 ページをご覧ください。対策事業の平成

16年からの実績を示したものでございます。平成 16年の開始当初につきましては制服、体育

着、教科書、通学費、進路指導対策費、高体連等出場経費の補助ということで実施をスタートさ

せたところです。平成 21 年度２間口から１間口に定員が変更になりまして地域キャンパス校

という形、今の地域連携特例校でございますが、このような状況になりここで資格取得補助を開

始したところでございます。平成 24年度には入学者が 16名まで落ちまして、ニュージーラン

ド研修を高校生全員に変更し、町内生徒の保護者に入学支度金を出すということで制度がスター

トしております。海外派遣研修事業の実績は平成２年度、小中高で開始いたしましたが現在中高

に変更、そして現在高校生全員ということで今年度につきましても全員の生徒が参加をしている

状況でございます。海外派遣につきましてはこのような状況になっておりますが、次に平成 25

年に参りますが小清水高校募集停止が発表されたのがここでございます。27 年度につきまして

は入学性が 12 名まで減少。そしてここで入学支度金を町内のみならず町外の方にも拡大をし

ているところでございます。そして 28年度、各種補助の強化ということでスクールバスの運行

ですとか給食の提供など現在の支援内容がここで確立されている状況でございます。平成 29年
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度、小清水高校閉校。30年度におきましては入学者数が定員いっぱいの 40 名。そして 31年

の入学が 31名という状況でございます。平成 16 年度実績で 892万円の支援内容で始まりま

した、昨年平成 30 年度は実績として３千 440万円という状況になっております。 

清里中学校卒業生の進路状況といたしまして、平成 26年までは清里高校への進学率 50％を

超えておりました。しかし平成 27年以降 50％を切っているという状況でございます。支援状

況と入学者数の推移といたしまして生徒数の落ち込みに合わせて支援金を増やしながら何とか

生徒の確保を図ってきたというところでございます。 

15ページの資料でございますが、これは海外派遣の平成２年度からの派遣人数の表となって

おりますのでご参考になさってください。 

次に 16 ページでございます。これの１番でございますが清里高校の入学者数の推移を示し

ています。棒グラフの一番下の青、これが清里中学校。赤が小清水中学校、黄緑が斜里町の中学

校からの人数を示しているところでございます。平成 27年度までは、ほとんどが清里中学校の

生徒ということで推移しておりますが、平成 28年度からは、小清水や斜里の生徒が急増し今で

は生徒の半数以上が町外からの生徒ということになっております。下の２でございますが、斜里

郡３町の中学校の卒業者の推移、今後の推移でございます。ここしばらくは大きな変動はござい

ません。 

次に 17ページでございます。清里中学校卒業生の進路状況を示しております。先ほども申し

ましたが平成 23 年までは 50％以上の卒業生が清里高校に進学しておりました。これが平成

24 年度に 40％を切り、平成 27 年には 30％を切った状況もございます。ここ数年につきま

しては 50％から 30％後半で推移をしているところでございます。４の折れ線グラフは事業費、

これまでかけてきました事業費と入学者数の推移を表しているものでございます。 

次に 18ページでございますが、これは平成 31年度、令和元年度でございますが、高校支援

事業の予算の内訳となっております。この表の左半分これが純粋な高校支援総合対策事業として

計上している予算でございます。右半分につきましては、国際交流事業として花と緑と交流のま

ちづくり事業費として計上している事業となっております。予算は合わせまして４千 219万を

本年度計上しているところでございます。 

次に 19 ページと 20 ページご覧いただきたいと思います。これは昨年７月に清里中学校と

小清水中学校１年生から３年生全生徒を対象にアンケートを取ったものでございます。質問は２

つでございます。現在考えている進学先はどこか、そしてそれを考えるに当たってどのような条

件を一番重要視するかという設問この２問でございます。現在考えている進学先は７月現在でご

ざいますので、今現在中学３年生が清里高校どのような感じで希望しているかについて口頭で申

し上げます。清里中学校からは 12名、斜里中学校からは７名、小清水中学校からは６名、網走

から４名、合計 29 名ということで現在清里高校を志望しているという報告を受けているとこ

ろでございます。 

アンケートの表に戻りますが、問３の進学先を選んだ理由を１つ選択していただいてるところ

ですが、結果といたしまして清里中学校生徒ではやりたい部活がある。通学に便利、進学に有利、

就職に有利、学力が自分に合っているといったことを選ぶ生徒が比較的多くなっております。小

清水中学校生徒につきましては同じくやりたい部活がある、学力が自分に合っている。その他、

先輩がいる、友達が行く、進学に有利といったところを選ぶ生徒が多くなっております。 

次に 21ページ 22ページをご覧ください。夏以降、教育委員会協議会で理解を深めていただ
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き、高校支援連携会議、こちらで議論をスタートさせたということでお話をいたしましたが、そ

の中で今後の見直しについての基本的な考え方が整理できましたので説明をいたします。 

まず１番、事業の目的につきましては間口確保、高校存続ということで 16 年から始めまし

た。近年、道教委の指針の見直し、中学校卒業者の減少、小清水高校の閉校、東学区の配置計画

の見直し等、平成 16 年からは状況が大変大きく変わってきているのが状況かなというふうに

押さえております。これらを勘案した中、事業の初期の目的は達成されたのではないかという認

識を持っております。 

２番目の支援についての基本的な考え方でございますが、これまでの支援はどちらかというと

保護者が本来負担すべき経費、これを補助するということが多かったように思います。今後につ

きましては、そのような考えも一部は残しつつ学校で行われる教育活動、これが充実するよう支

援をしていく、そのような考えにシフトをしていきたいと考えております。 

３番目の国際理解教育と海外派遣研修事業についてでございます。平成 12 年度から始まり

ました本事業でございますが、清里町とモトエカ町の自治体間交流が並行して行われてきたわけ

でございます。また平成６年からは高校間の交換留学が始まっております。これまで海外派遣研

修事業も、自治体間交流としてモトエカ町と清里町の交流事業の位置づけの中で実施をしてきた

わけでございますが、近年自治体間といいながらも小清水、網走、斜里などの町外の生徒が過半

数を占める清里高校ということで、様変わりしておりますことから自治体間交流として実施する

には無理が生じてきているのかなと感じております。以上のことから自治体間交流としてのモト

エカ町と清里町の交流のあり方、学校を中心とした国際理解教育のあり方、この視点を整理しな

がら検討してまいりたいと考えております。 

次に教育現場の変化に対応した支援の見直し。４番でございます。 

近年本町教育委員会で抱える課題は山積しております。これまでも小学校の統廃合、そしてそ

れに合わせたスクールバスの再編整備をしてまいりました。今後は、小学校・中学校と新学習指

導要領が導入され小学校における英語の教育、そしてプログラミング教育など学校の事業が様変

わりし、それに対応していかなければなりません。また教育関連施設の老朽化。特に小学校、給

食センター、そして社会教育施設と非常に今後大規模な改修を複数年で実施していかなければな

らない状況が迫っております。そして、今後小・中１校ずつになりましたので、この一貫教育と

いったことも目指してまいりたいというふうに考えております。これらの山積する課題を勘案し

た中で高校支援も位置づけて行っていかなければならないのかなというふうに考えております。

最後に見直しスケジュールでございます。今後教育委員会協議会、それから高校支援連携会議、

これを複数回開催しまして議論を進めてまいります。令和３年４月入学の生徒の募集が始まりま

すのが令和２年４月から５月、この春からになります。よってこの春、４月、５月位までにはこ

の支援内容の見直しを決めていきたいということを考えております。以上、高校支援総合対策事

業並びに関連事業の見直しについて説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま課長の方より高校支援総合対策事業について説明がありましたけれども、委員の皆さ

ん何か御質問がありましたらお受けしたいと思います。古谷委員。 

 

○古谷委員 



‐9‐ 

 

 12月定例会で高校支援の全体的な評価と見直しという形の中で、一般質問させていただいた

中で、教育長から、今課長から答弁があったような内容の方向性についての答弁があり、今、既

に教育委員会協議会と高校支援の連携会議を１つの柱としながら積極的な検討がなされている。

加えて子供たちへのアンケート調査。さらには過日町民への高校の教育活動対するアンケート調

査が行われ 12 月中窓口のお知らせ等にその結果が町民に周知されたという風に認識しており

ます。当然 12月の定例会で一般質問させていただいた立場で言えば、しっかりと今言ったよう

な流れの中で内容をしっかりと精査していただいて、ある一定の方向性を見出していっていただ

きたい、このように考えます。ただそう言った中で気になったのは従来私どもが受けとめてい

た、町民も受けとめた内容と若干 19ページという 20ページ資料のアンケート。これは清里中

学校と小清水中学校に対する生徒に対してのアンケートの結果等を見てみると、同じ共通的な傾

向が見られていてその中にあるのは進学先を選んだ理由の中についてはニュージーランド研修

留学制度とか金銭的支援というのは非常に数値が低い。両方とも実態的に。これは子供たちの立

場で言った部分とそれと金銭的については保護者の立場。結構この辺の温度差も実態的にはある

と思いますので子ども達のそのアンケート調査の結果とか保護者の考え方、その辺をしっかりと

分析した上で整理をしていただきたいなというふうに思います。 

それともう１つ、町内の卒業生の清里高校への進学率が 50％を越えていかない状況で先ほど

の課長の説明でいきますと、令和２年度の入学者、希望者の関係でいくとさらに 36名中 12名

しか希望していないというのは 33％という形の中で、地域連携特認のあり方の中で、地域の子

供たちが地域の高校を選んでいくという動機づけのあり方みたいなところの考え方というもの

を子どもたちの部活動ですとか、友人、その教育活動の中身、そういったことも併せながら、や

っぱり総体的な評価、方向性の分析というものをしっかりとしていく必要があるのではないのか

なと。その辺のミスマッチが起きないように今後の支援の対策の中身というものを先ほど申し上

げた教育委員会協議会、連携会議。さらには子供たちのそういった志向、保護者、地域の声、そ

ういったものを総体的な枠組みの中でしっかりと分析、評価した中で方向づけを進めていただき

たい。このように考えますが、現段階における教育委員会の取り組みの方向性について内容につ

いて何かあればお話しいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 只今いただきました御意見の中で特に後段の清里中学校の卒業生の進学率についてでござい

ます。これにつきましては今年度希望している方の内容について、中学校から少しお話を伺って

おります。そうしましたところ学区に捉われず、例えば美術工芸高校ですとか調理専門の学科の

ある学校、学区を超えて部活動をやりたいという生徒が多いというふうに聞いております。 

ですから学区内に留まらず、近年具体的な目的を持って学区外に行く生徒、このような選択が

増えているというふうに学校から聞いております。 

今回のアンケートにつきましては、これまでは３つ選んでくださいということで、そしてその

合算について皆さんに御報告をしていたところでございます。これですと内容がぼけてしまいま

すので今回１つの選択ということに改めさせていただきました。そして生徒が望んでいるもの、
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これは昔から言われておりますが、やはり部活動、ここが１つのポイントになるのかと思いま

す。近年、清里高校吹奏楽部は３人、４人といった生徒数でございましたがここ２年ほど生徒が

増えてまいりまして、また今後につきましてはＣ編成の形ができるんじゃないか、そうなってく

ればまたそれを目指した生徒の獲得も可能になってくるのかなと思います。その他友人が行くか

らという選択肢がございました。これは過去のアンケート結果にあるのですが、やはり生徒数が

少ない学校には行きたくないということがありました。そしてある程度特に清里町の中学生の過

去のアンケートを見ますと小中高と同じ友達ではなく、新しい友達とも交わりたいということか

ら、そのような結果が出ていることから一定程度町外からの生徒獲得を目指していかなければな

らない。このようなことも考慮しながら現在の支援制度を進めてきているところでございます。 

いずれにいたしましても高校教育は、ここは３年間何をやる場所なのかということで、生徒に

とってどんな環境づくりが必要なのか、このことに中心をおきながら高校と十分協議をして、高

校の教育活動に資する支援内容に改めていきたい。そのよ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。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今お話があったとおり、ただ単に議論の方向性として支援を縮小するというふう意味ではなく

して、あるべき姿がどこなのかということを前提に協議をしていただきたい、このように望みま

す。それともう１つ 21 ページ以降の教育現場の変化に対応した支援の見直しということが非

常に重要だという認識に現段階では立っているという形なんでしょうけど、今あったとおり子供

たちの数が少なくなってきている、そういった中で保育所、幼稚園、乳幼児期から小学校、中学

校の義務教育、高校さらには専門学校や就職、もしくは大学進学という形に移行していきますけ

れども、教育委員会全体として教育現場で担うべき仕事、役割という中において特に急激に小学

校の統合を含めたり、今回は特に教育課程の変更といいますか、新学習指導要領での対応という

形の中で過密化現象という形の中で小学校における英語、プログラミング教育だとか、そういっ

たものが小・中連携のあり方、さらに現段階においては教育委員会においては認定こども園の仕

事も加わり、小学校の大規模改修、さらには今回国の補正では一人１台のコンピュータという非

常に教育行政と教育現場という形の中で過密化が非常に起きているという実態の中において単

純に従来やっていた仕組みを自然的に継続していくだけでは賄い切れない環境状況も起きてい

るその中で、高等学校教育を教育行政の中でどう位置づけていくのかその中で道立高校である清

里高校を歴史的な経過、町立から道立に移っていった経過を含めて現実として学校を存続させて

いくという１つの一番大きな目標も併せた中で何ができるかという議論が必要になってくると

思ってますので、その辺新しい教育の流れ、町全体の教育行政が抱えている課題というものを整

理しつつ、あれもこれもというのは非常に厳しい環境にあるというのは事実だと思いますので、

その辺の今清里に置かれた内部的な要因と外的な一連の動きということをどう捉えて評価しな

がらどこに重きを置きながら何と何を順番を置きながら、優先度を置きながらやっていく見直し

も当然教育計画、推進計画を作られていく過程の中に包含した中で、部分部分の取り出しではな

くして、そういった流れをぜひ作っていただきたいと考えますが教育委員会では今言ったような
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課題についてどのように取り組んで行かれるのか、わかる範疇でお話があればと思いますが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 見直しの基本的な考え方 21 ページ 22 ページの中で示しておりました教育現場の変化でご

ざいます。一部、御承知の部分もあると思いますが近年、毎年のように教育関連法律が改正され

ておりまして、次から次へと新しい制度が始まっているところでございます。 

正直申しまして、本町の学校現場全てこれを網羅しながら順調に進んでいるかと言いますと、

まだ全てやりきれていない状況もございます。そのような中、さらに一人１台のパソコンですと

か課題がまた突きつけられているところでございます。このような中、先ほど申しました小中一

貫教育これを現在進めるべく今、勉強段階に入っております。 

その中で一つ考えられること、小中に留まらず幼保、小中、高に繋がる一連の教育これを見通

した中で考えていくべきなのかなというふうな観点に立っております。特に本町が実施してまい

りました国際理解教育外国人講師につきまして幼稚園、保育所から高校まで派遣をしているとこ

ろでございます。しかしながら幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校は、それぞれの中で活用

しているということでここに系統的な考え方がまだ十分に整っている状況にございません。今後

はこれらの課題も高校を含めた中で単に高校の支援だけではなくて、小中高との連携を踏まえた

中で考えていきたいというふうに考えております。いずれにいたしましても今後、非常に大きな

課題が今後とも、数年にわたり続いてまいりますのでその中の高校支援がどのような役割を果た

すべきなのか。そこをきっちりと考えながら支援事業見直しを進めてまいりたいと考えますので

ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 先ほど古谷委員からも色々とお話ありましたけれども、今までの財政的な肩代りというか表現

的にはそう書いてありますけれども、補助から大幅に教育活動に対する支援にということで根本

的に大きな変化が見られるような内容になってくるという理解でもよろしいんですか。このタイ

トなスケジュールで。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 保護者の方への支援の部分につきましては多分イメージされるのは支度金などが特に大きい

のではないかというふうに考えております。 

 この辺も１度ゼロベースにした中で、何が本当に必要なのか検討してまいりたいと思いますの
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で、まだ大きくなるか小さくなるかはわかりませんが、まずゼロベースで見直しをしていきたい

と思っております。 

あわせて高校で行われる教育活動より充実するためにはどんな支援があるといいか、これにつ

いても高校にもお話を伺ってまいりながら見直しを進めてまいりたいと考えております。以上で

す。 

 

○池下委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

学校の先生方の意見等々も取り入れながらという感覚でよろしいですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 もちろん道立高校ですから端的な話をすれば備品を買って欲しいだとか事務職員を入れて欲

しいだとかなかなかそういう部分には厳しいかと思いますが、いずれにいたしましても生徒に直

接還元される教育活動、これが充実するということであれば高校のからのニーズについても十分

検討していきたいと考えております。 

 

○池下委員長 

 いいですか。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 お二方と重複するような部分あるんですけど、おそらく 17 ページの表を見ても支援額が増

えたら生徒数が増えてそのあと安定しないんですよね。 

 これ２回味わっているんですよね。 

 こういう経過を見た時に先ほどの親に対する支援とあったんですけど、そのことがやっぱりい

わば生徒側にきちっとそういう部分が浸透した形が生徒がやっぱりその魅力を感じたりなんな

りという部分よりウェイトはこっちのほうが多いのかなと感じるんですよね。 

 そのことが教育活動に対する支援ということでシフトするということでそれは良いんだけど、

そのことをきちっとやっぱり安定した生徒を確保していくとう部分できちっと繋がるような支

援をしていかないと。 

 なかなかこれは同じことをこう繰り返していくようなことになっちゃうんじゃないかと思う

んですよね。そこら辺どのように考えていますか。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○生涯学習課長 

 この支援につきましては基本的な目的が達成されたのかなということを先ほど申し上げたと

ころでございます。しからば安定と申しましてもやはりその年その年で生徒がどういう進学をす

るか、将来をどう描くかというのは非常に個人的な部分が含まれてくるかと思いますので、なか

なか常に 30名をキープするというのは難しいのかなというふうに現場では考えております。 

ただ、ざっくばらんに申しますと高校はお金がかからなくて親が喜ぶから選ぶと生徒さんの考

え方は色々あると思いますが、多分そういうことではないんだろう。高校生が今後、自分の将来

をどう描いていくか、選択していくかということを考えた時にどう支援すべきか。非常に抽象的

な概念的な話になりますが、視点としてはそっちの方向に持っていきたいというふうに考えてお

ります。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 それは毎年のように生徒の趣向って変わるかもしれないけど、やっぱりいわば総体的に今高校

入学しようとする人たちがどういう傾向だという大まかな捉えの中での支援しかできないと思

う。その都度その年その年変わりますからその都度支援が変わるということにはならないと思う

んですよね。 

それをきちっと捉えないとそれじゃなくてもうちの町からの入学者は少ないという部分は解

消できないんじゃないかと僕は思うんですけどね。どうでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今回のアンケートを見てもおわかりの通り、やはり１つには自分の学力に合っているかという

こと。これが１つのポイントになるのかなと。そして学力と同じぐらい部活動ということ。 

この二本柱というのはどこの高校にも当てはまることなのかなというふうに考えております。 

 そのようなことから例えば部活動の大会の支援などについては高校の先生方からの評価も高

くなっている部分もございますし、このような部分を単純にもういらないというそんな議論には

なっておりません。 

いずれにいたしましても生徒が望むものが充実する方向ということでアンケート結果、高校の

現場のお話をお伺いしながら進めてまいりたいと考えております。 

 

○池下委員長 

 いいですか。他にありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 各委員の意見を聞きながら私も思った部分ありまして、課長からの説明の中で、これを端的に
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本町の高校の存続というか総合的な支援の中で、本当にこれわかりやすい表がこの 14 ページ

に出ていてこれを見れば一目瞭然で、今後、清里高校の存続の目的はもうある程度達っせられた

と。今後どこに置くかというのはもう完全に教育支援ということで、各委員のおっしゃったとお

りだと思うんですよ。 

その中で、この数字を見た中でいろんなその教育支援を有効に活用するのであれば資格取得の

部分、ここをどういうふうに底上げするんだとか細かい話はしませんけど、その資格の申請なり

英検なり漢検の受験者がどれくらいいるのかもある程度底上げをする。あるいは現場認識に立っ

た中で学校の中、教師の先生の方から特色ある学校づくり補助こういう自由裁量のきく部分をや

はり求めて拡充することがやはり教育的な支援になっていくのかなと思っているんですよ。その

部分ともう１つは高校生の他町におけるスクールバスの関係も、年々小清水から増えて来ればそ

れなりの時間的なものだとか、回数１台で乗れない場合があるのはそこはわかりませんけれども

そこら辺の対応が今の段階では顕著に全体の中で大きくなってきている。ここに対する対応をど

うするかという部分で実費負担ということを取り入れた結果が、今ここでどのぐらいの歳入があ

ったかわかりませんけれども、そういう部分。あるいはニュージーランドに対して、ここは科目

的な部分の振り分けで花緑の予算的な中で対応してるんですけども、ここも従来的にはやはり検

討というかどうするかってのは原課の中でも話し合われてるかと思いますけども、その辺すっか

りこの表の中で表されていますからそれをどのような形で特化しながら加配するかっていうの

をしっかりと見極めながら学校現場の意見を聞き入れて新しい学校支援対策を練っていただき

たいと私はそう思います。 

この清里高校の存続の役割はもう２間口から１間口減ということで、21年になって 23年の

ときに 20 名切った時に、存続の危機があったんですけどもこれを１つの契機に乗り越えて今

に至ってますから。そういった意味も役割は終えたのかなと今後に向けて財源的なものをどう加

配していくかを今一度検討していただければと思います。短い時間ですけどもやらざるを得ない

と思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいまの件でございますが、教育支援にシフトするというふうに御説明をさせていただきま

した。ただ今例示がございました資格取得これにつきましても議論をしているところでございま

す。非常に多くの生徒が、これを活用している状況がございます。ただ、これも以前常任委員会

等でも御説明しましたが近年監査委員さん等の指摘もあって不合格ばっかりで無条件に支援す

るのはいかがなものかなということも、それは事務的なことでございますのでそこも含めて十分

な生徒の進学や就職に帰する支援として何とかこれもやっていきたいと思っています。また、特

色ある学校づくりに関する自由裁量という部分でございますが、これにつきましても小・中にお

きましても、高校、小・中それぞれの学校での自由裁量という予算も計上しているところでござ

います。高校についても十分現場の意見聞きながらフリーになるかどうかは別といたしまして、

高校の希望をする者について支援を取り入れてまいりたいと思います。 

また、スクールバスの話がありましたが、これもスタートして数年が経ちまして、当初は有難
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いということで小清水の保護者の方から言われていたわけですが、数年経ちましてバスがあるこ

とが当たり前になり近年ですとこのアンケートにもございました通り、細かく小清水町内を廻っ

て欲しいいなどという要望ももう出始めている。支援をいたしますと数年経つと、それが当たり

前になり、さらに支援を求めてくるという状況もございますので、ここは町内のスクールバスも

ございますが、色んなことをバランスを考えながら、これまでの経緯を踏まえながら判断をしな

ければならないというふうに考えております。いずれにいたしましても教育支援ということを決

して保護者の方へのこれまでの支援をすべて切ってしまうとそういうことではないと考えてご

ざいますので教育支援にシフト、軸足を置くということで御理解いただければと思います。以上

でございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 一点だけお願いという形で質問させていただきます。子供たちにとっては確かに高校入学をど

ういう選択をしていくかという形で、町にとっては高校存続という形の中で高校３年間しっかり

と生きる力や学力をつけて次のステージを作っていって欲しいという部分を持ちながらさまざ

まな支援を高等支援をしているというのは事実で、入ってきた人数だけだとか、町内町外という

形でなくして、彼らが高校卒業した後どのように生きていくかということが非常に大事なわけで

あって、そういった時にこれから何年かフォローしていただきたいというのは、町内や町外から

清里高校へ進学してきた子ども達がどういった進路をとっていったかということも含めて入口

の話はしますけども出口の話はなかなか出てこない。例えばなぜそういった話をするかという

と、昨年暮れ何人かの清里高校へ通っているお子さんをお持ちの保護者の方と話した時に、町内

の子と町外の子との進路の形態がかなり極端に違ってきているのが現実にあるんではないのか

なというお話を伺いました。今年の卒業生からはっきりと人数が多いですから、そういった傾向

があらわれてきたんではないかなと思うんですけれども、そういった時に先ほど前中委員からお

話があったとおり、学校の中でどういう力をつけさせていくのか。清里高校の教育活動の特色は

どういうところなのか。それが進路選択に結びついて生きていく力に結びついていく、そういっ

た方向性の中にしっかりと町は支援をしていく。町外に出て行って働く子もいるでしょうし、進

学する子もいるでしょうし、町内で就職を求める子、進学してまた戻って来て地域に貢献したい

という子もいるでしょう。まず最初の入ってきて出口、最初の関門がやっぱりそこでの培った高

校で３年間培った力を次の進路先へどれだけ生かせるか、そういう力を３年間の教育活動の中で

どれだけ身に付けていくか、そういったものはある程度きちんとフォローしながらしっかりとそ

の後の、彼らの進路先や進学、就職どういう形で生きていっているのかということを、ある程度

時系列で見ていった中において、従来これを始める時は３年に１回見直しをしましょうという形

でスタートしてると思うんですけども、今後とも、支援事業そのものについては継続されていく

という前提にたってそういった事後フォローもどういう形になって生きていくのかということ

もしっかりと把握していく必要があるんではないか、このように考えておりますので教育委員会

としてはどのように考えているのか、現段階の考え方があればお示ししていただきたいと思いま

す。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいまございました卒業後の進路でございます。まだそこまできっちりと数字、内容につい

てフォローしているものはございませんが、今年度昨年だったでしょうか、高校の校長教頭とお

話しした中で少し進路の傾向が変わってきたということは話をされておりました。 

それは就職を選択する生徒が増えていきているなということでございます。そして具体的な数

字まではちょっと存じ上げませんが町外から通われている生徒さんのどちらかというと就職を

目指す、就職をされる方が多い、そんなふうに学校の進路が変わってきているんじゃないかなと

いうお話をされておりました。 

今後につきましては今委員からのお話ありましたので卒業生のフォロー、傾向等を把握しなが

ら高校でどのような教育活動が展開されるのかそしてそれにマッチした支援がどういうものな

のかということを引き続き検討してまいりたいと考えますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○池下委員長 

 古谷委員いいですか。伊藤議員が発言したいということなのでよろしいでしょうか。どうぞ。 

 

○伊藤議員 

 色々と今までの話を聞いた中で気になっている点が結構ありまして、先ほど岡本委員からあっ

た話で基本的に見直しに関してゼロベースとおっしゃってたと思うんですけど、具体的にと言っ

たらゼロベースで、これから見直し色々揉んでいくということなんですけど、もちろん本来はそ

うではないということはわかっている上であえて聞きますけど、そういう返答をされたか。 

令和３年度からやるためには令和２年４月ないし５月までには終わらなければいけない、去年

の夏も色々な話がありながら今の段階でなぜ基本的な考え方しかここに出せないのかなという

のが腑に落ちていない。もちろんここに出さないだけで、ある程度は原課の方でも教育委員さん

の方でも話合ってはいると思いますが、ただ、これから今度見直し案がきっちりでき上がってき

てまた今度常任委員会で提出される中での最終的な期間が４月ないし５月決まっている中であ

まりにも短くないかなというのがまず１点なんですけど、その辺どのように考えていますか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 先ほど申しました教育委員さんが岡本議員も含め大幅に変わったということから一からの勉

強のし直しというのを行ってまいりました。その中でやはり１回やったから、２回やったからと

いうことで教育委員さんの考えがまとまったり、理解が深まるということではございませんでし

たので、これまで 12 月まで時間をかけさせていただいて、それに必要な委員さんから求められ
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る内容について資料を作成し十分に考え方のべースを作ってきたということでございます。 

そしてゼロベースということで今までやってきたことにつきましてはゼロベースと言いなが

らも検証は必要ですから当然何にもない中で何をやりましょうとはなりませんので当然この今

やっているものというものは提示させていただき、そしてその中で単発的にはこうだよね、ああ

だよねという議論は始まっております。 

しかしながらこれを現在まとめて素案なり原案と、そこまでには至っておりませんので今日皆

様から御意見いただいたことをまたしっかりと教育委員会協議会にフィードバックをいたしま

して教育委員会としての考え方、具体的な原案について今後常任委員会にも報告させていただき

たいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 わかりました。もちろん本当にゼロベースだとは思っていませんので確認的な言い方をさせて

もらいました。タイムスケジュールもありますのでかなり忙しい中ではあると思います。大変な

作業だとは思いますけれど、ある程度早目に提案していただけたらありがたいなと思います。 

その中であえて聞くんですけど先ほど来色々お話で 19 ページ 20 ページのアンケートに基

づいて今後考えていくというのはわかるんですが、これは中学生の対するアンケートでしかも一

見間違いやすいのが清里高校を選んだ理由ではないですよね。あくまで清里高校を選んだ理由じ

ゃなくて例えば南高ですとか斜里高ですとか。いろんな高校各学校を選ぶ理由であって、だから

傾向が変わってきていますと言っても何も変わってないんです。ニュージーランド留学研修制度

が低くなっていますと見えるんですけど実は逆なんじゃないですか。ところで他の学校とかにニ

ュージーランドがあるわけでもなく、それを一緒くたに、清里高校を選んだ理由でこういうふう

になるならわかるんですけど、そうじゃないものなのに清里高校の支援策をここから考えるとい

うのはあまりにも乱暴かなと思います。 

本当に生徒が何をもって何を求めているのかを例えば先ほどおっしゃってますやりたい部活

動があるとか。これってなかなか少人数学校の中では難しい難題ですよね。だから、清里高校の

中でやりたい部活動があるで選んでいると見えちゃう、そうではないというのを１回確認したい

のと、あと、こういうことをするのであれば前から言ってるんですが、前にも添付していただい

たんですけど清里高校生、今の在校生がなぜ清里高校を選んだかというものがあった方が良い気

がするんですけど。やりたい部活動があるとかないとか、清里高校はそんなに太刀打ちできない

と思うんです。他の学校よりも。絶対とは言いませんけどもそこは少ないと思います。 

それでどうこう考えていくことではなくて、本来清里高校に対する支援策なのであれば清里高

校を選んだ方々がなぜこの学校を選んだのかということをもう少し表に浮き上がらせる事が必

要なのかなと。その中でほんとに清里高校を選んだ子達が実際に選んだんだけど１年生から２年

生、３年生に変わるなかで、もしかしたら変わるかもしれない。これと同じように１年生、２年

生と必要だと思うんですけど、あくまで清里高校を本気で考えるならば今の在校生、清里高校の

在校生、他の学校に行った子たちの考えなどはいいんですよ。各々の考え方があるでしょう。な

ぜこの清里の高校を選んでくれたのかということがないと駄目なんです。前１回出てきた時にこ
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れとは違う傾向が出てきたと思うんですけどその辺、どう考えていますか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいまの伊藤委員の質問でございますけども今まで設問についてはこれまでとほとんど内

容は変わっていないわけでございますが、これまでアンケートをとってきた理由というのは中学

生がどのような高校に行きたいか。これを聞いている設問だというふうに私は捉えてやってきた

つもりでございます。ですから清里高校にある部活とかその後ニュージーランドというのは特異

的ですから項目としては入れさせてはいただいてますが、そこは委員のおっしゃるとおり全中学

生に質問するのであればニュージーランドという清里高校だけの設問でなくてもいいのかなと

思いますけども、今、清里高校に無くてこういうことがあったら行きたい、そういう高校の姿を

アンケートで掴んでそこに支援を新たにしていく。そのようなことにアンケートを活用してきた

のかなというふうに考えておりますので、そのような観点からは中学生、高校生ではなく中学生

がどんな高校を選ぶか、その視点でアンケートをとったことでございますのでご理解いただきた

いと思います。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 それはわかってるんです。だから中学生が高校を今後進学するのにどのような考え方を持って

いるのかを把握することは大事なことなんで、これは意味ないということを言ってないんです。

ただ中学生がどういう形で進学先を選ぶのかというのと同時に、清里高校に対する支援を考える

のであればなぜ清里高校を選んだかということのアンケートがないと、学力が自分に合ってい

る、部活がある、進学に有利、就職に有利、どこの学校にも当てはまる話になので、なかなかそ

の傾向はわかりますけど、それに対してどうこう逆に難しいと思います。 

本当の意味で清里高校に対する支援策を考えるのであれば、なぜ清里高校を選んでくれたのか

ということを把握しないと、なかなか難しいと思います。勝手な思惑だけでなく今後の見直し案

が進みそうなんで、できればなんですけど次に常任委員会の時にでもたしかありましたよね、清

里高校生の在校生に対するアンケートがあったと思うんですけど、この資料の提出を委員長求め

たいんですけれども。 

 

○池下委員長 

 課長いかがですか。 

 

○生涯学習課長 

 アンケートの徴収につきましては高校と協議いたしまして前向きに考えたいと思います。 
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○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

無理なこと言って申し訳なかったんですけど、そういう形で清里高校を支援は考えていかなき

ゃいけないのかなと私も十分に思いますので、なかなか時間がない中で大変だと思いますけど色

んな意味で頑張りながら進めていただきたいなと思いますけれども、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○池下委員長 

 ほか、ありますか。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。 

 私の方から一点聞きたいんですけども、一番最後のページに令和２年４月頃までに終える導入

しつ３ヵ月くらいということなんですけども、その中の常任委員会の中に必ず提出されてくるの

かなと思いますけど正直間に合いますか、４月まで。課長。 

 

○生涯学習課長 

 間に合うように進めているところでございます。 

 

○池下委員長  

いずれにしても清里高校を支援するということでいろんな意見が出ておりますけども、入学す

る生徒は毎年変わりますけどもやはり卒業した子どもたちが清里高校に行って良かったなと思

えるような支援の厚みというんですか、１点だけでは駄目だと思うので色んな角度から見て子供

たちを支援していくような先ほど古谷委員もおっしゃってましたけれども、間口ばかりでなく

て、卒業後もやっぱりちゃんとフォローするような意見もありますし、色んな意見がありますの

で、それを全部聞くというわけにはいかないのかもしれないですけど、十分配慮した中で素案を

つくっていただきたいというふうに思います。前中委員。 

 

○前中委員 

 令和２年度中に本町の教育の根幹をなす教育推進計画策定になるんですけども、タイム的なス

ケジュールどのように今考えておられるのか。 

 小中高一貫教育令和３年度からというこの最後にも書かれていますし、高校支援のあり方もタ

イトな中で検討するって前向きな今後出来ますという答弁いただいたんですけども、全体の中の

教育行政の根幹、大変少子化の中での策定になると思うんですけども大変重要的な要素がかなり

含まれていると思うんですけども、大体どのような日程的に令和２年度中に策定するとは謳って

ますけども、どういうような形で考えておられるのか、思いでも良いですけど。 

 

○池下委員長 
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 課長。 

 

○生涯学習課長 

 具体的なタイムテーブルをまだつくっているわけではございませんが、基本的には今回、町の

総合計画こちらとリンクしていかなければならないというふうに考えております。総合計画につ

いては個別計画ではありませんので基本的には物事の考え方を総合計画の方に出していかなけ

ればならないと考えております。 

そういう意味では総合計画が大体アウトラインができるのが秋ぐらいでございましょうか。そ

のくらいには教育としての基本的な方針、方向性というものまでは出していきたいと思います。

その上で、秋以降個別の社会教育、学校教育の細かい計画を詰めまして予算の関係もございます

ので次期令和３年度の予算にある程度反映できるような形で決めていきたいなというふうに考

えております。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 総合計画が基本的な芯というかコアな計画になりますけども、今回この基本計画開発審議会で

も今策定している基本計画自体が実施計画は伴いませんからね。枝的なこの教育基本教育推進計

画がやはりそこでしっかりとした実施計画に近いものが謳われるのかなと思うんでホントに短

い中でかなりボリュームがある内容かなと思いますのでもう進めていかないと、時間的な問題、

そういうことで考慮して進めて欲しいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 タイトなスケジュールでございますが、これまでも教育委員会それから学校長会そして社会教

育委員の会議それぞれの中で今後に向けた課題というのは順次抽出をしているところでござい

ますので、それを肉付けしながら進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。 

 

○池下委員長 

 高校だけの問題じゃなくて幼保一元化の問題もすぐに取りかかるような準備に入っているか

と思いますけど、そういったことも全部含めた中で第６次の総合計画が令和３年から始まるわけ

ですからそこに向かって良い案をつくっていただきたいというふうに思います。 

それでは続いて清里町学校施設長寿命化計画及び清里小学校等改修工事の実施設計について

を議題とします。説明をよろしくお願いします。担当。 

 

○生涯学習課主幹 
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 それでは学校施設長寿命化計画並びに改修工事設計についてご説明したいと思います。本長寿

命化計画につきましては今後の学校施設の改修にあたりまして、国の交付金を活用するに当たっ

ての長寿命化計画が求められていることから今回作成をしたところでございます。 

１ページを開いていただきたいと思います。計画策定の目的でございます。こちらにつきまし

ては、国のインフラ長寿命化基本計画を受けまして本町におきまして従来清里町の公共施設の総

合管理計画を作っているところでございます。こちらの個別の長寿命化計画が求められておりま

して、今回この学校施設の部分を、図１に示した通り今後の長期的な維持管理トータルコストの

平準化を求める上でもこの計画を策定したものでございます。 

計画の期間につきましては、構想期間につきましては今後の 40 年の部分を踏まえた直近の

計画期間 10年という形で行っているところでございます。対象施設につきましては小学校、中

学校、給食センターの３つでございます。学校施設の目指すべき姿ということでこちらにつきま

しては、文部科学省で示されております５つの視点、安全性、快適性、学習活動への適応性、環

境への適応性、地域の拠点化ということで分類をしているところでございます。 

続きまして学校施設の実態でございます。こちらにつきましてまず従来型といたしまして建築

後 20 年で大規模改造をしまして 50 年でいわゆる改築、建替えという形の長寿命化を行わな

い従来型の管理を行った場合の仮定をした維持管理コストを試算してございます。 

試算条件につきましては文部科学省の解説書に伴う試算方法で設定をしているところであり

まして試算結果につきましては図２にあります通り 53 億円という形となってございます。こ

ちらにつきまして、主に計画期間後半の改築によるコストが大きくなるという形になっておりま

してこちらの部分につきましては財政負担が大きくなることから今後、長寿命化の視点を踏まえ

たコストの平準化が検討必要という形のものとなってございます。 

この施設の状況でございますけれども、建物を長寿命化を今後していくためには構造躯体の健

全性が前提となってございますが計画の対象施設につきましては全てが耐震基準となってござ

いますので長寿命化が可能となってございます。現在の学校施設の劣化状況の評価でございま

す。劣化状況につきましては屋上、屋根、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設備につきまして

ＡからＤの４段階で総合評価をしているところでございまして 100点満点につきまして、ペー

ジ３ページの表４に一覧が載っています。 

清里小学校の校舎につきましては 46点という低い結果でございます。特に、屋根屋上の劣化

が進行してございます。屋内運動場につきましては 54 点となりましてこちらも屋根屋上の劣

化の他、集中暖房機の交換部品の製造中止など早急な更新が１つになってございます。 

中学校におきましては大きな劣化は見受けられません。給食センターにつきましても各施設項

目につきまして低評価となっているところでございます。ここで従来型の維持管理を行わず、長

寿命化ということで行うと、前提としまして目標の耐用年数を 80 年として今後 40 年間の維

持管理コストを試算した形となってございます。試算条件につきましては、文部科学省の試算条

件同様の試算を行いまして総額 47 億円という形のこととなりまして、従来よりも長寿命化改

修をすることで平準化をするという形の内容となってございます。 

学校施設設備の基本的な方針ということでございます。こちらにつきましては、長寿命化の基

本方針としまして公共施設等総合管理計画を踏まえまして、表６のとおりとなっているところで

ございます。また長寿命化の方針イメージは図４となりますが、目標の耐用年数は 80年、これ

に対しまして予防保全改修の大規模改造を建築後 20年と、60年長寿命化改修を 40年目で行
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うということをすることによりまして、今後長年にわたる総額のコストを平準化することができ

るという形のイメージをつくり出しているものでございます。 

今後それらの設備の改修にどこまでの水準を持っていくかという形でございますけれども、単

に不具合に対する修繕ではなく建物の耐久性を向上させるとともに建物は機能的、性能を水準を

引き上げていくことを目的としている内容となってございます。このためにも、日常的な定期点

検や清掃等が必要となっていることで常々の劣化状況を把握していくという形の内容となって

ございます。 

６番目、長寿命化事業を行いますがそれの具体的な実施計画、直近の 10年間のものを示して

いるところでございます。こちらにあるとおり、現在の建物の劣化状況のＤ評価、Ｃ評価、Ｂ評

価を優先度としまして決定をしているところでございまして、また劣化状態が複数の建物につき

ましては施設の健全度によりまして優先度を決めているところでございます。これらに基づきま

して今後 10 年間の実施計画ということで令和２年度以降優先度的に改修を計画していきたい

と思っているところでございます。 

また、ここ３年間の工事費につきましては、出来える改修という形で内容を精査をしていると

ころでございます。こちらにつきましてそれぞれ各年度の数値を示しているところでございます

が、若干この部分につきましては今後変動が予定されるところでございます。こちらに行いまし

て直近の優先度を踏まえた工事並びに今後の長寿命化の工事周期に伴って計画をしていきます

と長寿命化計画よりも、さらにコストダウンをできるという形の試算が出ているところでござい

ます。これらに基づきまして今後、定期的な改修を行っていくことで建物自体の長寿命化を図

る、またコストの平準化を図っていくということで今後計画に基づく改修を進めていきたいとい

う形の内容となってございます。 

７番目、長寿命化計画の継続的運用方針ということで今ある通り、こちらにつきまして施設の

維持管理の整備を行っていくという形となってございます。本計画につきましては教育委員会並

びに建築の現場でございます建設グループと連絡をとりながら今後進めていきたいという考え

となってございます。 

フォローアップといたしまして今後計画につきましては長期にわたるものでございますので、

定期的な一定の周期に基づきましてその検証を行っていくという形になってございます。これが

長寿命化計画全体の概要の説明となってございます。別紙の改修工事の一覧表Ａ４の用紙となっ

てございます。この長寿命化計画の劣化状況を踏まえまして、小学校、給食センターの改修工事

の検討項目を別紙で提示してございます。項目、現状課題、改修概要についてまとめてございま

す。これらの課題につきましては主な点でございまして、今後具体的に精査をしてまいりたいと

考えてございます。後者につきましては外壁屋根改修、床壁改修、照明器具の改修、トイレ改修、

受電設備、冷暖房冷房設備改修と多岐にわたっているところでございます。屋体につきまして

も、屋根改修や照明器具の改修、暖房器具の改修が主な点でございます。給食センターにつきま

しては、外壁屋根改修、蒸気配管改修、調理器の更新、暖房冷房設備改修が主な点となってござ

います。 

現在、具体的な実施設計作業に入っているところでございますけれども、改修範囲や具体的な

手法につきましては順次詰めたいと考えているところでございます。いずれにしましても、改修

工事につきましては複数年を想定しておりますし国の交付金事業の採択を想定しているところ

でございます。学校現場はもとより今後とも関係機関との連携を持ちながら、この改修事業を進
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めたいと考えているところでございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま、担当より長寿命化計画、それと小学校の改修等実施設計について説明ありました。

委員の皆さん何か御意見があればお伺いしたいと思いますが。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 全体的な長寿命化計画の報告については補正予算等の中で進める中において早い段階におい

て適正に整備を行いランニングコスト等将来におけるコストをある程度図っていくという結果

が今回の長寿命化計画に示されたというふうにまず理解をさせていただきたい。現実的な話とし

ては清小の実施設計も含めて並行して走っているわけであって今日示された計画の中でいきま

すと現段階において今後、予算の提案が来月される常任委員会の中で示されるという前提に立っ

てお話を伺いますけれども、清里小学校給食センターについては、令和２年度から３カ年で総額

で７億円弱の整備を実施設計と並行しながら現在事務的に検討しているというふうに理解して

良いのか。現段階で数字的な話は、今言ったこの 10ヵ年計画の中の部分でしか見えない部分が

ありますんで全体としての事業費、国の交付金等の見通し、財源手当てが現段階でどういうふう

になっているのか。令和２年度からの頭出しが出ているとすればその頭出しが手当の前提となっ

ていると思いますがその辺の状況についてご説明願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 現在の進捗状況でございますが、まず５ページにございました 10 年の整備計画の中の金額

的な部分でございます。これにつきましてはあくまでも基本的なベース、簡単に申しますと今壊

れているところを明らかに修繕していかなきゃならない部分、それの一般的な数字から算出した

ものでございまして今後実施設計の中で具体的に学校の利用の仕方、今後の児童のあり方、推移

等々具体的なものを加味した中で具体的な数字が出てくるものと考えております。また次回の常

任委員会では令和２年度の予算を提案させていただくことになるかと思いますが、現段階で国の

交付金等についてはまだ目途が立っていない、もちろん既に申請を終えているところでございま

すがまだ見えてきておりませんので、早くて６月の提案になるのかなということでございますの

で、２月の次回の常任委員会で具体的な金額等についてまでは、まだ言及できないかなというふ

うに考えているところでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 
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○古谷委員 

 小学校の改築については実施設計の数値が固まっていないというふうに理解しておいてとい

うことをまず確認。２つ目としては当初予算では計上は今のところされなくて、早くて６月の補

正を前提としているというふうに理解して良いのか。この２点まず確認させていただきたいと思

います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今の２点につきましてそのように御理解いただいて結構でございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ６月補正を前提としながら最終的にやっていきたいということで小学校及び給食センターに

ついては今回の直近 10 カ年整備計画の概要版で示したとおり、３カ年を前提としてプロット

していくという考え方については基本としては動かないというふうに。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ３ヵ年というのはまだ確定ではございません。今後、学校施設でございますのでばんきり工事

ができるわけでもございませんので交付金がいただけるということになった段階で、その年度に

できる工事を再度精査して年数等を決めてまいりたいと考えております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 しつこくて申し訳ないんですけれども、６月補正で予算計上していくってことについては基本

的には全体計画がきちんとプロットされてて、交付金については当然年度ごとの申請、全体申請

両方いろんな形があると思うんですけども、その辺の見通しは具体的に全体事業費、年度プロッ

トが明確になってくるのはいつの段階なのか。部分的に６月補正で出していくけれども全体計画

についてはなかなか示されないというような、そういった説明なのか。その辺もう一度整理して

ご説明いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 
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 課長。 

 

○生涯学習課長 

 まず、現在進めております実施設計でございますが、これの完成が３月末予定しております。

そこで基本的な全体の設計それから金額的なものが出てまいります。それプラス、今度交付金が

いつどのような形で採択されるかとその中で最終的なスケジュールを組んでまいりたいという

ふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 中身は国の交付金等行うもので申請行為ですから、当然そう思うんですけども、ただ町として

の考え方は現段階でどこにおいているのかということ、交付金申請の段階において町としても基

本的なそういった改築の計画を内部的に検討して持っているはずですから、町として計画につい

ては３ヵ年なのかということを基本としつつ、今後交付金の動向に応じてある程度４年とか５年

となる可能性もあるというふうに押さえているのか、そこだけ確認だけ。 

 

○生涯学習課長 

 町といたしましては、３年が１つの目安ではないかということで進めているところでございま

す。 

 

○古谷委員 

 了解しました。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。この件に関してよろしいですか。それでは生涯学習課全般を通して、何か

御質問があればお受けしたいと思います。よろしいですか。 

それでは生涯学習課、これで終わりたいと思います。どうも御苦労さまでした。 

 

○池下委員長 

 ここで 11時まで休憩といたします。 

 

休憩  午前 10時 45分 

再開  午前 11時 00分 

 

○池下委員長 

 引き続き総務課を行いたいと思います。２件案件が出ておりますので１件ずつ、よろしくお願

いします。課長。 
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○総務課長 

 本日の総務課の提出案件につきましては、①につきまして、以前より検討を進めてまいりまし

た旧新栄小学校施設の解体について。②につきましては近年の全国的な大雨によりまして災害発

生から必要が求められております洪水ハザードマップができましたので、その内容について御説

明をさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それでは御説明いたします。１つ目の旧新栄小学校施設解体についてでございます。お手元の

資料、旧新栄小学校の現況概要があるかと思いますが、旧新栄小学校につきましては、平成 23

年３月をもちまして閉校しましてからもうすぐ９年が経過するということになってございます。

令和２年度、来年でございますが解体を行う方向で考えてございます。解体を行う施設としまし

ては、こちら概要の方にございますように、上斜里 274番地の３の土地に集会場と保育所等に

利用しておりました上斜里地域総合施設がございます。上斜里 1393 番地１、こちらの方に新

栄小学校の本校舎、体育館、物置、プール、教員住宅の４棟５戸がございます。 

現在、教員住宅におきまして９番の方なんですが、こちらの方に１棟２戸ございますが、その

うちの１戸の方に教員の方が入居している状況ではございますが、教育委員会に確認しましたと

ころ３月末をもって退職されるようなことを聞いてございます。また、井戸につきましてこちら

水道水ではなく井戸を使ってございまして、こちらの方が総合施設側、１番の方にございまして

こちらの方からポンプを使いまして供給しているところでございます。 

解体費用としましては、全施設を解体する費用といたしまして現在のところ７千 500万程度

を見込んでいるところでございます。また解体におきましては建物の基礎になってございます、

コンクリート杭、あと木杭、あと入り口の二線沿いにございますアスファルトにつきましてはそ

のままにしておくように現在ところ考えてございます。 

なお、現在のところ解体して更地になった後の用途は未定となってございます。以上で説明を

終わります。 

 

○池下委員長 

 ただ今、担当より旧新栄小学校の解体ということで説明ありましたけども、委員の皆さんから

何か御質問がありましたらお受けしたいと思います。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 単純にいつから解体が始まっていく予定でしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 
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 今考えているのが令和２年の工事の方で解体の提案させていただきたいと考えています。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。堀川副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 ８番、９番の教員住宅に関して、平成３年築と 10年築ということでこの２つは非常にまだ使

い道があるんじゃないかと思うんですけども、以前この２つの住宅はまだ使い道があるので使い

道の可能性を検討して欲しいという話をさせてもらったんですけども、それについてはいかがで

しょうか。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○総務課長 

 ２棟に関してはそれほど老朽化している物件ではない状況であります。ただ、ここで１つ問題

がありますのが、この地域で水がない部分で今現在は研修センターのそばにあります井戸から水

を供給している状況にあります。ですからこの施設を維持するとなれば何かしらの部分を生かす

か、または新たに井戸を掘らなければ生活できない部分で現実的に具体的にこの入居者が決まら

ない中では決まるまでずっとそれを維持しなければならないという問題も同時にありますので、

提案といたしましてはそれほど古い物件でもありませんが、やっぱり除却ということで提案させ

ていただいております。 

 

○池下委員長 

 堀川副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 使い道を色々検討して欲しいという話をさせてもらったんですけども、自分的には、この住宅

は入る人いませんかという話をすればまだまだ入る人がいると思いますし、江南のお試し住宅が

無くなることを考えてもお試し住宅としてもロケーションも良いし使い道があるのかなという

ふうに思っています。 

水道水の関係ですけども単純に井戸を１本掘れば解消することなので多分掘ると200万から

300 万にはなるのかなとは思いますけども、元を取れるのか取れないのかというと、十分井戸

を掘っても元が取れると思うんですよね。その辺の検討をぜひ加えていただきたいなというふう

に思うんですけども。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 
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新たな井戸を掘るとなりますと、概算ですけど約 200万ほど費用が発生するのではないかと

いうふうに業者の方からも聞いております。かけてその後も当然ポンプの電気代とかも入居者が

いるいないに関わらず発生する中で、常時入居者が住み続けられるのであればその分の維持費も

発生していくのですが、その部分でずっと空き家状態が続くような現象が起きれば、当然その部

分の費用だけが発生するという状況にありまして、今現在、お試し住宅として緑の旧職員住宅も

活用して入居されている事実もありますけど、この部分それが入る方がいるかもしれないすけ

ど、場合によってはずっと空き状態が続くかもしれないと、そういうところで考えますと確か

に、ちょっともったいないというお考えも理解できるんですけど、この解体の時期に合わせての

解体が望ましいのではないかというのを今回ご提案させていただいたところです。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川副委員長 

 余りよろしくないですけども、かなりもったいない。町の施設を有効に使うという観点でも今

現在までは教育委員会管轄で、先生しか入れない状態だったんですけども、今度町の財産となれ

ば広く町民の方も入れる可能性がある。あそこは空き家になることはないと思うんですよね。検

討していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

前中委員。 

 

○前中委員 

 今指摘のあった教員住宅の平成 10 年築と平成３年築ですけどもこの現時点の簿価、収得に

どのくらいかかってたんですかね。簿価換算でどのくらいの評価を持っているのか。その点を押

さえた中で平成 10 年と言ったら本当にまだ使える物件かなと。この物件は生涯学習課の物件

じゃないですよね。管財管理ですからね。その部分についての公募だとかも今まで一度も現時点

でやってません、ここに関しては。要するに教育委員会で教員住宅として借り上げている形で進

めでたんですけども、僕が言いたいのはまだ有効に活用できる術があるんだから本来だったら手

順踏んだ中で公募なりそういう形であればいいけども、そのスタンスというかその行動もやって

いない中で急に解体となると町民的な感情どうなんだと。現に住んでいるのにすぐに壊すのかと

いう話で、仮にこの躯体がこの２棟で３千万、４千万あって簿価換算でまだ１千万円もあるんだ

ったら売渡収入だって出るんじゃないですかということを言っているんです。要するにそういう

価値がある物件としてでも公募はできないんですかという初歩的な疑問なんですよ。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 施設の貸付につきましては校舎の方の募集をかけた例はありますけど、住宅単体では貸付しま
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すよという募集はかけていない状況にあるというふうに認識しています。それで、おっしゃられ

る通り今回、解体の方でご提案させていただいていますけど、確かにおっしゃられる通りまだそ

んなに古くはないと私も認識しているとこですがこの後の利用、残した場合ですね。その後の利

用が見込めるという部分が不安な部分がありますし、残せばそれまで維持費がかかりますし、そ

して大きな部分でいくと水がないというので新たに費用を投じなければ家が使えないというと

ころから今回御提案しているところで、もう一度その公募とかもかけていないのも事実ですから

もう一度検討の余地があるというお話であればその部分は検討しなければならないということ

も同時に考えているところでございます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 課長から井戸がないという話ですけどもいろんな不動産物件、井戸がない、電気がないという

物件ありますよ、家屋で。だからそういう形で１度公募を流して誰かがそれでも良いんだと言う

人がいれば公有財産の処分ですから良いんじゃないかなと思いますけど、副委員長がおっしゃっ

たように地域で欲しい人いるかもしれませんし、副委員長が欲しいかもしれないし、それはわか

りませんよ、公募かけないと。最初から壊すという前提では知られるとやっぱりどうなんだと。

そこはもう一度電気なくたって、ひく人はひきますよ。井戸だって僕もわかりますけどね、ここ

は水深低いですよ。手で打ち込みでるかもしれませんよ、自噴するんですから。そういうことも

考慮して考えていただければと。他の部分では解体を早く進めることは早く進めていただきたい

とそれはわかりますけど。 

 

○池下委員長 

８番、９番については本当にまだ使えるのかなという意見が多いのと、参考になるかどうかわ

かりませんけども斜里町が学校を閉校した時に川上小学校の教員住宅は、町民に貸し出していま

す。実際入っている人もいますし、だから色んな利用の仕方というのはあると思うので今、前中

委員もおっしゃられましたけども、やはりまだ壊すのには勿体ないのではと堀川副委員長もおっ

しゃっていましたけど、ここはもう一度ですね。この部分に関して再協議していただきたいとい

うふうに私の方からもお願いしたいと思います。課長。 

 

○総務課長 

 ８番、９番の物件に関して再協議をさせていただいて、また協議させていただきたいと思いま

す。 

 

○池下委員長 

 ほかにありますか。村島委員。 

 

○村島委員 

 解体することは確定しているとことなんですけれども、アスベストがかなり遅れている。解体
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が遅れているということはわかるんですけども、この施設全部がアスベストに該当しているもの

なのかどうなのか、この辺はどうですか。わかる範囲で。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 アスベスト調査の結果といたしましては、壁の材料の中にアスベストが含まれているというの

は担当から聞いておりますので、建物資材の中に含まれている部分ですので、全体というわけで

はなく資材が含まれているというちょっとざっくりした説明になってしまいますけど、そういう

状況でございます。 

 

○池下委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 

 それはわかるんだけども、例えば体育館だとかどこにそういうものがあるということまではわ

からないんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 大変申し上げないんですけど、担当した建設の方にはその分の詳細な資料はあると思いますの

で今私どもの手元になかったもんですからお答えできないんですけど、最初聞いてる部分では壁

材の方にアスベストが含まれていると。それが校舎の部分なのか体育館の部分なのかというとこ

ろはまだあの聞いていなかったところでございます。 

 

○村島委員 

 それは良いんですけども、結果的に所管がそんな形で建設課と総務課とそんな形になってるも

んだから私達委員にしても、はっきりわかるような状態でアスベストはどこでしているんだかも

わからないようなそれで総務課で提案してくる、私らにしてもどっちがどうだかさっぱり不透明

なところがたくさんあるんですよ。だからそこら辺の区切りをきちんとしてもらいたいですね。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 次回の委員会までには含まれている部分がわかるような資料を作成したいと思います。 
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○村島委員 

 建設課とコンタクトとってもらって、ちゃんとわかるような説明をしてもらわないと。あっち

の課でないとわからないとか、それならわかる方を課であげて来てもらえばいいし、質問しても

向こうの課がどうとか、私ら納得できないですよ。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 あくまでも所管課は総務課と考えておりますので、その分の資料をいただきまして次回説明の

時にわかるような資料を用意したいと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 解体工事、次回の委員会でしっかりと出てくると思うんですけども、村島委員からもお話があ

った通り、先程の説明でアスファルトの部分を除く解体工事というような説明がありましたが、

このアスファルトを除く意図、その跡地利用等を考えた分についてもしっかりと処分された方が

跡地の売却でしょうが他目的であろうがこれは何度も分けて工事発注をやっていくというより

は経費は増高していく。共通経費、架設工費とかが全部増高していくわけで、村島委員から指摘

があった通りアスベストについては補正をやって追加補正で設計した関係ですから丁寧にしっ

かりどの部分がそれは今回求めませんけど、課長答弁で次回出してくるということだったんです

けども、やはりアスベストによって解体工事が増高するわけですからどの部分がついて前々から

お願いしていますけれども委員会に提出する審議資料等をもっと丁寧に、しかもしっかりと具体

的な中身を提示し、もし建設とか担当の専門家があるならば一緒に出席して並行しながら説明し

ていくそういったこと手順をもう１回総務課長の立場で。これは全課に共通することなので、ま

ずそれで私の部分でいけば、なぜアスファルト部分は今回外すのか、その必然性はどうなのか。

何ら外す必然性がない、跡地利用に含めて処分を考えた時、かえって二重手間になって経費が増

高する、その根拠をお示しいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 まずアスベストの部分の資料が不足していた部分につきましてはお詫びを申しあげます。次の

説明の機会にわかる資料を添付させていただきたいと思います。それからアスファルトの部分を

残す提案といたしましては、今現在その跡地利用がはっきり決まってない中での話なんですけ

ど、もし新たな建物が建つとした場合には、今現在かかっている舗装も利用価値はあるのかな

と。あとで舗装部分だけを剥がすということも可能ということで何も決まってない中で残せば、
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もしかしたら利用価値が出てくるかなというところのご提案でした。 

おっしゃる通り、綺麗にするという部分であれば一緒に撤去することも可能と考えますので、

その部分も悩みながらの御提案だということご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

教員住宅の新しい方の残すか残さないか利活用が全体の事業の骨格のあるストーリーがきち

んと作られていないという気がするので、あえて見込みがないものとか逆に見込みがあるものは

こちらに置いておいて逆に見込みがないものを見込んでいく、論理的に整合性がないのかな。も

う一度次回の委員会までに方向性とか中身の関係を精査して提案いただくのが１番ベターかな

と思いますので、その辺の捌きについて委員長すみませんがよろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 この案件に関してはですね。私も 12月の一般質問の中で、町長にもしましたけども跡地の利

用についてはまだ考えていないと。ただこの工事をやる全体の中で見ると別々に工事をするより

も解体をするのであれば、別々にするよりも一緒にやった方が必ずお金はかからないわけで。ま

してアスベストに関しても、410 何万の補正予算まで組んで、その中で解体の総予算が幾らに

なるかわからないということだったんですが、これは実際幾らでアスベストがあったから幾ら増

えたんですという説明もないとわかんないんですよ。7千 500万というざっくりとしたことだ

け言われても。本当は６千万ぐらいの予算だったんですよ。アスベストが見つかったから増えま

したよとか、そういう資料の数字が全くないんですよ。それも踏まえて原課といろいろと打ち合

わせをしながら次回の委員会にはしっかりとした資料を提出していただきたいなと思います。ほ

かにありますか。伊藤議員が発言したいということでよろしいですか。伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今回のこの解体の件なんですけど、図式的に思い返すと職員住宅の解体の時も同じような図式

あったなと思ってて、委員のほとんどがおかしいよねと指摘している場所って全部同じなんで

す。だけど今検討しますだけの段階で、先ほど堀川副委員長がおっしゃっていた、まずこの住宅、

誰がどう考えても使えるものなのになぜ壊すんだとか逆に古谷委員が指摘したなぜ壊すべきも

のなのに残すんだと。先ほど、跡地利用は決まっていませんと言っているけど実は何か話がある

んじゃないですかと。その跡地を利用するためにこれは残さなきゃいけないけどこれは省いちゃ

えとかとうがった見方をされる可能性があるんです、そこに気を付けて欲しいんです。だから丁

寧な説明をして欲しいということだと思いますので本当にしっかりと検討して次提案していた

だきたいと思います。要望ですので答弁はいらないいのでよろしくお願いします。 

 

○池下委員長 

 この件に関して何かありますか。よろしいですか。それで②番清里町洪水ハザードマップにつ

いてを議題とします。担当。 
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○管財Ｇ総括主査 

 それではご説明いたします。お手元にハザードマップ別冊あるかと思います。こちらの方を御

説明させていただきます。令和元年、昨年の４月から 12月までの７ヵ月ほどかけてこちらの方

を作成してございます。内容としましては清里町全域この住宅地区及び山斜里岳のずっと向こう

の方までの清里地域全域に、百年に１度の大雨と言われる雨量が降った場合の河川氾濫予想とな

ってございます。百年に１度の大雨とはどのぐらいかと言いますと、こちらの方の説明にもござ

いますが、180ミリの雨量が 24時間振り続いたというものになってございます。こちらの方、

清里町全域となってございますので、180 ミリが満遍なく降ったということをまず基本の条件

となってございますので、そちらの方で検証がされてございます。 

対象となる河川につきましては、町河川 11 河川、道河川３河川の、合計 14河川において検

証してございます。１ページ目の一番最後の 31ページ目につきましては、避難に関する周知及

び説明の方を行ってございます。 

それで２ページ目の方をごらんください。町内を 14 ヵ所に分けてこちらの方解説を行って

ございます。３ページ以降で、その内容をそれぞれ行ってございます。こちら内容を説明するに

当たりまして７ページ目が町の市街地図、こちらの方でと説明させていただきたいと思います。 

まず市街地地区で影響のある河川につきましては、斜里川、向陽川、江鳶川となってございま

す。紫色になっています場所が高校の裏手、こちらの拡大図をご覧いただければわかるかと思う

んですが、高校の裏手が紫色なってございます。こちらの方が５メートルから 10メートルの浸

水が想定される場所となってございます。浸水の深さの目安につきましては右側にございます

0.0～20メートルまでの浸水域ということになってございます。 

地図に戻りまして次に紫色が高校の裏手でございまして、次に赤色が斜里川に沿ってございま

す。こちらが３メートルから５メートルの浸水域。あと、ほぼ全町には黄色がかかってございま

して 50センチから３メートルの浸水域が想定されてございます。 

清里小学校からはごろも団地にかけての地区、斜里川から向陽川につきましては 50 センチ

以下の浸水想定地区となってございます。白字につきましては浸水がないことが想定されている

ところでございます。なお、こちら検証に当たりまして川の高低差、こちらを見ると右岸が高い、

左岸が低いとかそういったもの、あと流速については考慮されていない状態でございます。これ

はあくまでも現実は場所によって浸水域がずれる可能性がございます。要は右側が高いので左側

に流れるとかそういうようなことを、ちょっと考慮しないもんですから、本当にフラットな状態

で川が流れているというような想定のもとでの氾濫の想定でございます。こちらの方をそういう

形ですので浸水域は多少ずれる可能性はございます。 

あと、地図につきましては主要な施設、避難施設などが記載されてございます。この星マーク

がそういう形になってございます。それでこちらのハザードマップにつきましては３月もしくは

４月に広報で全戸配布したいと考えてございます。それでまた全戸配布を行う前後で、このまま

渡しても理解がなかなか難しいかなと思いますので、町民の皆さんへの説明会を開催して説明し

たいなとは考えてございます。いつどのようにどのような説明をするかというのは未定でござい

ますが、一応そういうふうに考えてございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 
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 ただいま担当より清里町洪水ハザードマップのことで説明ありましたけども委員の皆さん、何

か御質問ありましたら。堀川副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 全戸配布して事前に説明をするということなんですけど、大事なのはハザードマップをどうい

うふうに生かしていくかというのが一番大事なことになると思うので、浸水する可能性のある地

域の場所はどこに避難するとかその辺のシミュレーションもこれからは大事になってくるでし

ょうし、このハザードマップを基に訓練に生かすというようなことも必要だと思いますし、その

辺のこれができた後の有効利用ということもあわせて進めて行っていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今現在避難所の指定、また避難に関しての一応の計画は持っていましたが、実際そういう計画

ができた場合、改めて特に札弦・緑に関しましてはまだ浸水しないエリアが残っていますけど、

清里地域に関しては全域浸水するエリアになっておりますので、この辺簡単に起こる状況ではあ

りませんけれども最悪の最悪を考えた時にこうなった時にはどうするのか。またそのときに実際

に使用可能な避難所というのはどこになるのか。もう一度１から考えなければならないというこ

とを今考えているところです。その辺含めて整理した中での住民説明をしなければ御理解いただ

けないかなと思いますのでまた改めて計画の方今考えているところでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今回のハザードマップのレベルの設定と洪水の氾濫域については国土交通省とか内閣府で作

っている避難の基準のやつを当てはめて、今回大前提となっているのは 24 時間 180ミリしか

も堤防が決壊、その決壊は全決壊という、180 ミリと 24時間だけ強調しちゃうと非常に１80

ミリといったら異常気象で１時間 100 ミリとか 200 ミリですから、だからその辺の説明の仕

方を間違えちゃうと町まで３ｍも一気に上がりますよではなくして、やっぱり前提となっている

のは斜里川、札弦川等々の堤防が全壊した前提でしょ、これ。ダムの放流だとか何を前提にして

いるか、単純に 24時間 180ミリという説明は非常に危険だと。その辺条件設定についての説

明というのは丁寧にやっていかないとこれは課長が言った通りこのまま配布したらちょっと何

じゃこれはという。もう１回しっかりと事前的な部分で自治会議、町民説明会等の中において前

提条件を前に出した上でどうなのかという出し方をしていただく必要があるのではないか、この

ように感じるのですがその辺どのように受け止めているのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 今回このハザードマップの作成に当たって新しく知ることも沢山ありまして、このハザードマ

ップの作成方法については作成マニュアルに沿ったものでおっしゃる通りそうです。それで使っ

ている資料といいますのは必ずしも清里だけではなくて、この 180ミリというのも道東エリア

は 180ミリを使いなさいと。この地形図の地盤高に関しては国道地理院で発行しているものを

使いなさいというマニュアルに沿ってますので、その町々で独自の考えで作ってしまうと統一性

のないものになってしまいますので、その辺はマニュアルに沿わなければならないのかなという

ふう考えております。またこの水量に関しましてもこの 180ミリが清里のエリア、２ページに

あります清里のエリアが 24時間満遍なく 180 ミリが降った場合どうなるか、百年に１度の大

雨ですのでそういうことは現実的に起こり得ない、ほぼほぼ起こり得ないというふうに考えてま

すけどこういう資料が出来た以上無いという説明できませんので。 

それともう１つはハザードマップはもともと千年確率で作るものだというふうに言われてい

ます。そこでこういう資料をつくる時に迷った部分なんですが、ただ千年で作ってしまうと。あ

まりにも現実と乖離しているので見る方にしてみれば千年に１度なんかあり得ないだろうとい

うことでしまわれることもあるかなということも考えまして、その辺で百年ということで作らさ

せていただいて、おっしゃる通り川が今斜里川が氾濫してこれだけ水が広がるのかというふうに

ご指摘ありましたけど、それもこれは簡易的な高さを設定したものであって厳密に全体の清里の

地形を満遍なく測量した資料でこういうものを作成するとなると莫大な費用なんです。これはあ

くまでも国土地理院が発表している要はメッシュというか地点地点の高さがあって水がどう流

れるかという想定ですのでその辺の説明も本当にしなければ、単純にただ配っただけではえーっ

と思われる方が沢山いると思いますので、その辺の説明は丁寧にしなければならないと担当とし

ては考えているところでございます。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。伊藤議員。どうぞ。 

 

○伊藤議員 

 今古谷委員がおっしゃったことと本当にそうだと思います。設定もそうですけどこれってもう

まず全部出来上がっているやつなんですか。訂正のしようがないってことなんですか。 

文言的に、古谷委員がおっしゃってた部分もありますしだとするととりあえず作りましたとい

うようなものに見える感じがするんですよね。本当の意味でのハザードマップとして使えるもの

になっているかと言われたらもちろん想定の部分なんで、先ほどの千年にするか百年にするかも

そうですけど、なかなか難しい部分はあると思うんですけど今言った例えば決壊にしろ何にし

ろ、斜里川の高低差、右側左側の高低差も何もないんだと。これだと余りにもちょっとそういう

ことが起こった時に避難のことも含めて有意義なマップになるのか、疑問なんです。なかなか難

しい話だと思うんですけど、ただ刷ってしまっているのならしょうがないのかなと思うんです

が、そんなことも言わせていただきましたにしておきますので返答はいいですから疑問かなと思

います。以上です。 
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○池下委員長 

 このハザードマップって町民全戸に広報と一緒に配るってことなんですけど、実は清里町民っ

て今までこういった水害ってほとんどある一部で浸水とかというのは、羽衣南とか、この役場の

裏とかあります。こういった百年に１度のということで、180 ミリ想定してということで作っ

て渡しても町民ってあんまり実感はないんですよね。今まであったこともないし。そういった中

でこのマップを全戸に配って要するに無駄にならないためにはもう少し住民意識、これ数年前で

すけれども自治会内でも防災ということに関して、こういったマップはありませんでしたけども

各自でそれぞれ要するに、横の連携をしっかりと自治会内で作りあげて協力し合いましょうとい

うものがあったんですけど、せっかく行政がこういったものをつくって、説明会までするのであ

れば行政側から各自治会にやはりもっと横の連携でこういった場合同じ避難所にどういった経

路で行くのかということも推し進めていくようにしなければちょっと勿体ないかなと思うんで

すよね。それも踏まえて進めていっていただきたいというふうに思いますけどもいかがですか。

課長。 

 

○総務課長 

 説明会開催時に今おっしゃられましたその自治会との連携を含めた形でどういうものが望ま

しいかというのを提案できるように資料の方を整理してまいりたいと考えます。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは総務課全般として何か御質問があれば。前中委員。 

 

○前中委員 

 新栄小学校の解体の時に教員住宅の件で質問したんですけど、それと同じように光岳小学校で

教頭宅という部分で今、管財管理になっていると思うんですけど、この件に対して今後どう進め

るのか、同じようにもう１年空き家状態なんですけどこれも同じような考えで公売なりそういう

方向もあるのかないのか。教員住宅として再活用するのか。そこら辺どのように考えているの

か。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 札弦センターの向かい側にある１戸建ての住宅のことだと思いますけど、あの住宅に関して今

現在も空き家状態です。住宅の活用も他にも住宅はあるのですが、あわせて今考えているところ

でございます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 
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 失礼しました。今おっしゃられた住宅に関しましては、まだ教育財産の方になってまして教育

委員会管理だそうですのでその辺も併せて連絡を取らなければならないかなというふうに考え

ております。 

 

○前中委員 

 あの住宅は教育委員会というか生涯学習課の管理なんですか、従来から。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今現在の所管といたしましては教育財産の教育委員会の方の持ち物というふうに今なってお

ります。 

 

○前中委員 

 なぜ利用しないのかな。今ちょっと課が違うからあれですけど、ここで話をしてもあれですけ

ど、いつ来るかだけはまたあとで説明して欲しいと思います。 

 

○総務課長 

 将来的な課題としては認識しております。 

 

○前中委員 

 将来的なことじゃなくてすぐでしょ。同じようなこと全部ですよ。江南小学校の公売だって何

度も委員会で指摘されて民間の方が購入したっていう同じ様なことを８年経ってやっと新栄小

学校も同じような事で進めて、使えるものはただ朽ちるだけで待ってるんでそこら辺やっぱり普

通の観点というか常識に置き換えた中でやはり町有財産だから上手く除却するなり有効に使わ

なりもうスピード感持ってやっていただきたい、ただそれだけです。 

 

○池下委員長 

 この学校の問題解体についてはですね。今日いろんな委員から意見が出ましたのでそれらを踏

まえて再度協議を重ねて次回委員会に提出願いたいと思います。 

 

○池下委員長 

 それでは、総務課全て終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○池下委員長 

 このあと１時からまた進めたいと思います。 

休憩  午前 11時 42分 

再開  午後 1時 00分 
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○池下委員長 

 それでは委員会を開催します。 

企画政策課より４件提案されておりますので説明お願いします。課長。 

 

○企画政策課長 

 企画政策課４件ということで①の観光地整備事業、②の江南パークゴルフ場については地域振

興グループ、③の総合計画それからハイヤー事業助成についてはまちづくりグループということ

で、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。 

 

○池下委員長 

 ①番、観光地整備事業について担当説明お願いいたします。担当。 

 

○地域振興Ｇ主査 

 それでは私から観光地整備事業について説明をさせていただきます。 

議案の１ページをご覧ください。観光地整備事業について、１点目は神の子池園地整備につい

てであります。神の子池についてはトイレ駐車場を現在の場所から約 600 メートル離した場所

に設置することで当委員会でも報告させていただいておりました。トイレについてはトワイレと

いうトイレの採用で検討しておりましたが実際に稼働している機器を確認したところ、使用限度

を超えると汚水の処理が間に合わず使用不可になるなど、本町が想定している需要を賄える機能

を満たしていないことが課題となったことから採用方式の変更も視野に入れた取り組みが必要

となっている状況です。 

このことから令和２年度においては処理方法の細工を行う期間として令和３年度環境省の補

助金の手挙げを目指し準備を進めていきたいと考えております。トイレ駐車場の着工については

令和３年度補助事業の決定を受けたあと、令和３年８月以降の着工を想定しております。補助金

は北海道を通した間接補助であるため早くて８月からの着工となります。８月からの着工ですの

で冬季間重なることから工期の期間が十分とれないことも想定されるため、必要に応じて２ヵ年

事業となることも考慮しております。 

２つ目であります、さくらの滝の整備についてですが本年度さくらの滝の調査を行いました。

２ページをご覧ください。調査の結果、観覧場所下部に空洞があり崩落の可能性が示されまし

た。現段階ではすぐに崩落する危険性は少ないのですが、地盤への不要な刺激は回避する必要が

生じていることから、観覧地を崩落の危険性がない場所まで下げ危険箇所に入って行かないよ

う、据え置き型のバリケードを設置します。ホームページなどで事前周知および現地での注意喚

起を行いながら経過観察を行ってまいります。 

３ページをご覧ください。経過観察の方法としまして観覧場所付近に鉄のピンなどを打ち込み

まして地盤がどれだけ下がるかの調査を行います。下がりが大きく危険性があるようであれば立

ち入り禁止の措置などを実施する予定でおります。以上で私の方から観光地整備事業について報

告を終わらせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より観光整備事業ということで説明ありましたけども、委員の皆さんから何か御



‐39‐ 

 

質問があればお受けしたいと思います。よろしいですか。 

それでは②に行きます。江南パークゴルフ場使用料改定について。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 それでは、議案の４ページをご覧いただければと思います。江南パークゴルフ場使用料改定に

ついてでございます。江南パークにつきましては、平成１7年からの利用改正をなされまして当

初８千人台の利用がありましたけれども、年々利用の減少ということで近年につきまして５千人

台から４千人台を切るような状況でございます。これまでも料金条例の制定から始まりまして使

ってもらいやすいパークゴルフ場として回数券の設定、シーズン券の価格の再設定、高齢者への

減額等を行ってきているところでございます。 

今回利用者のさらなる獲得を目指していくことから近隣の同様施設の使用料を参酌し、使用料

の改定を検討したところであります。改定案として、別紙５ページをごらんいただきたいと思い

ます。新旧という形の図でございます。大人は１日券を現行 500 円から 300 円に。子供１日

券、200 円を 100 円に改定という考えでございます。次に備考欄としまして子供の定義をこ

れまで特に近年の子供の扱い、例えば小中高と高校生の部分までの組み込みということをしてお

りまして高校生の部分も、子どもの定義ということで加筆をしているところでございます。次に

回数券の 12 枚綴りを１回あたりの単価と合わせる形なりますので、５千円から３千円の改定

で 12 枚綴り、それからシーズン券につきましても６千円から５千円への改定と考えてござい

ます。あわせて高校生の表記につきまして、子供の関係がありますので除くという形になりま

す。それから利用の促進という部分から貸し用具、この部分も近隣を参酌しながら、300 円の

ところ 100円という形で改定をさせていただきたいというふうに考えてございます。この改定

施行につきましては令和２年度から実施したいと考えているところでございます。今後、条例改

正の審議等を得て進めさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。説明は以

上です。 

 

○池下委員長 

 ただいま江南パークゴルフ場の使用料の改定について説明がありました。委員の皆さん、御意

見あればお伺いしたいと思いますが。よろしいですか。伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 １点確認したいんですけど、今回のこの江南パークゴルフ場使用料の改定というのは利用者数

が減ってきているから行うという意味合いなんですか。それとも違う意味合いがあるんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今回の利用料の改定でございますが今現在、昨年と比べまして利用者が年々減ってきている状

況でございます。そのため、入込み数の回復をまずは考えていきたいということで町内の方に利

用しやすい、また町外からも来やすいということでその関係で利用者数を増やしていきたいとい
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うことで、今回利用料の方を改定させていただきたいということで今回提案させていただくもの

でございます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 よくわからないんですけど利用者数が減っていることが、利用料金が高いからという理由が一

番に来ているならわかるんですけど、そもそも利用者数が減っている原因は何だというふうにお

考えなんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 人口減少それからパークゴルフのブームも若干下がりつつあるのかなというふうに事務局で

は認識しております。年々、江南のパークゴルフ場の利用者も減っているということでその一部

には料金の方があるのかなということで近隣の調査過去もそうなんですけども、調査させていた

だいた中でやはり近隣にある程度合わせて先ほど言ったとおり町内の方も使っていただく、町外

からも多く来てもらう。それだけで利用者が大幅に増えるとかというのは考えておりません。減

っていくのを増えればいいですけども、減っていくのも緩やかにしたいというものがありますし

今言った通り料金だけではなくて色んな関係の手法は打っていかなければならないのかなと思

っております。今回は利用しやすい、また来てもらうために年々利用者も減っている、料金もや

はり近隣に合わせて行っていきたいということで今回提案させていただいているところでござ

います。 

 

○池下委員長 

 ほか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 基本的に条例改正については賛成していきたいというふうに思います。ただ伊藤議員からもお

話あった通り、本来この江南のパークゴルフ場の当初の設置目的は何であったのか、それに伴っ

て料金設定ほかの施設は無料だけども 500円、そういった段階でも他町村よりも高い設定であ

ったというふうに理解してます。 

したがって江南パークゴルフ場自体の中において、外からの入込み、多額の投資をしてあるだ

け整備した。したがって他からの入込みを想定してある意味では観光振興とか交流人口の拡大と

いうのを主たる目的プラスα町民利用という形になって、その中で議論されたのは江南は距離的

なものがあって高齢者は行きませんよという前提の中でそれでもやはりあそこは整備しながら

やっていこうという一連の流れ、現段階においてはほぼ大きな大会が開かれているわけでもあり

ませんし、ホテルと利用のパックというようなこともほとんど見られないでしょうし、近隣に同
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じような規模のものがどんどん出来て、そして先ほど担当主幹や課長からもお話あったとおり、

パークゴルフ人口そのものが減ってきているという形の中で、特定の町内利用者に限定されてい

るのが実態、そこで１つ課題になってくるのは料金の見直しをすると同時に、あの管理運営方法

や管理経費のあり方をどういうふうに今後考えていくかってことも並行してぜひ検討していた

だきたいというのは、高齢者の方々の健康増進という目的もあろうかと思いますが、やはり利用

者自身もその運営管理に関わりながらやっていくというのが今の新しいスタイルになりつつあ

りますし、それはスポーツ施設だけではなくして運営管理の手法論、利用する人、管理する人、

別々ではなくして何らかの形で参加をしていただくとか、管理経費の節減をどう図っていくのか

とか、無料で使える他の町内の３カ所のパークゴルフ場とのすみ分けというのをどういうふうに

やっていくのかという部分、その辺の点検見直しというものをしっかりやる並行する中で今回の

料金改定というのがあるべきであって、料金改定だけやって利用者が落ちているから料金を下げ

たら沢山来てくれるだろうというのは非現実的な話であってそんなに伸びないというのは事実。

よって管理方式、管理経費の見直し検討等含めた中でぜひ今後運営管理にあたっていただきたい

と思いますが、その辺の考え方について、もし担当課長の方で現時点で方向性があれば料金改定

に伴う部分での管理運営や今言った方向性の中で何か考えてるものがあればぜひ御説明願いた

いと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 古谷委員からもお話ありました江南パークゴルフ場は多額の経費をかけて整備しました。また

現在も、多額の経費管理経費をかけて管理をしている状況でございます。その中今回料金の改定

を提案させていただいてございますが、今後古谷委員からもありましたとおり管理の手法を管理

の運営方法ですね。今後本当に多くの課題というふうに事務局では認識してございます。 

今現在まだどうするという形はまだ結論は出ていませんけど管理経費の節減も含めてまた十

分に検討させていただきたいと思いますし、またあそこに来てもらうための手法も別の形でもそ

っちの面からもまた検討を進めていきたいということでご理解いただきたいなというふうに思

っております。 

 

○古谷委員 

 十分理解しましたので本当に消費税改正の段階で総体的な使用料とか受益者負担の見直しを

どこかでするかなと部分部分で、今回温泉の入浴料の見直し今回さらに加えてパークゴルフ場、

点できているんですけどやはり人口が減少した中において実践的な大規模の施設を抱えながら

管理経費というのは非常に今後負担になっていくそういった中において本来の目的を達しなが

らどういう形の中で運営管理をしてきて運営管理のコストの削減ですとか利用率の向上を図っ

ていくというのを並行して検討されなければいけない課題だというふうに認識しますので、停滞

なく新年度に向けてそういった見直しを積極的に是非行った上で、また新たな提案をいただけれ

ば大変ありがたい、このように思います。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 委員からご意見等ありました点、十分に参酌しながら今後検討してまいりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。それでは３点目、第６次清里町総合計画の策定経過について担当お願いし

ます。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

 私の方から企画政策課案件３点目の第６次清里町総合計画の策定経過について御説明したい

と思いますけれども、まず大筋の進捗状況といたしましては９月、11 月の常任委員会で御説明

させていただきましたスケジュール概要、概ねそのとおりスケジュール通りの運びとなっている

状況でございます。 

それでは細かな説明ということで、資料の６ページをごいただければと思います。前回の 11

月 15 日委員会以降の策定作業状況を説明させていただきたいと思います。まず 1１月 18 日

に臨時委員さんへの委嘱行いまして、あわせまして臨時委員さんへの総合計画の概要説明を行っ

ているところです。 

また、次に第６次清里町総合計画策定支援業務についてでございますけれども、２つの事業者

より企画提案を受けまして自治体制運営支援の具体策、町民参画の手法、独自性など 16項目の

強化項目をもちまして株式会社日本コンサルタントグループこちらの提案を採用する結果とな

りました。これによりまして、11 月 22日付によりまして第６次清里町総合計画策定支援業務

の委託契約を締結しているところでございます。なお本年度分といたしまして、期間を令和元年

11 月 22 日から令和２年の３月 31 日までということで契約金額 30８万円となってございま

す。 

次に、11 月 22 日に臨時委員さんを含めました第２回総合開発審議会を開催してございま

す。総合計画に関する諮問、こちらの説明であったり総合計画と総合戦略の違い、このようなと

ころの説明を行なっているところでございます。 

なお、この会議の中で会議の名称についてでございますが、総合計画の策定であることがわか

りやすいようにということで第６次清里町総合計画策定審議会ということで審議されましてこ

の名前でということで決定をしているところでございます。その他、今後の委員のグループ分け

に向けた意向調査、また各委員が思う清里町の強みですとか、弱み、こちらについての意見調査

等を実施したところでございます。 

12 月に入りまして令和元年第６回清里町議会定例会におきまして清里町総合計画策定条例

の制定について提案をさせていただきまして決定をいただいているところでございます。 

続きまして、直近の今後の予定でございますが、現在１月下旬に町民の意識調査、このアンケ

ートを実施できるよう作業を進めているところでございます。今回のアンケート対象者といたし

ましては 18 歳以上の町民、こちらを対象といたしまして各世帯から１名を抽出して実施を進

めるという予定でございます。具体的に申し上げますと現在の世帯数とイコールになるかなとい
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うふうに考えているところでございます。 

２月以降の予定でございますが、第２回目の総合計画策定審議会の開催のほか、第５次総合計

画の検証作業、また、ワークショップの開催、そのほか中学生、高校生等の若い世代に向けた意

識調査こちらも実施したいというようなことで計画をしているところでございます。なお、策定

状況の経過報告に関しましては町の広報誌、ホームページにおきまして、随時掲載してまいりた

いと考えております。以上で、第６次清里町総合計画の策定経過についての説明とさせていただ

きます。 

 

○池下委員長 

 ただいま第６次清里町総合計画の策定経過について担当より説明がありましたけども、委員の

皆さん何か質問があればお受けしたいと思います。よろしいですか。 

それでは４番目の清里町ハイヤー利用助成券交付事業の概要について説明お願いします。担

当。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

 ただ私の方、清里町ハイヤー利用助成券交付事業の概要につきまして説明申し上げます。まず

資料の７ページをご覧いただければと思います。９月、１1月の常任委員会で１度概要を御説明

させていただきましてその後委員の皆様から御意見、また関係者の意見をもとに色々検討を重ね

て参りました。少し具体的なところで整理をいたしましたので、今回改めて事業概要を説明させ

ていただければと思っております。 

事業の概要、目的につきましてはこれまでと変わってはございません。高齢者の日常生活に必

要な交通手段を確保するとともに、外出を促し福祉の増進、まちの活性化を図るための支援策と

いうことで構築をさせていただいたところでございます。 

次に助成券、助成の支援方法でございますが申請に基づきましてハイヤーで使用できる助成券

を交付するということで１枚あたりの額につきましては現在500円ということで調整している

ところでございます。対象者につきましては清里町に住所があり在宅の者というようなことを基

本に、運転免許を所有していない 75歳以上の者、また 65歳以上での精神障害、身体障害の手

帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者、こちらを対象として想定をしているところで

ございます。 

交付した券につきましては年度内ということで年度の３月 31 日までということで年度ごと

の事業ということで考えてございます。交付枚数というところでございますが、こちら遠隔地の

方への配慮ということで遠くにお住まいの方につきましては市街地に出てくるまでの距離がご

ざいますのでそこへの配慮が必要ということで、それぞれの地域の主な集会施設から清里町駅ま

での距離ということをこれをもとに大きく地域を５つの区分に分類いたしまして枚数を設定し

てございます。ここに記載のとおり、Ａ地区ということで３キロ以下の地区につきましては 36

枚、６キロ以内につきましては 48枚、９キロ以内につきまして 60枚、12 キロ以内におきま

しては 72枚、12キロ以上の地域につきましては 84枚、このような形でのことを考えている

ところでございます。 

なお、年度途中に対象となった方につきましては、対象となった月を含む分、その残りの分、

これに１ヵ月当たりの交付枚数を乗じて交付をしてまいりたいと考えてございます。使用方法に
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つきましては今回いろいろ御意見をいただいたところでございますが、町内移動にまずは限定し

て進めさせていただきたいと考えてございます。 

ハイヤー利用の際、支払いの際に運転手に助成券を提出して残りの差額を支払っていただくと

いうことを想定してございます。ただし、１回の乗車あたりの助成券の使用枚数には制限を設け

るということは考えてはいないところでございます。 

その他、注意事項につきましては記載のとおりでございますが譲渡の禁止であったり、また亡

くなられた場合におきましてはこの資格を失うということであったりということを定めていき

たいなと考えてございます。施行日につきましては令和２年４月１日からということで想定をし

ているところでございます。以上で清里町ハイヤー利用助成券交付事業の概要ということで私か

らの説明は終わらせていただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より清里町ハイヤー利用助成券交付事業の概要について説明がありましたけど、

委員の皆さんから何か御質問がありましたらお受けしたいと思いますが。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 使用方法の部分の、町内移動のみなんですけど用事として町内に移動ということに限るという

ことなのかな。町内移動してさらに斜里まで行きたいという時はどういう取り扱いになるんです

か。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 基本的には今回の助成に関しては、町内の移動のみ、例えば緑の人が清里に来る。また清里の

人も緑まであるかもしれませんけども清里内でのハイヤーでの移動に関するあくまで町内に限

った利用助成ということで今回まずはこれでハイヤーの利用助成です。これで終わるとは思って

いません。今後またいろんな地域施策交通施策をやっていかなければと思っておりますけども今

回考えているのは町内の移動のみということで考えている所であります。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 もう１点、対象者の部分で運転免許証を所持していない 75 歳以上の者ということで見込み

数で約 430名というのは今現在の免許を持っていない方の見込み数ですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 この 430名については今現在、免許証を持っていない方を警察の方から聞きながら、うちの

高齢者人口と照らし合わせて持っていない人口を算出した数字であります。 

 

○勝又委員 

 ということは返納とかでまた増えるふえる要素はあるということですね。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 返納された方についてはまた増えていく。当然対象は増えていくということです。今現在の持

っていない方ということで、もう返納されて持っていない方もいらっしゃいますし、もしかした

ら免許を取っていない方もいるかもしれませんけど今後もそういうことがあり得るということ

です。 

 

○勝又委員 

 ちなみにこの運転免許証を持っている方って何名いるんですか。75歳以上の。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 清里町全体でいくと 2,793人になります。それで 75歳以上の免許所有者数は 380人です。

30年の12月末の数字しか警察の方からないものですからその数字ということで御理解いただ

きたいと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 完成形ではないけども一歩踏み出したことについては理解をしています。前にも委員会でお話

した通り実態に即した実効性を伴うものでなければ非常に使いにくい、具体的な事実の話をすれ

ば例えば日常かかっている病院が小清水日赤であったり、今日の消防の報告でも救急を含めて小

清水日赤通院率は非常に高いという事実の中において例えば神威、札弦、緑にお住まいの高齢者

の方が小清水日赤にかかろうとすると１回清里の駅まで来て、斜里まで行ってバスでしょうか。

というのが実態として、それからもう１つ、運転免許証保有という形で今日昨日みたいな天気の

運転免許証は持っているけれども冬季間は安全性を確保するために車の自分の運転を控えるだ

とかいろんなやっぱり完璧な形は難しいと思うんですけどやはりやるんであればやっぱり実効

性があって、ある程度生活実態に合ったものじゃなければ交通手段を持たないとか持っていても
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そういった環境、人、今病気をしているから免許証を持っているけと、この期間は運転を控えて

るとかいろんな生活実態とかそういったものに即した形でやはり丁寧につくっていくというの

が本来のあり方であって、非常にこのままスタートすると色んな隘路を残す様な懸念もするわけ

ですが、その辺については今回の事業の原案を提示するに当たって個々のケースというものを事

例に基づいて検証されたのかどうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの委員からの御質問でございます。実効性を持つものにということで、前回の委員会

の中でもあったかなというふうに理解をしてございます。今委員がおっしゃったとおり、町内の

方で斜里、小清水の病院にかかっている方がいることもこちらの方でも把握していますし、運転

免許を持っていても例えば冬季間運転をしない方がいるということでこちらも検討はしました。

いろんな検討した中で実際免許持っていなくてもまた、もっと交通手段に困っている方がいるの

ではないかということで今回障害者と高齢者の部分もありますけども、色んな形の状況等を検討

はしてございます。そういう方のこともありますけども今回、他町村のことも含めましてうちの

町の実態に合わせるのが一番ということもありますけども、その辺も考慮した中で内部で検討し

た中では今回町内の利用のみということで町内への例えば遠隔地からの買い物、また清里クリニ

ックへの通院等も含めた形での中の移動を念頭に置いた制度設計をさせていただいたというこ

とで今の段階ではこういうような提案をさせていただいているということでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今課長からうちの町の実態に合わせてっていうお話があったんですけど、うちの町の実態と逆

に言えばうちの町の中で今言った高齢者の方たちの通院であるとか今言ったような半年は雪で

とかいろんな部分で条件的に言えば実態に即してないんじゃないかということなんです。 

実態は他町村の病院にかかる高齢者の方がかなりの割合が多くいるという事実、それから冬季

間が半年あってその期間における高齢者の交通が非常に危険性を伴っているとか、それが実態で

あってそういった実態の中においてそれが不正に使われるだとか町内限定しなければ何か不都

合が出てくるのかというその辺の基本的に行政がやる分にはチェックはしていくし、税に基づい

てそういったハイヤー利用券が適正に使われるという前提にたった時のあり方みたいなものを

前向きに考えていかないと後ろ向きに考えた捉え方をしていくとなかなかこの制度というのは

実態に則さない形。もっと早い段階で逆に言えば、根本的な地域交通のあり方みたいな仕組み制

度を作れって。中途半端なことやっててまた不安が出るような形であればかえって後退じゃない

か。そういった議論になってしまうので、やはりやるとすれば繋ぎの制度とすれば多少リスクは

背負いながらも前向きに多くの方、高齢者が使いやすい仕組みにしていくのが本来のあり方じゃ

ないか、このように考えますがその辺についてもう一度、課長の考え方、町としての考え方を説
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明していただきたいと思いますが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 古谷委員おっしゃっていること、重々理解はしております。今回、このハイヤー利用助成にあ

たっては先ほどから提案したとおり町内の移動ということにさせていただいております。今回、

町内移動の部分を助成して今まで町外に行く方もおりますのでその分を町内助成した分を今度

それ以外の部分で町外に行きやすくといったそういうことも含めて今回町内の分のみの助成と

いうことで今のところ行っていくということで、今回これでまずは進めさせていただきたいとい

うことで今回提案をしているということでご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長 

 議長。 

 

○田中議長 

 今これタクシーの補助券で普通我々が想定するのは通院に１番利用されるんではないかと、そ

んなふうに考えるわけですけれどもそこで先ほどの消防の救急搬送の報告にもあったように小

清水日赤だとか斜里の国保だとかが多いわけで、これ見ると何枚も１回乗ったらその券は何枚使

っても良いということでここに記載されているわけで、これは町内に限定しなくても小清水だと

か、斜里の国保だとかに通われている人もタクシーで通われている人いるんですよね。 

そういった中で通院の場合には買い物だとかというのはあれですけども、通院の場合にはこの

券は小清水、斜里ぐらいは利用できるくらいの町内限定というのは少しおかしいのかなと自分は

考えるんですけども、その辺どうなんですか。通院に関しては町内にこだわらなくても。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 田中議長からも通院の関係の部分も含めてはどうだという話が出てございました。今回、この

ハイヤー利用助成、４月から一応進めていきたいということで、まずはこの高齢者の日常生活に

必要な交通手段の確保ということで事務局サイド、町では考えているところでございます。これ

によって外出を促して福祉ですとか町の活性化を図ることを支援策の目的としているところで

ございます。古谷委員、それから田中議長からも御意見等ありました。 

基本は今日説明した中で進めたいというふうに思っておりますけど、ご意見等また検討させて

いただきながら、また提案をさせていただければというふうに思ってございます。どういう形に

なるかまだここでは即答できませんけども、今あった御意見等をもう一度検討させていただきた

いなというふうに思っているところでございます。 
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○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 やっとハイヤー利用助成券の施策が動き出して本当に安堵しているとこなんですけど、実証実

験ではないんですけども、これからのデータといったら言葉悪いですけど生活に即した利用が多

分この１、２ヵ月の中で出てくると思われるんですよね。病院のその利用実態、小清水日赤、斜

里国保、これはある程度地域的に札弦・緑はどうしても小清水日赤に通院する町民が多いのが実

態だろうし、本町なり向陽だとかの地域は国保に利用するという実態もこれからデータとして出

てきますからそういった意味で生活支援あるいはそういった意味の大前提であるならばそこに

もうひと工夫なり何か原課の中で対応する。あるいはお年寄りは集会所拠点でこの基準にありま

すけども３人４人でシェアして病院に行くことも今後想定されると、そういった意味で町外の時

の利用実態もいいですよ。ちょっと違う考え方もあるよと。そこをつぶさに情報収集しながら集

めていただきたいと。机上では動き出します。これから丸投げでもう１年終わってからの検証じ

ゃなくて、常にチェックだけはしていただきたいなと思います。そこら辺、運行事業者と密に連

携をとって進めていただきたいと、そこら辺考慮していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

ただ今の前中委員の御質問でございます。今言われた通りハイヤーの会社というか事業所がな

ければ成り立たない事業というふうに思っています。そちらとも十分に連携をしなければならな

いというふうに思ってございます。また、今言われた常に検証実態把握もしながらこの事業を進

めていきたいと、より良いものにしていきたいと思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 冒頭にも質問したんですけど、要望として聞いて欲しいのは、やっぱり免許の持っている方が

380 名いるわけですけど、決してこの町内に限るとなると、きっと高齢者の運転手の免許返納

そういうものには繋っていかないような気がするんですね。そういうものも含めた形の中でやは

り高齢者に安心して交通の手段そういうものがあるからということでやっぱり免許返納を促せ

るようなそういうものであって欲しいなと思いますので、そこら辺も十分に検討していただきた

いなと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 今の勝又委員の御意見等についても十分検討させていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 

○池下委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 ハイヤーも台数が限られていると思うんですけどもそこで町外となると、なかなか町外も大切

なんですけど町内としてまわしていける実態になっていくのかというのも何ヵ月かやっての検

証みたいなものをすると言っていましたけど、すごく大事になってくるんだと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

今岡本委員からありました今実際ハイヤー事業所にあるのは２台ということでございます。検

討した段階でもきちんとその２台が動くのか、それで足りるのかというのも町内町外に出た場合

についても検討させていただく部分あります。その関係今言われたことも含めまして十分ハイヤ

ー業者とも十分連携をとって行きたいというふうに思ってございます。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。この件に関しては一番下に施行日が４月１日からというふうになって余

り時間もありませんけども、これだけの委員が意見を言うわけですから、もう一度原点に帰って

町民が何を望んでいるかってことを考えてあげれば、別に町外まで走って行っても何も支障がな

いのかなと。この券の枚数にしても多い方は４万２千円いただくわけですよ。自分の手出しも多

少ありますけれどもこういった支援の仕方で応援していければそれこそ 75 歳以上の方も喜ぶ

んじゃないかなと思います。実質的に 75 歳以上の方で例えば清里の町中で買い物に来るとか

っていうことはあまり実態としてはないのかなというふうに 75 歳以上の方がいる家庭は多分

家族の方が買い物に来るんだろうなと。実質的に使うならばやはり皆さんが言ったように病院に

かかるとかそういうことが多いのかなというふうに思うのでまだ時間も少しありますので、原課

として十分検討した上でこのままのスタイルでない違うスタイルのものを皆さん望んでいるの

かなというふうに私は聞こえましたので、そこら辺を期待してよろしくお願いしたいというふう

に思います。この件よろしいですか。 

 それでは企画政策課４件ありましたけども、質問漏れありましたらお伺いしたいと思います。

伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今のハイヤーの関係で確認したいものがありまして、今いろんな委員から意見が出ていまして
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町外のという話なんですけど岡本委員言われた通り実質それをやってしまうとタクシー足りな

くなる気もしております。ただ実態としてはそういう必要性があるわけですから、先ほど今後デ

ータを取りながらという話だったんですけど、実践このままこのハイヤーの事業だけで多分進ま

ないような気もしていますし、次に繋げるために本当の意味でのデータの取り方、例えば利用枚

数だけがいくら減ったんだだけではなくて、足りなかった時の時間帯がどれくらいなのかとか、

本当に細かいかなり色んな緻密なデータを次の事業に繋げるために、ただ何となく取るのではな

くて本当に利用実態がわかるようなデータの取り方というんですかね、それがすごい貴重になっ

てくると思いますので、何となくでとるようなデータではなく次の事まで見据えた形でそのデー

タが使えるようなデータの取り方をしていただきたいという要望です。よろしくお願いします。 

 

○池下委員長 

 それでは企画政策課今日の４件以外の案件で、何か御質問がありましたらお受けしたいと思い

ますが。よろしいですか。それでは企画政策課を終わりたいと思います。どうもご苦労さまでし

た。 

 

○池下委員長 

 大きな２番、次回委員会の開催についてお願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、２月 17日月曜日、９時からこの会場で予定しておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 大きな３番、その他。何か議員の方からありましたらお伺いしたいと思いますが、よろしいで

すか。 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

  それでは第１回総務文教常任委員会を終了したいと思います。どうもご苦労さまでした。 

 

 （閉会  午後 1時 40分） 


