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第 12回総務文教常任委員会会議録 

令和２年８月 18日（火） 

    開 会  午前 10時 35分 

    閉 会  午後 ０時 05分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●生涯学習課 

①清里高等学校総合支援対策事業等の見直しについて 

 

●総務課 

 ①パパスランドの指定管理者の募集及び決定等のスケジュールについて 

 

●企画政策課 

  ①特産品消費応援事業について 

  ②斜里岳山小屋宿泊受入停止に係る指定管理委託料の補填について 

  ③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   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 

 

 

○欠席委員    なし 

 

  

○説明のため出席した者の職氏名 

■教育長         岸本 幸雄   ■生涯学習課長      原田 賢一    

■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   ■管財Ｇ主査       田中 誠之    

 ■企画政策課長      伊藤 浩幸   ■企画政策課主幹     新輪 誠一    
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 ■地域振興Ｇ総括主査   山嵜 孝英    

 

  

○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 

  それでは第 12回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長 

 まず、生涯学習課より１点提案されておりますので、説明をお願いします。教育長。 

 

○教育長 

 私の方からこの度の先週 12 日にも御説明をさせていただきましたけれども、高校支援事業

対策の見直し、そしてその見直しの１年先送りに関しまして、御説明を申し上げ御理解をいただ

きたいというふうに存じております。 

本事業につきましては、清里高等学校存続のために一部、緊急的な措置としてこれまで実施を

してきたところでございます。支援内容全般について、ここで抜本的に見直しをしていきたいと

いうことで、教育委員会におきましても昨年来、協議をしてきたところでございます。その協議

結果を踏まえまして、議会常任委員会におきましても、今年の２月の段階で御意見をいただきな

がら２月 26 日に開催されました常任委員会におきまして、私の方から今回の見直し内容によ

り進めさせていただきたいということを申し上げ、色々と御意見はいただいたところでございま

すけれども、私といたしましてはその場で、教育委員会の見直し内容で進めるということで皆様

方のおおむね御了解をいただいたものと理解をしていたところでございます。 

しかしながら、先月 20日に清里中学校の保護者に対しまして、この内容説明会を行ったとこ

ろでございますが、その後何名かの議員さんからも今回の見直しの内容を決定事項とは捉えてい

なかったということの御指摘をいただいたところでございます。そういった御理解をされた方が

いたということ自体、私の説明不足の点があったものと存じますので、その点につきましてはお

詫びを申し上げたいというふうに思います。 

 また、見直しの先送りにつきましてですけども、12日におきましても担当課長よりご説明を

申し上げたところでありまして、新型コロナウイルス感染症の影響が多方面に及んでいること

と、事業見直しの周知が遅いのではないかという御指摘を受けたところでありますので、この実

施を１年間遅らせて令和４年度の入学者から適用することとし、今後速やかにＰＴＡや保護者を

はじめとする町民の皆様に、早いうちに周知を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。見直しの中身につきましては、８月６日に教育委員会協議会を開きまして再度教育委

員の意見聴取をしたところでございますけれども、結果として現行通り実施することで確認をし



‐3‐ 

 

たところでございまして、この内容で進めてまいりたいというふうに考えておりますので、早い

段階で周知をし議会の皆様にも御理解をいただきますようお願いを申し上げたいというふうに

思っております。以上、この件に関しましては議員各位に大変御心配と御迷惑をお掛けしました

ことを改めてお詫びを申し上げるところでございます。以上、御理解いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 ただいま教育長の方より清里高校の総合支援対策事業等の見直し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ありますか。伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今の教育長の方からご説明があり、確認なんですが、ここに資料で示されているもので決定で

令和４年４月から実施していくということでよろしいですか。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 令和４年４月入学者からの適用ということで、この内容を進め周知させていただきたいと思っ

ております。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 令和４年４月からということで今の中学校２年生にとっても時期的にはそういう形がベスト

なのかなという気はしております。やはりどうしても気になってしまうのが内容の部分色々つめ

ていただいたと思うんですけども、その中でこの資料がこのまま他の小清水中学校とか、清里中

学校とか、斜里中学校とか網走の関係各中学校等にこの資料という形でまわるものなんですか。

それもお聞かせください。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 今お手元にお配り資料につきましては、実は本年につきまして、もう既に令和３年４月からと

いうことでの周知内容ということでお配りしたものでございます。ここを令和４年度からという

ことで置き換えてこの資料を中心に中身につきまして町民の方をはじめ保護者等に説明をして

まいりたいというふうに考えております。以上でございます。 
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○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 そこの部分は理解いたしました。ただ、どうしてもやはり私個人的に中身的にもっと思う所も

ございます。ただ、今ここでこれをずっと言ってしまうとなかなか難しいですけどどうなのかと

思う所が多々ございます。 

例えばですが、今まで清里町はニュージーランドモトエカ町へ高校生の派遣事業といたしまし

て交換留学ではなく派遣事業としてやっていた部分が、その時の１年生全員ということでやって

いたのが今後は変わっていきますということなんですが、ここの書き方でいきますと、一応行い

ます、ただ、希望者が多い場合は選考の上参加者を決定いたします。ということなんですが、こ

れだと、どうしても高校を選ぼうと思う中学校の児童にしてみるとどのような選考があるのか、

また何人なのか、また何年生なのかということが説明不足になってしまっているんじゃないかな

と。やはり結構大きなところだと思うんです、選ぶ側としては。そういうところをもうちょっと

丁寧な今後も口頭での説明会とかもあると思いますが、この書き方だけでいくと、聞きたいこと

と言いますか、どうなるのと。まだこの分だけでは選ぶ側の生徒が混乱するんじゃないのかなと

いう気がしておりますけど、その辺はどのように感じておりますか。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 これはこのＡ４一枚のものを要はパンフレット的な資料でございます。一時的な資料というこ

とで捉えておりますので、これが全てというわけではございませんで、他の部活動支援事業から

学校給食提供事業もあるわけですけども、すべからくこれを基に説明においてはできるだけわか

りやすい説明に心がけていきたいと思っておりますし、今後広報等におきましては町民の方にも

この大きな転換点となりますので、このパンフレットだけではなく、もう少し詳しい内容のもの

を周知しながら皆様方の御理解をいただくように努めてまいりたいと考えているところでござ

いますので御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 

先ほども言いましたけれども、時期的に言ったら令和４年４月にこの事業を進めていくうえに

あたって、ある意味今ぐらいがギリギリのタイミングと言いますか、私も認識不足で大変申し訳

なかったなと思っていますが、中学校３年生の６月までにではなく、中学校２年生の段階でこう

いうことをお知らせするべきであるという部分で考えていくと、現段階でこの要綱部分が決まっ

ているべきなのかなと思います。 

ただ、なかなか決められない部分があるということも、相手側ニュージーランド側のこともあ
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りますので、なかなか難しい部分があるのかなと思っていますけれども、今教育長がおっしゃら

れましたとおり、これだけではなくて丁寧な説明はしていきたいということで、そこの部分は安

心している部分ですが、今求められた時に、僕が聞いたことを説明できるかと言ったら説明でき

ないんじゃないかなと正直思っています。 

その部分も含めて早急にこの辺の問題は決めていかないと、今聞きたい方が聞いても答えられ

る状況じゃないと思いますので、答える用意はあるけれども答えが今ないということだと答えら

れないということになりますから、その部分、もう少し早急に対応をしていただきたいと思いま

すがどうお考えですか。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 このニュージーランドの研修の関係につきましては今年度の生徒自体が行けていないわけで

ございまして、もう既に早くからこのコロナウイルス問題が出た段階以前から、次の方策という

ことは常に相手側とは調整をしてきたところでございまして、今も調整をしておりますが、この

コロナウイルス関係、日本においてもですけどニュージーランドにおきましても一旦収束を宣言

されたところがまた今、新たな感染者も出ているような状況もあり、なかなか内容決定を今すぐ

にというところまでいかないというのが現状でございますので、この辺を御理解いただきたいと

いうふうに思います。できるだけ早く次の体制を固めてそれもあわせて決まり次第の周知を図っ

ていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 最後に念押しじゃないですけど、とにかくタイムスケジュール的な感覚で話させていただけれ

ば教育長がおっしゃったとおり中学２年生の段階にお知らせしなくてはいけないわけで、子供た

ちの進路を決定するのはもう中学校３年生じゃなく中学校２年生ということを考えていきます

と、今言ったニュージーランドの問題１つとっても選考方法及び人数、それが何年生が対象なの

かとかその辺が今の中学校２年生に教えてあげられない限り僕は難しいと思いますので、令和４

年までに決まれば良いではなくて、そこが遅れていくのであれば僕は令和４年４月というのも難

しくなるというふうに思っていますので、その辺を十分理解し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。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 できるだけ学校関係との協議もありますし相手側ニュージーランドとの協議がありますので、
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その辺できるだけ密に早めに進めて早い段階での周知をすることが子供たちの進路決定に役立

つというふうに私どもも改めて思っておりますので、留意しながら進めてまいりたいというふう

に思っております。以上であります。 

 

○池下委員長 

 他、ありませんか。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 ２月に提案があった見直し案の中で６本の柱ということで６項目あったわけなんですけども、

今回のこの支援対策事業のパンフレットを見ますと大きなものが５つ、清里高校を対象とした支

援ということで補足的な部分で、この部分が６項目と言いますか、提案にあったのが魅力ある教

育活動推進事業ということで１本の柱ということであがっていたんですけども、本来であれば魅

力ある教育活動推進というのが子ども達にとって一番重要であるべき支援項目と言いますか、力

を入れていかなきゃいけない項目であると思うんですけども、それが前面に出ていないのが物足

りないなと言うか。見直し案の中で新規事業というのが魅力ある教育活動推進事業の中に含まれ

ている魅力ある事業づくり支援事業が１つ、地域コーディネーター派遣事業が２つ目ということ

で新規事業に含まれる部分が、魅力ある教育活動推進事業の柱の中の項目２つだったですけど、

その点の説明が弱い、具体性に欠けるというのが見えるんですけども、是非ここの部分をもう少

し全面に出す様なせっかくの新規事業でもありますし、柱の１つとして捉えて行った方が良いん

ではないかというふうに感じるんですけどいかがでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいま堀川委員から御指摘いただきました件、今回提示させていただきました資料につきま

しては、生徒またはその保護者に見ていただくということで作ったわけでございます。その中で

高校の学校に直接という部分でつくる段階で小さくしてしまったという経緯がございます。 

この点につきましては実は教育委員さんの方からも御指摘がございました。このように見直し

をするのであればやはり新たに拡充するような部分についても、もっとしっかりＰＲをしなさい

ということで教育委員の方々から御指摘を受けているところでございます。 

今後このフォーマットはベースとしながらも、この高校を対象とした事業につきましては魅力

ある事業づくりということで、大きな形で作り直しをしてまいりたいというふうに考えておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 ほか、よろしいですか。それでは生涯学習課通して、何か御質問があったらお受けしたいと思

います。よろしいですか。岡本委員。 

 

○岡本委員 
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 今回、高校支援事業で今までだったら支度金等々の 10万円もカットされて、いたしかたない

部分もあるのかなと思うんですけども、私個人的には今まで高校にやっていた部分を今度中学生

卒業生と言いますか、そういった部分に金額が減額されても少しでも支援していくような形があ

っても良いのではないかと個人的には思うんですけども、是非もし可能であれば、そういったこ

とも検討していただきたいなと思います。 

 

○池下委員長 

 教育長。 

 

○教育長 

 10万円の入学支度金補助の部分ということで。 

 

○岡本委員 

 今までなかったんですけども、今回そういったことも無くなったということで、それに代わる

ものとして。 

 

○教育長 

 この入学支度金 10万円の部分につきましては、先ほど来、御説明して高校支援存続対策とい

うことでの施策として出してきたところでございます。そういった直接的な金銭的な補助助成に

ついては今回見直しを行うということで削っているわけで、ある意味施策的に進めてきた事業と

いうふうに考えておりますので、そういった他の子育て支援に関しましては、また全般的に奨学

金制度等の見直し等も含めて今後、考えてまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解

いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。それでは他になければ生涯学習課、これで終わりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 それでは引き続き、総務課１点提案されておりますので説明をよろしくお願いします。課長。 

 

○総務課長 

 本日の総務課の提出案件につきましては今年度で５年間の指定管理期間が満了しますパパス

ランドの新たな指定管理者の募集スケジュールについて担当よりご説明させていただき、その

後、その他で前回の常任委員会で報告を求められました指定管理施設の収支内容についてお配り

しました資料に基づき説明させていただきます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 
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 それでは御説明いたします。指定管理選定スケジュールのことでございます。本年度いっぱい

でパパスランドの指定管理が期限切れとなりますために、新たに募集を行うこととなります。

10月スケジュールによりまして 10月より募集を開始する予定でございます。ホームページ広

報での公開を予定してございます。その後、１ヵ月間募集を行いまして庁舎内での選定委員会、

11月中旬にヒアリング審査の方を行いまして、選定委員会より町長への選定結果を通知いたし

まして所管常任委員会で制定結果を報告するものでございます。その後、12月定例会での議決

を予定しておりまして告示ホームページ公開を得まして基本協定、年度協定を締結していく流れ

となってございます。なお、今回の選定では令和３年４月より、令和８年３月までの５ヵ年の指

定管理を予定し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 

 ただいま担当より説明がありましたけども委員の皆さん、御質問がありますか。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 選定のスケジュールというのはわかりましたけれども、業者側が手を挙げておそらく色んな形

でどんなことをしていきたいというようなプレゼンがあると思うんですけれども、この段階のも

のがどこの位置で、選定委員会の時は当然プレゼンがあると思うんですけど、議会側にはそうい

うものも一切わからないまま選定委員会にお任せした形の中で選定されて、その結果報告という

ことしかないわけですけど、実際にプレゼンされたような形の内容のものがきちんと励行されて

いるかどうかというようなものも、次の業者がまた同じ業者になるとも限らないわけですけどそ

のことを含めてそういう部分というのは議会側に示されるものがないかなと感じるもので、自ず

からサービスの向上とかそういうものに努めるとなればそういう報告というのも議会側にいた

だきたいと感じる訳ですけど、どのように考えておられますか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 選定スケジュールにつきましては昨年度、緑清荘いかせていただきました。それと同じスケジ

ュールで考えているところですが、その応募の方から示された内容につきましても、今まででい

きますと選定委員会で選定してその審査の報告をさせていただいたところでございますが、向こ

うからの提案の内容について説明する機会を何かしらないかというのは検討させていただきた

いと思いますので、もう少しお待ちいただければと思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ぜひともやっぱりなかなか景気も低迷した形の中で、コロナの関係もありますからやっていく

側の業者の方も大変じゃないかなという部分、先行きもわかりませんから。それはあるんですけ



‐9‐ 

 

ど、指定管理制度の１つの目的として指定管理者に任せた形の中でよりサービスの向上を図って

いくという部分が、そのプレゼンがきちんと達成されるものがあってはじめてサービスの向上に

つながるんじゃないかと思いますので、今後そういう部分で報告できることがあればお願いした

いなと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 応募者からの提案の内容につきましては、何らかの形で説明できる機会を検討させていただき

たいと思います。 

 

○池下委員長 

 ほか、ありますか。よろしいですか。それでは総務課全般を通して、何か御質問ありましたら

お受けしたいと思います。担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それではお配りしました資料でございます。その他の方で御説明させていただきたいと思いま

す。こちら指定管理施設経営安定化事業で積算しておりました積算の表でございます。これに基

づきまして説明させていただきます。こちらの方は温泉３施設の２月から６月までの収支状況、

指定管理施設経営安定化事業の委託料の集計表となってございます。まず上段の方、こちら緑清

荘になってございます。上から令和２年の２月から６月の各収入、支出、単月の収支、年度の収

支累計となってございます。その下が５ヵ年平均の収入、支出、収支、単月収支から５ヵ年の収

支を差し引いたもの、そして委託料、委託料の累計という表の構成となってございます。 

まず、上段の緑清荘の方から説明させていただきます。緑清荘につきましては２月分の委託

料、こちらの方はございませんでした。３月におきましては、収支の方で３月に 512 万 7 千

290 円のマイナスのために５ヵ年の平均収支マイナス 253 万２千 23 円、こちらの方を差し

引きましたマイナス 259万５千 267円、こちらの方の 50％でございます。129万７千 633

円これが３月分の委託料としてなってございます。こちら２月３月につきましては旧年度分とい

うこととなっておりまして４月から令和２年度分になります。 

４月分につきましては収支マイナス 530 万１千 373 円に対しまして、差し引きの委託料が

110万１千 657円となってございます。 

５月分につきましては収支マイナス 530 万１千 370 円に対しまして委託料の方が 140 万

４千 103円となってございます。 

６月分はマイナス収支がマイナス 315 万１千 362 円、こちらに対しまして 245 万８千

316円となってございます。 

２年度累計におきましては、トータルの収支累計につきましてマイナス１千271万１千846

円に対しまして 496万４千 76円を支出しているところでございます。中段につきましてパパ

スランドでございます。こちらパパスランドにつきましては２月分の委託料はございませんでし

た。３月に収支が 386 万４千 139 円のマイナスがございまして、こちら５ヵ年の平均収支マ
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イナス117万５千187円、こちらの方を差し引きましたマイナス268万８千952円の50％

でございますので 97万 366円、こちらの方を委託料としてございました。 

４月分につきましては、収支マイナス 76万８千 340円、こちらに対しまして委託料につき

ましては 30万４千 128円でございます。 

５月分につきましてはマイナス 203 万１千 68 円でございまして、委託料につきましては

221万６千 906円となってございます。 

６月分につきましては収支 66万３千 357円のプラスとなってございました。ただ、５ヵ年

の方の平均収支がこれを上回る平均収支となってございましたので委託料につきましては 30

万１千 604 円、こちらの方の支出となってございます。合計が２年度累計ではマイナス 213

万 651円の収支に対しまして 282万２千 638円の支出をしているところでございます。 

一番下段、緑の湯でございます。こちらにつきましても２月分の委託料ございませんでした。

３月に収支がマイナスで 12 万 26 円となってございます。５ヵ年平均収支がプラスでござい

まして、こちらの方で委託料の方が８万２千 853円となってございます。 

４月分につきましては収支が 149万円となってございまして、こちらの方委託料ございませ

んでした。緑につきましては６月分もございませんでしたので、今まで５月分を支払いしてござ

います。５月分につきましては収支マイナス 97万６千 549円、こちらに対しまして収支差し

引き 38 万７千 335 円となってございます。委託料につきまして、そのうち 50％ということ

ですので 19万３千 668円、これが５月分でございまして、２年度の累計も同額の 19万３千

668円となっ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 

 ただいま担当の方より前年度の２月分、３月分、今年度に入ってから４月、５月、６月分の収

支及び５ヵ年の収支の累計と比較したものの数字でございます。それに対しての補助金 50％と

いうことで説明がありました。委員の皆さま何か御質問がありましたらお受けしたいと申しま

す。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 このように数字的に比較できるという部分で先般の先ほどの本会議じゃないですけども地域

における経済状況と活動の中でつぶさに各指定管理団体の収入の落ち込みというのが今はじめ

てわかったというふうに認識しておりますし、その中での各３指定管理における経営努力といい

ますか、経営環境の差が如実に表れているのかなと思います。 

その中で収入のところで、各指定管理団体においてかなり売り上げの比率は違うかと思うんで

す。宿泊業も構えている緑清荘、道の駅としてのパパスランド、入湯客で固定客を掴んだ緑の湯

という形、今ここに如実に出ているのは地元における顧客をしっかりとつかんだところの減少幅

が少ないのではないかなと認識しています。 

その中で１つ気になる点が平均収入ということで特に緑清荘、パパスランドなんですけども、

半年の中で収支は慢性的に緑清荘、観光シーズンである６、７、８月という部分はまだ数字が見
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えませんけど、慢性的な累積赤字というふうに捉えてよろしいのかどうなのか。あるいはパパス

ランドにしてもそれなりのトントンベースで動いているという評価で良いのか、そこら辺５ヵ年

ベースの中でも数字が出ていますけど、単純に緑清荘に限って言えば、半年の中で単純に計算し

ていきますと累積半年で 730万、５ヵ年の平均でもこれくらい常に赤字構造かなというふうに

思うんです。数字だけ見れば。 

そういった部分でどのようにこの施設、大変厳しい状況で運営されているという理解でよろし

いのか、違うのか。そこら辺担当としてどのように捉えているか、これは経営的なものですけど

も、この５年の中には御承知のとおり北海道東部大震災もある、あるいは大風害があって基幹の

道路でたしか道東道が通行止めになった期間、この５ヵ年に入っていますからそういった中でも

大変厳しさもわかりますけれども、そこら辺どのように認識しているか説明をいただきたいと思

います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 ３施設共通して言える部分なんですけど、月ごとの収支で、年間以前の年度を見ましてもマイ

ナスの月とプラスの月が必ずあります。全体的にみますと繁忙期、暖かくなってきた６月から９

月、10月までの部分では月ごとの収支がプラスとはなりますが、それ以外の月では毎年なんで

すけどマイナスで、そのプラスの部分をマイナスの部分で補っている。最終的に年間トータルの

決算出したときにプラスになるように努力されているというふうに考えております。 

その中で単月いけばプラスの月もありますけど、同じプラスであっても過去の５年と今年の５

年とでは差が出てきている。その差はそのコロナによる影響という判断をしましてプラスであっ

ても支援をしているというところでございます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 あわせて緑清荘に限って収入の部分で、このコロナ禍で 500万前後の推移というふうに単純

に数字的には出ているんですけども、これはあくまでも入湯者のカウントが約９割として考えて

よろしいのか。宿泊は全くこの時期に及んではなかったがゆえに他の５ヵ年の平均収入である例

えば５月、６月であれば 960万これぐらいの落ち込み、これだけの減少の宿泊客が減少したと

して判断してよろしいのか、それともレストラン部門による各種団体の宴会等がなくなったがゆ

えのこれだけ落ち込みと捉えたら良いのか。どのように把握しているのかお聞かせいただきたい

と思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 この表に示しています収入につきましては宿泊、風呂、宴会を含めた形の収入となっておりま

すので、全体的に宿泊の部分でも全ての部分で落ち込んでいると判断しております。 

 

○前中委員 

 落ち込みの幅の差。収入と過去の５ヵ年の平均の落ち込みが例えば５月だけ比べれば534万、

平均であれば 969 万 400 万位落ち込みしてますね。そこの落ち込みの理由というのは、あく

までも宿泊と他の宴会もありすけどもそういうふうに考えてよろしいですかという質疑なんで

すけど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 割合的に大きなものは宿泊の部分の減が圧倒的に多いと判断しております。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 先ほどからの補正の質疑の中でも触れさせていただいたんですけど、今日みたいな丁寧な資料

を出していただいたのは非常にありがたいんですけど、ただ現実的に今前中委員からもお話あっ

たように緑清荘でいえば宿泊部門があってレストラン部門があって温泉部門があって一部売店

部門がある、それとパパスランドについても温泉部門があってレストラン部門があって売店部門

がある。緑に湯にいけば温泉部門と一部売店部門がある。具体的に多額の補正をかけて支援をし

ていくという前提にたって全部他の事業もそうですけれども、感覚的ではなくて数字が実際を物

語るという形においてどの部分でどれだけ宿泊が落ちていて、宿泊はどれくらい人数的に落ちて

いるのかとか。レストランの売り上げが実態的に入浴部分とかどれ位落ちているのか全く見えな

い。支援するのは問題ないです。ただ、きちんとした根拠とかしかもこういった傾向に向いてい

るだとかも含めてきちんとした資料を提示した中で適切な支援をしていくというのがあるべき

姿であって、数字は嘘をつきませんからそういったものが見えない中で、聞いたところこういう

話ですとか、宿泊が主たる原因じゃないか緑生荘については。具体的に何を言っているのかとい

うのが具体な数字が見えないから支援の数値というものは単純に足してその差額を２分の１な

りやっていくという形ですけれども５ヵ年平均の。どこに対策を打って行かなくちゃならないの

か、今日の質問にもありましたけど自己努力を求めていくのか、どこを改善していただくのかと

いう次の段階のことが当然必要であって、それに従って町は様々な経営支援も打っていきます

し、プレミアム付きもやっていくわけですし 10％でやっていく。それがきちんと連動している

かどうか、その根拠となるものがほぼ見えないというよりも説明していただいていないというの

が実態じゃないのか。すでに半年過ぎているわけであって、できる限り補正なら補正をうってい

く施策がどうした形において実態的に必要なのかという裏付けを議会に対してより丁寧に示し
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ていただく必要性が今後ともあるのではないか、このように考えるわけですが実態としては具体

的に緑清荘やパパスのそういった収益の減の要因の割合とか比率とかは実際どうなっているの

か。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 人数的なものは資料に添付させていただかなった部分で、手持ちの資料で御説明させていただ

きますと、緑清荘につき宿泊の部分では昨年度と比較しまして４月の増減でマイナス 154、５

月で 263、６月で 762、これが人数的な部分での減となっておりまして、やはり先ほどお答え

しましたとおり、この部分での収益の減というのが大多数を占めているのかなという判断でござ

います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今言ったこと説明聞いてもよくわからないんです。前年度とか５ヵ年平均の宿泊人数、何月に

何人であって何人減っているのかとか、レストランでは何月にいくらあってなのか今回のそうい

った客観的に比較したりとか我々が考えてどうなのかとか、そういった数字が今の段階ではほぼ

示されてこない中で予算の審議だけされて行くと言う形なので、その辺は少しちょっと考えて全

てが必要だということではなく、これだけやっぱり緊急性、災害に近い必要性があって町は支援

していく、議会として応援していこうと考えるわけなんですけど、その客観的根拠が、基礎的な

資料が何もなしで感覚的な話だけでされるということはあまり好ましいことではないし、そこは

きちんとしっかり出せるものは出して実態はこうなんだ、だからこういった支援が必要なんだと

いう、そこで議論が始まるんじゃないか、このように理解しますので、その取り扱いについても

今後の資料の提出の仕方、考え方、示し方、そういったものを再検討いただく必要があるのでは

ないかと思うんですが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今おっしゃるとおり今回の資料につきましては金額的なものを提示させていただいて、その金

額の裏づけとなる人数的なものはお示しできなかった部分で、おっしゃられるとおり今後の資料

の提出につきましてはその裏づけとなる人数だとかそういう数字的なものも資料の中に加味で

きるようにやっていただきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 
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 他、よろしいですか。それでは伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今の前中委員から古谷委員に至るまでの質問にさらに関連していくんですけども、古谷委員お

っしゃっていることは当然だと思います。年度は忘れましたが指定管理事業の部門別の、例えば

宿泊部門であり宴会部門、食堂部門であるとか、全部出していただいたんです、数字を。それが

何年から宴会部門の部分がすごく落ちたとかわかりやすい資料を 1 回掲示していただいて、そ

の中で色んなことを議会と所管で色んな議論が出来たと思うんです。当時の話ですが宴会部門の

方がかなり緑清荘の方が様変わりしてかなり落ちているのが明確に数字として見える。だからそ

この問題点をみんなで話し合えたという状況だったと思います。そういうことをしていかない

と、丁寧な形での資料提供をしていただかないと議論も深まっていきませんし、ただ１つ、あの

時も如実に問題点はわかってもそれがいまだに改善されていない部分もありますので、本当に真

剣にこの指定管理業者に関してやっていかないと町民の不満も高まってきますので考えていた

だきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 過去にご提示した資料をまた再検討いたしまして、今後、古谷委員おっしゃられた部分に加え

て更なる詳細な部分がお示しできるように検討したいと思います。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは総務課終わりたいと思います。ご苦労さまです。 

 

○池下委員長 

 それでは企画政策課行いたいと思います。３点提案されておりますので、１点ずつ説明をよろ

しくお願いします。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 それでは私の方から企画政策課議案の１点目、特産品消費応援事業の概要説明をさせていただ

きますので資料１ページをご覧ください。今回、提案する特産品消費応援事業につきましては、

９月の定例会で予算提案を考えているものでございます。この中身につきましては、７月の常任

委員会でも特産品の応援事業ということで常任委員会でもご提案させていただきまして、様々な

御意見いただきながら手法の再検討をして事業の再構築を図って参りたいなというふうに考え

ているものでございます。 

それでは①番、事業の目的でございますけれども 新型コロナウイルスに伴いまして全国的な

自粛ムード、そのような影響も受けまして町の最大の特産品でありますじゃがいも焼酎の売り上

げが激減していると。いうところでありまして町といたしましても地域住民に愛される特産品で

あることをＰＲいたしまして住民にもう１度再認識を促し、同時に町内の取り扱い酒店で利用が



‐15‐ 

 

増えればということで、酒店で使用できるプレミアム購入券を発行しながら特産品の消費拡大、

取扱店の利用増加を図ることを目的としております。 

事業名でございますが、特産品消費応援事業といたしまして、事業の内容でございますけれど

も購入券につきましては清里焼酎の購入にのみ使用できるものといたしまして１枚1,000円の

額面で１世帯当たり３枚を配布したいと思ってございます。清里焼酎の購入代金以内に使用でき

るものといたしまして、釣り銭は支払われないと。また取扱店で券を回収した分を交付金として

補填するとそのようなことで考えてございます。実施期間といたしましては令和 2 年 11 月か

ら令和 3年 1月末までの 3ヵ月間を見込んでございます。予算計上する経費の概要でございま

すけれども券の印刷に 17 万９千円、文書等の事業案内印刷ということで 10 万円、郵便料に

14 万８千円、購入券の補填となります交付金といたしまして 350 万円、予算の合計といたし

ましては 392万７千円を見込んでいるところでございます。以上、簡単ではございますが特産

品消費応援事業の概要説明ということで私から説明は終わりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より特産品の消費応援事業の概要について説明がありました。委員の皆さん、何

かご質問ありますか。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 前回の提案にあった特産品応援からこのような改革案が示されたわけですけども、概ね賛成し

たいと思いますけども、１世帯あたり３枚配布というところが、なぜ成人男性３枚ということに

ならなかったのか。そちらの方がやり方としては正解だったんじゃないかと感じるんですけど、

そこら辺のことについて説明をお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 まず、券３枚の積算根拠というところでございますが、どのぐらいの事業規模にするかという

ところで考えていたところでありますが、基本的な部分といたしまして例えば清里樽で考えます

と、ちょうど２本購入すると３千円を超える額かなということで、１世帯の消費を、掴みの数で

ありますが２本程度消費をするというような形で見込んだものでございます。１世帯で沢山の人

数のいるところにはそれぞれの数を配るということもあるのかなと、前回そのようなところも考

えた提案もさせていただいたところでありますが、今回につきましては、世帯当たりこの期間で

消費できる部分として２本程度でどうなのかなということで検討したところでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員   

 私も前回の委員会で質問したんですけど、このあと産福があって焼酎の補正が提案される数字
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を当然御存じの中で提案されたと思いますけれども、６千万減額補正で一般会計から３千数百万

という落ち込みのレベルが他の業界と違う、他の一般流通の酒類というのはそんなに多くても

25％と、家にこもることによって逆に消費が伸びているというのもあって、ちょっと違う感じ

でこの程度の特産品の本当にこれで良いのか、今堀川委員からあったように。 

一方では 50％のプレミア付きをやるという形の中で、しかも焼酎特産品云々と言っていまし

たけど新輪主幹の前回の提案をものすごく大事にしようというその熱意を数字でいくと、もっと

ダイナミックに 300～400万弱くらいの話じゃなく、もっと大々的にやっても私は構わない。  

それと今回も同じなんですけどなぜ実施期間が 11 月から１月なのか、期間の設定の仕方も

ものすごくこだわって正月時期だとか年末だとか。２月からどんどん落ちている、しかも今も落

ちている状況であってもう１回町内消費を喚起して町で支えようとしているならもっと積極的

な予算の提案でも良いんじゃないかと思います。そして配布のそういった枚数だとかそういった

ことも根本的にしっかりやろうとするならば、もっとダイナミックにしっかりと予算をつけてい

くという考え方、こんな中途半端なただやっている感だけ。行政としてはやりましたよとやって

る感だけの実効性の伴わない施策ほどこれは自分たちの仕事のやりましたという証明をつくる

ことだけに捉われてしまっていることも含めて、もう一度再考する余地はないかどうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいま古谷委員からの御質問でございます。特産品の消費応援事業の関係、前回７月の臨時

会前の常任委員会でも説明をさせていただいて、内容についてはシンプルな方が良いかなという

ことで手法については今回このような形で1,000円の額面の購入券を配布する形ということで

とらせていただきました。内部でも色々と検討しました。どれくらいの予算規模をするかという

部分もございました。実際、嗜好品ということもあった部分で、１本だけ購入してくれるかとい

う部分があったわけでございますけどもその中である程度町民の方に特産品ということで、もう

一度認識してもらう部分で特産品の消費拡大、合わせて焼酎取り扱いでの利用増も含めて、今回

このような形で中身を提案をさせていただいたところでございます。 

今、古谷委員おっしゃったとおり焼酎について、この後説明があるかと思いますけども、清里

焼酎、今年度特にコロナの影響もあって落ちているのが実状でございます。その中で少しでもと

いうことで今回このような形の応援事業ということで提案をさせていただいたところでござい

ます。規模についてももっとということもありましたけども、実態的な部分も含めて実はこの数

字を今回提案させていただいているということで経費の概算を提案させていただいているとこ

ろでございます。今回はこれでまた新たにこの消費応援事業について第２弾ももしかしたらある

かもしれませんけども、その辺も含めて今言われたことも含めて検討しなければならないのかと

思っています。いずれにしてもなかなかこの事業でどれだけ売れるかわかりませんけども少しで

も特産品応援に繋がればということでご理解をいただきたいと思っ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 

 見直してやることについては賛成しているわけです。ただ、やっぱりやるのであればやってみ

てよければまたやりますというそんな施策の展開ではなくして最初の頭出しからある程度特産

品としての焼酎をきちんと町民全体で支えていくんだ、町としてはこうなんだという形。しかも

今言ったように既に大幅に落ち込んでいるわけですから、そういった在庫の調整も含めた中にお

いてもっと前向きに、私は１千万円程度の予算を組みながらやるのかと思っていましたが現実的

には 400 万円。この後審議される部分では６千万の減額補正と３千 400 万程度の一般会計の

繰入、これはかなりの議論になると思います。そういう現状の中、どういう形でもう１回特産品

の清里焼酎をどういう形で支えていくのかと町の意思の表れであって、私はやることについては

見直しについても一生懸命やっていただいたし良い方向性には行っていると思いますし、もう１

つ深堀りを。きっと９月の補正対応だと思いますので、その期間で他の方々の御意見伺う中、ま

た内部的な調整を行う中においてしっかりと、その辺については賛成してまいりますので是非取

り組みを強化していただきたい、このように要請を申しあげたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 先ほどの堀川委員からのご質問、古谷委員からのご質問、またご意見等ございました。焼酎の

もう１度町としてしっかり特産品として応援していく部分の中身についてもう１度再検討とい

うこともありました。この関係、またどれだけの部分でできるか、当初色々先ほど言ったとおり

実効性の部分も含めてどれだけ支援ができるかどれだけ消費ができるかという部分で今回提案

させていただきました。中身等どれだけの形になるかわかりませんが、もう１度内容等を詰めさ

せていただければなと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 同じような意見で重なってしまいますけど、実際にその予算規模も検討されたということです

けど、当初どのくらいの予算規模を検討されていたのか見えない部分があります。ただ、そうい

う部分で検討されたとすれば古谷委員も言われたような形で私としてももう少し予算規模は大

きかったんではないかなと感じます。 

それとプレミアムの購入券ということで１枚 1,000円ですけど、これは町で消費する部分で

飲む分については全くないということで、提案されたもので飲み券もありましたけど、それはち

ょっとどうかなという部分ありましたけど、やはり飲む側に対しても町の中で消費される分につ

いても補助していけるような形、購入も含めて消費する側に対しても補助していける形の提案が

されるのかなと思いましたが、今回は購入だけということで。購入を考えるのであればお盆の中

元の時期に何でできなかったかなと感じます。そのことも含めてお正月に向けての時期を含めて
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よく検討されていただいた方が良いかなと思っている次第です。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今日いただいた御意見、今の勝又委員からの御意見等も含めて内容等について特産品応援支

援、清里焼酎の応援でございますけども内容等、手法も含めて規模も含めてもう１度検討させて

いただければと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 加えてもう１点、町内向けの消費の喚起というものも十分理解しますけども、町外、管外、道

外に向けての消費の回復というような工夫もしていかなければならないのかなと思います。参考

になるかわかりませんけど、ローソンが道産品の持ち込みを応援するために全国のローソンで道

産品を取り扱って道産品を応援していこうという取り組みをやっているという記事を見たんで

すけども、そんなのも１つ参考になるような取り組みといいますか。できればそこに入れてもら

える取り組みをアンテナ張っていればあったのかなと思うところでもありますし、町内消費だけ

でなくて町外消費に繋がるような施策を工夫していただければと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今回の提案させていただいている特産品消費応援事業については町内向けの支援事業という

ことで今回提案させていただいております。焼酎については町民もそうですけども町内、町外問

わず売上を伸ばしていかなければならないのかなと思っております。 

焼酎工場の方でもある一定の金額以上購入の場合については送料無料とかそういう施策も打

っているところでございます。特産品の部分で町もしっかりと応援ということもありますけど

も、焼酎工場と連携しながら町内外問わず消費が伸びる焼酎が売れていくような施策を連携しな

がら十分検討してまいりたいと思っております。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 この消費応援事業ということで前向きに取り進めていただきたいというふうに思うのと、各委

員からもその中身についてもう少しダイナミックにという意見かなと思います。私の方から全く
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関係ないかもしれませんけれども、このプレミアム購入券という考え方とクーポンという考え方

があると思うんですね。そこでプレミアム購入券となると、金券的要素があるかなと思いまし

て、じゃあクーポン券ならどうなのかと。これは不特定多数の中で切り取りをしながらよく個別

の店舗の中で５％、10％あるいは 500 円引き、そうなると不特定多数の中に配布する、そう

することによって個店ではそれをカウントしながら行政に対して支援を受ける、商工会を通じて

になると思うんですけれども、その辺の考え方がどうなのかなと思ったものですから、そうであ

れば、お酒を飲む人飲まない人、あるいは中元の話もありましたけれども、中元、贈答、各種ど

ういうふうに贈答用にこの際だから応援の意味を込めて親友なり送ろうかなとそういう機運も

ないわけではないので、飲む人は飲むし、そういう形の取り組みとなると、そこを広げながら町

の焼酎だから御協力を願いたいなというアナウンスを持っていくのも１つの手法かなと。あくま

でも個別で1,756世帯に事務的係もやって券を同封して３枚送るという煩雑な業務もわかりま

すけども大胆な発想でもないですけど、折り込みチラシにクーポンを入れるだとか、商工会がも

し個店の中でいろんな取り組みの広報を出す時に、そこに乗っかってこのプレミアムクーポンで

も良いですけど、そういう形の事業に乗っかるだとかもう少し具体的にいろんな方向性、これだ

と言うんじゃなくて、柔軟を持って取り組むとかなり裾が広がっていくんじゃないのかなと思い

ます。 

今、きよ～るあたりでも贈答向けでタンブラーと組み合わせがありますね。僕も中元とかで買

ったりしますけど、なかなか良いものですよ。パパスにも同じように贈答があります。あるいは

個別の酒屋さんも同じように２本立てのものがあったりしますから、情報を収集しながら熟慮す

るならその辺も考えながら検討していただきたいと思います。答弁はいいです。 

 

○池下委員長 

 他、伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 皆さんから色んな意見が出たわけですけども、実際１つの事業と考えた時に前回提案されてき

て言葉悪いですが戻ってしまったと。その中で再考してきたということなんで、私は概ね評価し

たいと思っています。ただ、その中でも皆さん同じことだと思いますが、もう少しこの特産品消

費応援事業、今回で言えば清里焼酎ですけれども、今皆さんが言っていたのはもともと本当は焼

酎醸造所の方とよくやっていた話というか、どうやって売るんだとかずうっと今までそっちで言

っていたのが、今この企画政策の方が一緒にコラボする形というのかな。言葉もちょっと違うよ

うな気はしますが、要はみんなで考えていこうということだと思うんです。今やっとその足がか

りが出来たと思っていまして。焼酎醸造所に対して焼酎を売れ、何とかしろというのはなかなか

難しくて、そこに町全体で考えていかないということで企画政策が一緒になって今回とやってい

くと。これ１つの課を越えたコラボなのかなと思っていまして、その中でじゃあ焼酎を売るのに

どうするんだと言った時、今回はプレミアム購入券だということでやっているんですが、先ほど

来何人かおっしゃっていましたけど、特産品として売り出したいのはわかるんですが、お酒飲ま

ない人に関しては正直どうしても良い話になってしまう部分があるんですよね。でもお酒飲まな

い人にもこれが特産品だと思ってもらってその消費、購入という部分に繫げていかなくちゃいけ

ないことだと思うんです。それが焼酎醸造所の方だけで話していくと、どうしても焼酎を飲んで



‐20‐ 

 

いただくということしか出てこないので行き詰ったのかなと。 

今回、企画政策課と一緒になってやっていくことによって例えばですけども、焼酎を飲まない

人に焼酎を押しつけてもどうにもならないんです。下手したら恨まれますよということにもなっ

てしまいます。そんなものに余計なお金を使ってということになります。さっきから言っている

所管同士のコラボじゃないですけど商品としてのコラボとして考えた時に、お酒飲まない人も今

清里で言ったら生うどんとか結構出てきていて、美味しいという評判も出てきている。例えば、

生うどんを冷やし生うどんと焼酎を一緒に飲むと、とても美味しいとか、清里特産で言ったら長

芋とか農産物でいきますと長芋天ぷらとかタマネギ天ぷらとかと一緒にこの焼酎どうですかと

か。そうしたら焼酎飲まない人も買いやすくなるというか求めやすくなる。それで他の特産品も

一緒にＰＲできるというか焼酎を飲んでもらうというだけで進めていくと多分、この 40 何年

間、リニューアルしてからまだそんなに経っていませんけど、変わっていかないような気がして

いるので、そういうことも含めたアイデア、贈答用としても先ほど前中委員もおっしゃっていま

したけど、僕もグラス買いましたけどその贈答用としてグラスと焼酎、今言ったうどんと焼酎の

セットみたいな色んなことを考えられると思うんです。そういうことを企画政策課と醸造所で

色々話をしながら今回これで僕は良いんじゃないですかと思いますけど、第２弾、第３弾色んな

ことを考えて本当の意味で清里焼酎の特産品を内外にＰＲしていくんだと強い気持ちで今後取

り組んで行っていただきたいと思います。以上です。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの伊藤議員からの御意見と、その他の委員さんからもいろんな御意見等いただきまし

た。焼酎は嗜好品ということで飲まない人もいるのかなというふうに思います。この事業の中で

もその部分についても検討しました。この事業だけいけば券の譲渡もそこは不可としないで、よ

り多くの購入となるよう進められればと思っている部分でございます。 

また普段利用しない人も含めて売上状況が減少しているということも含めた中で、そういう確

認もいただきながら、また消費応援に理解を求める文書等も含めた中でこの事業に関してはです

けども、そういうこともやりながら全体で焼酎を応援していこうという雰囲気を作れればと思っ

ています。それ以外の部分でいろんなアイデア、焼酎工場等いろいろ連携する中、焼酎工場から

も今回これをやるにあたって色んな部分で実は打ち合わせもさせていただいた部分ございます。

どういう形で特産品焼酎を応援できるかという部分含めて連携しながら行っていければ良いか

なというふうに思っていますので、ご理解いただければと思います。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。それでは企画政策課の２点目の説明をお願いします。担当。 

 

○地域振興 G総括主査 

それでは私から斜里岳山小屋宿泊受入れ停止に係る指定管理委託料の補填について説明させ

ていただきます。２ページ目をお開きください。新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる町
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からの宿泊休業の依頼によりまして指定管理者の減収が生じているため収支欠損部分の補てん

を行いたいと思います。 

まず、収入の見込みですが丸の１つ目をご覧ください。過去５年分の宿泊料及び寝具貸出料の

収入実績を示しております。この収入実績より算出した過去５ヵ年の平均金額が、丸２つ目に示

されていますが、約 100万７千円でこちらを収入見込額としております。 

 次に、宿泊休業依頼に伴う支出減額分ですが丸の３つ目をご覧ください。今年度の支出予定で

した分が 27万６千円を見込んでおりまして、内訳といたしましては、消耗品で９万５千円、燃

料費２万５千円、事業費９万５千円、その他として６万１千円を見込んでおります。平均収入額

100 万７千円から今年度の支出減額分 27 万６千円を差し引いた 73 万１千円を収支欠損分と

して計上いたしまして、減収補てん額としてまいりたいと思っております。なお、この分につき

ましては９月の定例会で予算提案させていただきたいと考えております。以上で説明とさせてい

ただきます。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より②番について説明ありましたけども皆さん何かご質問されますか。よろしい

ですか。それでは③番これは口頭説明ですけども、説明よろしくお願いします。課長。 

 

○企画政策課長 

 企画政策課３つ目、地域おこし協力隊の募集の関係でございます。口頭で今回説明をさせてい

ただきたいというふうに思います。地域おこし協力隊につきましては平成 30年度から１名、今

現在観光分野におきまして携わっていただいているところでございます。その方の任期が令和２

年度が最終年度となってございます。今現在、観光維持プログラムの企画運営を中心に行ってい

ただいている部分でございます。内部等でいろいろ検討しました。この地域おこし協力隊のあり

方も含めて検討も含めて行って、現状の分析等も含めた中、来年度からにおきましても外部人材

の有効活用の観点、当然町内の人材活用とかいろんな部分あるのかなというふうに思いますけど

も、この地域おこし協力隊の部分、外部の１つの有効な人材を確保するためには有効な手段では

ないかということも含めまして、来年度以降におきましても観光分野、特に今回目的等について

は絞らなきゃならないかというふうに思っております。特にＳＮＳの情報発信、またネット通販

とか、またインターネットに強い人材を今回募集し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。清里町の現状を見た場合、町及び観光協会、商工会等、各種公的な団体等それぞれ

ホームページ等をはじめとして各種ＳＮＳを活用しております。ただ、いろいろ見た場合、外で

情報発信していますけど、伝える情報が複雑化している、やや情報発信の部分が手薄になってい

るもっと強化が必要ではないかということも含めまして、あわせて地場特産品のＰＲ、また特産

品名のネット通販等もそれらの構築も必要と考えておりまして、清里の魅力をＳＮＳ等で発信

し、清里の知名度、魅力度アップ、合わせて従来の観光移住プログラムの推進を図ってまいりた

いというふうに考えております。来年度からも地域おこし協力隊の部分、来年度に向けて募集し

ていきたいということで、それらに係る募集の経費でございますけども、今後募集作業を進める

にあたりまして９月定例会での募集経費の補正を行って、今後、募集に向けた準備を来年４月か

らに向けて進めていきたいというふうに考えているところでございます。今回、口頭での説明な

りましたけども地域おこし協力隊、当然今までの部分の実績なり検証も必要だと考えてございま
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すが、来年度についても現状では今１名の募集を進めていきたいということでご理解いただけれ

ばと思っているところでございます。以上です。 

 

○池下委員長 

 ただいま課長の方より来年度の地域おこし協力隊の募集についてということで説明ありまし

たけれども、委員の皆さん、何かご質問ありますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 反省評価をして分析をして必要だという形で９月にその募集経費を補正していきたいという

ことで、今お話あったと思うんですけども、それはそれで特段良い悪いは申しあげないです。 

ただ従来からずっと議論になってきている部分で、地域おこし協力隊の本来的な役割と任務は

何なのかというところで、すでに今年の部分での町長の町政執行方針の中で福祉見守りというの

で、それが途中からなくなって変わっていく。それから去年の段階から緑の地域おこしが頓挫し

ている。そして、うちの町で頑張った初期の段階の協力隊員は町外へ出ていったりとか、定着し

ていない。今回の今どういう方向でいくのか、その辺が反省評価、分析して、その必要性を観光

という形の中でＳＮＳの発信という形で、それは町として考えたのですから良い悪いは言いませ

んけど、その辺の整理を本気になってやらないと。もう１つはこの前の補正の中で観光協会職員

体制のあり方と仕事のあり方の中で、すでに臨時管理職を想定した職員の途中採用を行ってい

る。その中で協力隊を含めた観光協会の事務局の執行体制、人員のあり方みたいなものはどうい

うものが必要なのかっていう、そういった体制が整理されているのか。非常にそれも不安だとい

う形で。観光振興計画があって具体的な戦略を持っていってこういった形で行く。かなりもう既

に頓挫しているのが事実ではないか。それを実態的に動いていない。体験型だとか着地型だと

か、商品開発だとかという形を含めて。１つ観光振興をやることについてはやはりそれが地域の

経済と雇用にきちんと結びついていく。それから清里のイメージブランドをきちっと作り上げて

いく、その中のネットワークを近隣市町村を含めて形成していく。そういった大きな役割を担っ

ているところですが、現実的に新しい体制は何人体制でどういった仕事をやっていくのかってこ

とを、もう１回整理された上でそこの職員に対しての構築を図る時期に入っているんじゃないの

かなと。当初予算を見るとわかるとおり、商工観光費、商工のお金よりも観光のお金の経常経費

がはるかに多いというのもうちの町の事実です。ここ５年くらいの間に。そういった状況を踏ま

えた時に地域経済とか地域雇用にきちんとした実績を残していく前提に立って仕組みの在り方

を町としてもしっかり点検した上で職員体制の構築が何なのかということと、何を担ってもうら

うのかという形を明確にしていく。指定管理の山小屋話もありましたけれども、町が直営でオー

トキャンプ場をやっていたり江南のパークゴルフを直営でやっていたりとか、バラバラで結局何

をやっているかというと、おためしの関係とか移住定住の関係とかそういった部分、イベントの

一部、きよ～るの管理という形ですよね現実的には。だから本来的に何と何を担ってもらうのか

とかそういった形で具体的な町の施策とのかみ合わせの中において担うべき仕事は何か、その中

において職員体制の下どういった委託費が必要か指定管理が必要なのか。職員の体制がどうなの

か、やはりそこがそろそろ詰めておかないと向こうから要請があったから１人辞めるから１人入

れますという、ただそれだけで今後本当に観光振興が町にも地域振興に資する形でいくのか。そ

の辺を含めて総体点検をする必要があるのではないかこのように考えるところですが、必要だか
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ら今回募集経費を９月に補正されるという話だと思います。その辺の総体的な見直しというのは

総合計画も今やっている最中でしょうけど行なわれているのかどうか１回その辺を原点にかえ

って行っていただきたいこのように考えます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今日お話しさせていただきましたＩＣＴというかＳＮＳを中心とした観光分野での地域おこ

し協定については町の課題の部分で募集をしていきたいというふうに考えております。古谷委員

から地域おこし協力隊の過去の部分の目的であったり、そこら辺も含めてあり方の整備、それか

ら観光協会の体制の部分、いろんな部分での人材の部分も含めてそこについてはやはり今言われ

たとおりきちんとしっかりともう一度、整理が必要かなというふうに思っています。その辺につ

いて観光を町として進めていくのかをもう一度、そこら辺については整理をしていきたいという

ふうに思っています。今いただいた意見と十分に参酌しながら今後展開できればなと思っている

ところでございます。 

 

○池下委員長 

 他、ありますか。よろしいですか。それでは企画政策課全般とおして何か御質問ありましたら

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終わります。ご苦労さまです。 

 

○池下委員長 

 続きまして、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、９月４日金曜日、午前９時からこの会場で行う予定ですので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 大きな３番、その他について。何かありますか。よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

 それでは第 12回総務文教常任委員会をこれで終わります。ご苦労様です。 

 

 （閉会  午後 ０時 05分） 

 


