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第２回総務文教常任委員会会議録 

令和２年 2月 17日（月） 

開 会  午前 ９時 00 分 

閉 会  午後  ２時 15 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２年度一般会計当初予算（清里分署所管分）について 

 

●企画政策課 

  ①令和２年度清里町当初予算の概要について 

  ②令和２年度一般会計当初予算主要施策事業（企画政策課所管分 

  ③清里町ハイヤー利用助成券交付事業について 

  ④江南パークゴルフ場設置条例の一部を改正する条例について 

 

●生涯学習課 

 ①令和２年度一般会計当初予算主要施策事業（生涯学習課所管分） 

②清里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例について 

③高校支援総合対策事業について 

 

●総務課 

 ①令和２年度一般会計当初予算主要施策事業（総務課所管分） 

 ②旧新栄小学校施設解体について 

③公共施設の禁煙対応について 

 

●出納室 

 ①指定金融機関窓口職員派遣費用負担事業  

 

２．議会費予算について 

令和２年度一般会計当初予算（議会事務局所管分） 

 

３．所管事務調査について 

  道外所管事務調査について 

 

４．次回委員会の開催について 
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５．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 

■消防分署長       岡崎  亨    ■庶務係長       君島 晴男 

■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     ■まちづくりＧ主査   半澤  忍 

■まちづくりＧ主査    長屋 智洋    ■地域振興Ｇ主査    横畠 敏樹 

■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    ■社会教育Ｇ主査    武山 雄一 

■学校教育Ｇ主査     小泉 めぐみ   ■社会教育Ｇ主任    本間 章浩 

■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    ■総務Ｇ主査      吉本  淳 

■出納室長        永野  宏 

 

  

○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 

  第２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、消防から１点提案がありますので説明をお願いします。署長。 
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○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２年度一般会計当初予算(清里分署所管分)に

ついて担当係長より説明させます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○庶務係長 

令和２年度一般会計当初予算（清里分署所管分）についてご説明いたしますので、１ページを

お開き願います。上段の表、清里町一般会計予算を説明いたします。これは、清里町の一般会計

から、斜里地区消防組合に負担金として支出するもので、消防本部への負担金が１千 495 万５

千円、清里分署への負担金が１億７千 799万９千円、合計で１億９千 295 万４千円を計上し、

令和元年度との比較で 686 万６千円の増額となっております。予算の内訳につきましては、下

の表、斜里地区消防組合一般会計予算で説明いたします。 

はじめに歳入ですが、消防本部に対する負担金が１千 495万５千円、常備消防費負担金が１

億６千 69 万９千円、非常備消防費負担金が１千 501 万円、消防施設費負担金が 229 万円。

これにより、清里町からの負担金の合計、１億９千 295 万４千円が歳入合計となります。 

次に歳出ですが、消防本部に係る経費１千 495万５千円につきましては、次のページで説明

させていただきますので、２ページをお開き願います。 

この表は、消防本部費の負担金調書であり、斜里郡３町の負担割合は、上段の負担金額内訳表

のとおり、条例に基づく算定割、均等割、負担割となっており、令和２年度の負担金合計額は、

全体で１億２千 656 万３千円、その内、清里町の負担額は１千 495 万５千円、前年との比較

で 124 万６千円の減となっております。 

歳出の内訳は、下の表のとおり、議会費、消防本部費、消防本部費は本部職員の人件費や需用

費・委託料・備品購入等に要する経費です。その他、公平委員会費、監査委員費、公債費、予備

費であり、歳出の合計額は１億２千 726万７千円となっています。１ページにお戻りください。 

清里分署に係る常備消防費は、摘要欄に掲載のとおり、職員の人件費、旅費、需用費、役務費、

委託料等の経費であり、合計額は１億６千 69万９千円、前年比較で 551 万円の増額として計

上しております。増額となる主な要因は、職員の人件費の増が主な要因となります。 

次に、清里消防団に係る非常備消防費は、摘要欄に掲載のとおり、報酬、賃金、旅費、需用費、

委託料等の経費であり、合計額は１千 501万円、前年比較で 31 万２千円の増額として計上し

ております。増額となる主な要因は、稚内市で開催される北海道消防大会への参加旅費、防災用

資器材の整備が主な要因となります。 

次に、消防施設費は、摘要欄に掲載のとおり、消防庁舎と消防水利設備の維持管理費用として

229 万円を計上しております。消防水利設備維持管理につきましては、後ほど主要施策でご説

明いたします。これにより、歳出の合計は、１億９千 295 万４千円となり、前年比較で 686

万６千円の増額として計上しております。 

次に、令和２年度当初予算の主要施策事業につきましてご説明いたしますので、３ページをお

開き願います。８款消防費、１項消防費、１目消防費の救助用資器材整備事業につきましては、

複雑・多様化する災害等に備え、少ない人数で確実・迅速に救助活動を実施するための救助用資
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器材の整備として、マット型空気ジャッキ用のマット１組、空気呼吸器２式、高圧空気容器ボン

ベでございますが２本の整備費用、180 万４千円を一般財源で計上しております。 

消防水利設備維持管理事業につきましては、昭和 52 年、札弦地区の札弦中通り、札弦郵便局

裏の松橋宅横に設置した旧型消火栓について、設置後 42 年を経過し老朽化しておりますので

ステンレス製の消火栓に更新する費用、162 万５千円を一般財源で計上しております。 

以上が、令和２年度一般会計当初予算（清里分署所管分）の説明となりますが、斜里地区消防

組合の第１回定例会が、来る２月 28日に予定されており、その定例会に、ただ今説明いたしま

した令和２年度当初予算案を上程することとなりますので、ご理解を賜りますようお願いいたし

ます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま清里分署より令和２年度の一般会計当初予算の説明がありましたけども委員の皆さ

ん、何か御質問ありますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 １点だけ確認させていただきたいんですけど、常備消防費の関係で職員体制人数には変更な

し、現行人数で増減なしと理解してよろしいでしょうか。 

 

○池下委員長 

 署長。 

 

○消防分署長 

 そのとおりでございます。職員 17名で人件費等を積算しております。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。この件に関してご質問がないようですので、消防全体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がよろしいですか。 

それでは消防これで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 

 それでは引き続き、企画政策課を行いたいと思います。４件の提案がありますので、１つずつ

説明をよろしくお願いしたいと思います。課長。 

 

○企画政策課長 

 企画政策課の案件、今委員長がお話されたとおり令和２年度の当初予算の概要を含め４件につ

きまして協議報告をさせていただきたいというふうに思います。 

それぞれ担当から説明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 

 担当。 
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○まちづくりＧ主査 

 それでは私の方から令和２年度の予算の概要につきまして御説明を申し上げます。別冊の資料

令和２年度予算の概要をご覧いただきますようお願いいたします。 

１枚めくっていただきましてまず１ページでございますが、令和２年度の清里町予算編成方針

でございます。令和２年度は第５次総合計画が最終年となり、また新しい総合計画のスタートに

向けた準備の年でございまして、各種事業の着実な推進を図ることを基本姿勢としております。

令和２年度におきましても、子ども子育ての環境づくりや産業振興、高齢者福祉の充実、また地

震や台風などの相次ぐ自然災害への対応、交流人口の増大に向けた取り組みなど、住みよいまち

づくりの実現に向けた予算編成を行っております。それでは、各会計の予算を御説明いたしま

す。５ページをお開きください。 

一般会計につきましては、予算の総額が 49 億１千 800 万円でございまして骨格予算でござ

いました令和元年度当初予算から比べまして、４億７千万円の増、前年比 110.6％となってご

ざいます。特別会計合わせまして全会計の合計は 66 億 961万４千円でございまして、前年度

から５億７千 200 万３千円の増、前年度比 109.5％でございます。 

続きまして６ページをご覧ください。一般会計歳入の内訳でございます。まず依存財源でござ

いますが、地方譲与税につきましては、2019 年度税制改正により森林環境譲与税が創設され

たことなどによりまして、前年より 706 万２千円増の 9千 506万２千円を計上いたしており

ます。利子割交付金から交通安全特別交付金までの各交付金につきましては、過去の実績等を勘

案し予算計上いたしております。なお、特例交付金につきましては臨時的に、自動車税と軽自動

車税特例交付金が交付されることによりまして前年より 169 万円増の 242 万円を計上いたし

ております。また、同じく 2019 年度税制改正で税率が引き下げられた法人市町村民税法人割

の減収分の補填といたしまして法人事業税交付金が創設されております。 

地方交付税につきましては基準財政需要額から町税などの基準財政収入額を控除した見込み

額と近年の実績を勘案いたしまして前年より１億円増の、23億７千万円を計上いたしておりま

す。 

国庫支出金につきましては、今年度国政選挙の実施予定がないことによる選挙委託金の減など

によりまして 361 万円減の２億５千 465 万６千円、道支出金につきましては、農業経営高度

化促進事業補助金の増などによりまして、前年より２千 176 万６千円増の、２億１千 527 万

１千円となってございます。 

町債につきましては、橋梁長寿命化事業や総合庁舎の発電機設置事業などに２億９千 760万

円を計上いたしております。また、自動車取得税交付金が、昨年 10月１日付で、環境性能割交

付金に改正されたことに伴いまして廃止となってございます。 

次に、自主財源でございますが、町税につきましては農業所得の増加見込みによりまして、

370 万円増の４億４千 832 万円を計上いたしております。 

繰入金につきましては、財政調整基金、子ども子育て基金、公共施設整備基金、ふるさと基金、

減債基金、林野基金からの繰入、合わせまして４億４千 456 万３千円を計上いたしております。

歳入の合計は 49億１千 800 万円となってございます。 

次に、となりの７ページをごらんください。歳出の内訳についてご説明いたします。各科目の

内訳につきましては特異的なもののみご説明をさせていただきます。議会費につきましては前年
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より 464 万７千円増の４千 778 万７千円を計上いたしております。総務費につきましては２

億２千 953 万２千円増の、13 億２千 293 万８千円でございまして会計年度任用職員制度の

施行に伴う職員給与費の増加や旧新栄小学校の解体事業などが主な増額要因でございます。民生

費につきましては７千 104 万１千円増の８億４千 430 万８千円でございまして、ケアハウス

の冷房設備の設置事業などが主な増額要因でございます。 

衛生費につきましては２千 697 万９千円増の、４億８千 130 万４千円、農林水産業費は、

昨年度骨格予算編成だったことによります各種補助事業の６月補正の対応から当初予算計上へ

の移行などによりまして９千 349 万４千円増の、２億８千 438 万５千円を計上いたしており

ます。 

商工費につきましても起業・新事業創出支援事業補助などの各種補助事業の当初予算の計上な

どによりまして３千 905 万４千円増の、１億１千 183 万３千円を計上いたしております。 

土木費は町道の改修や補修などの事業量増加に伴いまして４千 270 万円増の４億１千 613

万３千円となってございます。 

消防費は 686万６千円増の、１億９千 295 万４千円を計上いたしております。 

教育費につきましては児童生徒用のパソコン整備の完了による減、及び学校や生涯学習総合セ

ンターなど、教育やスポーツ関連施設の修繕事業の増加に伴いまして 121 万９千円減の、４億

２千 328万８千円を計上いたしております。 

公債費は、地方債の元金償還及び利子の支払い分といたしまして４千 309 万４千円減の、７

億９千 207 万円を計上いたしております。 

予備費は、前年同額の 100 万円を計上いたしております。 

歳出の合計につきましても、49億１千 800万円となってございます。 

次に、主な事業概要についてご説明をいたします。２ページにお戻りください。 

表の左側の区分につきましては第５次清里町総合計画の柱であります基本目標に対応いたし

ております。なお、各課所管の主要施策事業につきましては、このあと各課より詳細の説明がご

ざいますので、私からは概略のみご説明をいたします。 

まず、上の協働と共生に築く自立のまちでございますが、継続事業といたしまして、自治会や

団体などの実施事業に対する支援を行います。 

次に、自然と共生する安全安心な環境のまちでございますが、新規事業といたしまして、総合

庁舎の防災用発電機の整備を行ってまいります。また、ここには掲載しておりませんが、３年に

１度の総合防災訓練の実施など、災害時における生活支援や防災対策を図ってまいります。 

拡充事業といたしましては、電話健康相談サービス事業に病気やケガだけではなく、心の悩み

に対する相談窓口を追加いたします。継続事業といたしましては、予防接種や各種検診に係る保

健事業診療所支援事業、救急医療体制づくり事業などの地域医療体制確保事業の実施により安心

安全なまちづくりを進めてまいります。 

また、地域生活の確保といたしましてハイヤー利用助成事業を新規で計上いたします。 

継続事業といたしましては、道路整備や公営住宅の改修事業などを実施し、地域生活の確保を

図ってまいります。 

次のページをご覧ください。共に支えあい、一人ひとりの命と暮らしを大切にするまちでござ

いますが、新規事業といたしまして、助産師などによる産後ケア事業やケアハウスの居室への冷

房設備を設置いたします。また、子育て支援保育料の補助を拡充し、昨年度より始まりました幼
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児教育保育無償化の対象外の事業についても保育料の全額補助を行います。継続事業といたしま

しては、出産祝い金や子育て医療費補助などの出産子育て事業、高齢者福祉を継続して実施いた

します。 

次に、豊かな心と文化を育てる学びと交流と人づくりのまちでございますが、学校給食費の補

助や清里高校総合支援対策事業をはじめとした支援、また移住定住の促進を図る事業を継続して

実施いたします。 

次のページ４ページをご覧ください。最後に、活力にあふれ豊かな地域を創る産業のまちでご

ざいますが、継続事業といたしまして、農業、商業、林業、医療福祉に対する各支援策の実施や

ふるさと特産品ＰＲ事業、また本町の景観整備や日本で最も美しい村連合に係る事業の推進を行

ってまいります。以上が令和２年度予算の概要でございます。私からは以上です。 

 

○池下委員長 

 ただいま企画政策課の令和２年度の当初予算の概要について説明がありましたけども、皆さん

から何か御質問がありましたら。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 子育て支援の補助って３歳以下の分でよろしいですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今回拡充としまして３歳未満の部分について、今回拡充ということでこの事業の 774万の中

に含まれてございます。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 編成方針、きっと執行方針の中で一般質問すればいいんでしょうけども、まち・ひと・しごと

総合戦略を包含した第５次清里町総合計画と表現していますけど、これ具体的にそういった形で

包含されているのか。というのは増えてますよね、計画自体が。令和２年度。 

令和２年度ない計画を包含したというのはどういう具体的にこれどういう形の位置づけなの

か。今までも町長との一般質問で質問させていただいた新しい総合計画の中については包含しな

がらやっていくという方向性を示されているわけなんですけども、現行の第５次計画の中にこの

総合戦略が具体的にどう包含されるのか具体的に理解できない部分があるんですが。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 ただいまの御質問でございます。清里町まち・ひと・しごと総合戦略の第１期につきましては

元年度で終了したということになっておりますが、それについては、１年間それを継続させて２

年度においても延長させていただくということで現在第１期の分については継続して実施させ

ていただいてというようなことでございます。 

第２期の新たな総合戦略については、ただいま策定作業を進めております第６次の計画です

ね。その関係の中でまた一緒に策定を進めて行きたい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。 

 

○古谷委員 

 非常に意地悪な質問で申し訳なかったんですけど、であるならば課長おっしゃったとおり、令

和２年度は継続したいんだということですよね。それは全然問題はないと思うんですが、継続す

るなら計画そのものをきちんと新しい計画１年分延長するという形で置き換えが必要になって

くるんじゃないですか。部分的にでも。 

全体見直すという話はするつもりはないんですけれども、今ある計画が令和元年度で切れる。

そうすると令和２年度についてはそれを引き継ぎながら１年間は延長してやっていくとするな

らば当然色んな目標とか中身が違っているわけだから、少なくとも今日の委員会じゃなくて前回

の委員会か何かにそういった考え方を示した中において、しっかりと令和２年度の予算の中に反

映していくという方向性がきちんと確認されないとやはり流れとしては非常に奇妙だなという

気がするんですが、その辺の整理はされているのかどうなのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 第１期の総合戦略の関係でございますけども、それにつきましてはそれに基づくそれぞれの第

１期のいろんな目標だとか方向性の関係ついて延長した中で１年間延長するということでござ

いますので、令和２年度の予算に際しましてはそれをきちんと継続してやるということを前提に

今回それぞれのところで予算編成をさせていただいているということでご理解いただきたいと

思います。 

今回１年間延長することも含めまして、この次の２年度の予算の中で色々見直しながらその辺

について予算編成をそれぞれのところで予算を組んで事業を執行していきたいと考えておりま

す。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 
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○古谷委員 

 基本的には理解していますので、ただし、今言った形であればしっかりとして予算編成前の段

階において現行の戦略５ヵ年終了するけれども１年間延長していくんだと意思表明した上で、あ

る一定の数値目標とか具体的な事業を令和２年度の予算にこの各課から説明されるわけですか

ら、それはしっかりと方向づけを前段の中できちんと説明していくという責任が町の方にあるん

ではないかというふうに強く感じるところですので、今後各科目の説明等、各課から出てくる。

その中においても、当然総合戦略のかなりのボリュームで出てくるわけですよね。当然そういっ

たものが延長するならばそこに対する前期５ヵ年の計画の反省評価に基づいて１年間延長する

という方向性を示されないといけないということもありますんで、その辺あわせてしっかりと説

明をお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの御質問、御意見等でございます。説明責任をということもありました。 

今この場でございますけども１年間延長させていただいた中で２年度の事業についてはきち

んと行っていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。 

ないようですので続いて企画政策課所管分について説明をお願いします。担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

それでは私の方から議題２つ目の、令和２年度の一般会計当初予算にかかる企画政策課所管分

の主な事業につきまして、まずはじめに、まちづくりグループ関連７件ございますので、私の方

から説明させていただきたいと思います。 

その後、地域振興グループ関係の説明となりますので、御了承ください。それでは企画政策課

資料の１ページ、横長の表をご覧いただきたいと思います。 

上段から２款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費のふるさと特産品ＰＲ事業をでござい

ます。この事業につきましてはふるさと納税にかかる継続事業といたしまして、平成 28年度よ

り、ふるさと納税のポータルサイト、さとふる等を活用した特産品のＰＲを図ってきたところで

ございまして、令和２年度におきましても事業を展開したいと考えてございます。 

事業遂行に必要な報償費、消耗品費、広告料、業務委託料、事業費の合計 691 万９千円を計

上いたしております。財源は全て一般財源でございます。 

続きまして、５目自治振興費の地域活動推進事業でございます。事業内容の記載にありますと

おり、自治会ですとか様々な団体等が行う地域の特性を活かした個性的な地域活動や地域おこし

などの主体的な活動に対しまして支援を行うものでございます。運営交付金から事業交付金合わ

せまして事業費１千 200 万円を計上しておりまして、財源は全て一般財源でございます。 

続きまして、３項開発促進費、１目企画振興費の第６次清里町総合計画策定事業でございま
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す。現在、令和２年度末をもって終了となります第５次清里町総合計画の検証作業、それと同時

に新たなまちづくり計画となります第６次総合計画の策定作業を進めているところでありまし

て、令和２年度中におきまして計画の策定が完了できるよう策定委員の報酬 185 万１千円の

他、製本印刷費などの各種経費そして策定支援業務、この委託料 352 万円など、総額事業費

898 万３千円を計上しております。財源は全て一般財源であります。 

続きまして資料の２ページをご覧ください。１段目でございます。新規事業となります。清里

町ハイヤー利用助成事業でございます。自動車免許を保有していない、主に高齢者の住民につき

ましては、日常生活の交通手段に不便が生じているということから、ハイヤー利用にかかる費用

の一部を助成するものでございます。この後の議題の中でも改めて事業内容を説明させていただ

きますが、予算計上といたしましては事務経費に２万円と事業の対象人数、今のところ 472 人

ほど見込んでおりまして、各お住まいの地域ごとに交付する助成券の枚数と助成券の額を掛け合

わせた支援額が 697 万円、総額事業費 699 万円というところで計上しているところです。財

源につきましては全て一般財源でございます。 

続きまして、１つ項目説明を飛ばさせていただきまして、３段目 10 項総合戦略費、１目総合

戦略事業費のふるさと応援事業でございます。こちら札幌清里会東京清里会との交流ですとか、

ふるさと大使などを通じた交流促進の事業といたしましてふるさと会の育成費ですとか特産品

ＰＲに係る報償費また会への参加の旅費事務経費というのを積算いたしまして総額事業費 167

万４千円を計上しております。財源は全て一般財源でございます。 

続きまして、資料の３ページ上段、若者居住推進家賃補助事業でございます。この事業は若者

世帯等の移住定住を促進するため、民間の賃貸住宅を借りている場合での家賃を補助する事業で

ございまして対象者を見込んで積算した総額事業費 114 万円を計上しております。財源は全て

一般財源でございます。 

続きまして中段、日本で最も美しい村事業でございます。現在加盟しております日本で最も美

しい村連合の目的でもあります、小さな村や町であっても美しい地域資源や美しい景観を存続さ

せようとする取り組みの推進、これはもちろんのことでございますが、加盟しているサポート企

業、また他の自治体、団体との連携によりまして町や特産品の知名度、認知度の工場、そして交

流人口の増加を目指した取り組みも推進するというものでございます。全国総会また道内加盟町

村でつくる北海道連携会議への参加旅費、町内での取り組み経費、連合負担金等の経費を合わせ

まして 199 万円を計上してございます。財源は全て一般財源であります。私の方からは説明は

以上で、続きまして地域振興グループからになります。 

 

○地域振興Ｇ主査 

 それでは私の方から地域振興グループ分について説明をさせていただきます。２ページをご覧

ください。中段になります。 

２款総務費、４項庭園のまちづくり事業費、２目花と緑と交流のまちづくり事業費、花と緑と

交流のまちづくり事業につきましては、快適で潤いのある自然豊かな環境づくりを行うため、花

壇植樹帯等整備事業に 340 万６千円、都市農村交流事業につきましては 225 万８千円、合計

566 万４千円を計上しております。財源内訳についてはふるさと基金から 107 万５千円、一

般財源としまして 458 万９千円を計上しております。３ページをご覧ください。３ページの一

番下の方になります。10項総合戦略費、１目総合戦略事業費、若者交流活動支援事業につきま
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しては人口減少が進行している現状の中で、若者の交流の場を提供するため若者交流活動支援事

業に 65万３千円を計上しております。財源は一般財源として計上しております。 

４ページをご覧ください。上段になります。６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、商工

振興対策事業につきましては、地域商工業の振興及び地域の活性化を目指して事業を展開する商

工会に支援する経費としまして、商工会補助に１千 15 万６千円、商工振興事業補助に 502万

５千円、合計１千 518 万１千円を計上しております。財源内訳は一般財源として計上しており

ます。 

次に同じく１目商工振興費ポイントカードシステム行政連携事業につきましては商工会が運

営するポイントカード事業において、行政が行う事業に対してポイント付与を行うもので 81万

３千円を一般財源で計上しております。 

次に、同じく１目商工振興費、中小企業融資貸付制度事業につきましては、貸付利息の一部、

及び保証協会保証業の補助で町内中小企業の安定した経営を支援するもので450万円を一般財

源で計上しております。５ページをご覧ください。同じく１目商工振興費、起業・新事業創出支

援事業につきましては、新たに起業する方や既存事業者の新事業への取り組みを支援する補助で

600 万円を一般財源で計上しております。 

続きまして、同じく１目商工振興費、店舗出店改修支援事業につきましては、町内の既存事業

者に対して店舗等の改修並びに設備投資に係る経費を対象とた補助で300万円を一般財源で計

上しております。 

次に、同じく１目商工振興費、住環境づくり促進事業につきましては、町民の住環境の向上住

宅関連産業の振興を促進するための住宅リフォーム費用の一部助成、空き家解体及び改修清掃等

に係る費用の補助を行います。住宅改修促進事業費事業補助につきましては 600 万円、空き家

活用促進事業補助に 120 万円、合計 720万円を一般財源で計上しております。 

続きまして、２目観光振興費、観光協会補助事業につきましては特定非営利活動法人清里観光

協会の円滑な運営を支援する経費で、事業費負担金人件費として 903 万８千円、斜里岳登山道

整備として 103 万３千円、合計１千７万１千円を一般財源で計上しております。 

６ページをご覧ください。次に同じく２目観光振興費、地域イベント支援事業につきまして

は、ふるさと産業まつりや特産品の夕べなどを実施することにより、清里町町内外にＰＲすると

ともに、交流人口の増加を図ります。604万８千円を一般財源として計上しております。 

次に、同じく２目観光振興費観光情報発信事業につきましては、インスタグラムに清里町のバ

ナー広告を掲載するとともに、新たに特設Ｗｅｂサイトを開設しインスタグラムフォトキャンペ

ーンと連動した形で情報発信、観光客の増加のためのプロモーションを図ります。126 万５千

円を一般財源として計上しております。 

次に同じく２目観光振興費、観光周遊促進事業につきましては清里町観光振興計画に基づき観

光客の周遊滞在を促進するための事業を実施するものであり、観光による経済の循環や交流人口

の増加を目的として 57万３千円を一般財源として計上しております。 

次に同じく２目観光振興費、フォトキャンペーン事業につきましては、ＳＮＳを活用したフォ

トキャンペーンを実施し、本町の豊かな自然景観の発見と発信を行うことにより認知度の向上、

交流滞在人口の増加を図ります。一般財源として 40 万４千円を計上しております。 

次に、同じく２目観光振興費、新規事業になります神の子池外周園路塗装事業につきましては

神の子池外周園路の木道設置から５年経過していることから木道保全のため塗装を行い施設の
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長寿命化を図ります。906 万４千円を計上しております。公共施設整備基金から 85０万円、

一般財源としまして 56万４千円を計上しております。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○池下委員長 

 企画政策課の所管分について説明がありました。 

委員の皆様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 

 商工振興費のポイントカードシステムの行政連携事業の関係で、前の常任委員会で今回 28事

業なんですけど、具体的な取扱要綱や要領、そういったものの基準をきちんと明確にしてやって

いくべきじゃないかとお話をして、年度内に検討するというそう言った答弁回答をいただいてい

るんですが、具体的に予算を計上していく段階において、そういった取扱い要綱等をきちんと整

理されたのかどうかの確認をさせ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 

ただいまのご質問のポイントカードにおけます行政連携の関係でございます。さきの常任委員

会でも御質問がありましたが、この行政連携に当たりまして事務的な取り扱いの要領については

定めた上で各課と連携しながらこの行政連携ポイント事業については行っていきたいというこ

とで取り扱いの要領について定めたうえで実施していくということになります。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今回予算計上時点ではまだ作っていないという理解なのか、すでに出来ていてまだ資料として

議会に示していないということなのか。それも含めての確認を。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 取扱要領については既に作っております。次の委員会で要領についてお示しできればなと思っ

ております。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 
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○古谷委員 

 作るという話でしたから予算の前提はそういう要綱があって、予算の計上だと思いますので速

やかに示していただくという形と、なぜ質問させていただいたかというと、例えば町民の方から

健康づくりやなんかの町の主催については例えば 50 ポイントつくんですという話、図書館行

ったら１ポイントですとか。行政ポイントですからそれで構わないんですけど、例えば自主的な

その高齢者の方々の健康づくりサークルの中で、定期的にやっているものについてはポイントつ

きませんよね。どういったルールで町のポイントにしているか、なかなか見えないんでという話

が町民の方からあったので、やはりきちんと町の考えとしてはこういった形の中で、予防的なも

のだとか啓発的なもの商工振興含めながらと、皆さんにわかるように明示しながら行政ポイント

というのを今後望ましいんではないか、今後きっと新年度だけではなく、今後そのポイントの範

囲が広がっていくというふうに自分としては想定しておりまして、できるならばそういった形で

町民の方にしっかり見える形でせっかく始めた新しい事業ですから商工振興、地域振興の観点か

らもしっかり明示しながらやっ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 

 ただいまの御意見等でございます。今回２年度の企画の主要施策の中で行政連携ポイントを提

案させていただいておりますけど、予算の提示ということで取扱いの要綱を定めた上でこのポイ

ントについてはどの事業につけていこうというのは決めているところでございます。 

今後、次の委員会も含めてお示しをしていきたいというふうに思っております。 

後段ありましたご意見等も含めまして今後このポイントについても拡大拡充も出てくるもの

もあるのかなというふうに思っておりますので、十分町民への周知も含めて行っていきたいと思

っております。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 ２点、お聞きしたいんですけども、ふるさと特産品ＰＲ事業、ふるさと納税ですけども昨年末

で１千 100 万円は超えそうだという話は伺ったんですけど、今わかる範囲でどのぐらいまで伸

びたのかというのを１点伺いたいと思います。 

それと、もう１点ですけども、地域おこし協力隊、昨年１人帰られて、現在１人ということで

来年度地域おこし協力隊に関する予算の計上がないということで、このまま１年凍結したまま進

むのかどうなのかというのをお伺いしたいです。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 まず１点目のふるさと納税の関係でございます。30 年度につきましては 777 万、令和元年

度につきましては、１月に入って、大体１千 100万ぐらいということで現在、まだ残り今月と

３月とありますけど１月になってからそんなに件数は増えてございませんので、今現在１千

100 万を超えるぐらいということで御理解いただきたいなというふうに思います。 

今後残り１ヶ月ちょっとありますけど、どれだけになるかというのは未定でございます。 

それから地域おこし協力隊の関係でございます。現在１名、観光の業務ということで携わって

いるということでございます。新年度に向けまして内部調整を行ってございますが、募集の経費

については今回予算組みはしてございませんけども、今最終段階でございますけども、地域おこ

し協力隊の募集については継続をしていきたいということで考えております。 

その予算については募集の関係については決まった段階で補正なりの対応をしていきたいと

思いますけれども、現在当初予算では経費は組んでおりませんが地域おこし協力隊については活

用方策等どの分野にするんだというのも含めて、きちんとした中で募集を行っていきたいと考え

ております。 

 

○池下委員長 

 副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 ふるさと納税に関しては１千100万円ということで前年度から結果伸びがあったということ

で、まだまだ伸びていく要素があると思いますので委託している業者とも上手く詰め合いながら

清里町のＰＲができるように、またふるさと納税の金額が伸びていくようにぜひ調整いただきた

いと思います。 

あと、地域おこし協力隊ですけども委託人材派遣の方に委託料を払ってお願いする、しないは

さて置いて、地域おこし協力隊に関しては継続的に門戸を開けておく必要はあると思うんで門戸

を開けておくのであれば。それなりの応募しやすい窓口、応募の門戸を広げておくことが必要だ

と思いますのでその辺の検討もよろしくお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まずふるさと納税の関係でございます。今副委員長からもありましたけども今もそうですけど

も、委託業者と十分連携しながら、また返礼品についても充実を図っていかなければならないと

いうふうに思っておりますし、それに伴って清里町のＰＲにつながっていけばいいのかなという

ふうに思ってございます。また、地域おこし協力隊につきましては予算については計上を当初で

は行っておりませんが、門戸を開いてですね。今現在町の方で例えば福祉分野、またその他の分

野での活用ということで、今実は検討を進めているところでございますので、その辺募集につい

ての門戸については広げながらきちっと採用等決まればまた予算等また改めて提案をさせてい

ただくということでご理解いただきたいと思います。 



‐15‐ 

 

 

○池下委員長 

 他、前中委員。 

 

○前中委員 

 観光振興費の中で神の子池外周園路塗装事業、この件に関して企画政策でも色々バイオトイレ

だとか舗装整備の関係もあっていまだに色々あって実施まで行っていない経過の中で、木道設置

から５年を経過しているが故に舗装を行う、５年で塗装を伴うというようなもので木道整備は当

初設置したとは記憶してないんですよね。ある程度の防腐処理をした中で、５年をもって塗装し

て 900 万円、高いか安いかわかりませんけどもこれに至った新規という形でありますからどう

いう形で新しい部分が木道の中で塗装するのか、そこら辺もう少し詳細に説明して欲しいんです

けど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの、神の子池外周の沿路の木道の関係でございます。先ほど担当課からの説明、今委

員からもありましたけども木道設置から５年が経過をしてございます。当初、この木道設置の関

係でございますけども、やはり木ということもありまして、５年ごとに基本的には長寿命化を図

るために塗装を行っていくというようなことも含めて進んでおりました。 

今回、建設サイドの技師も含めて色々今後の木道のあり方、現状からやはり施設の木道の長寿

命化のために木道の保全のため塗装が必要ということで今回、この予算については計上させてい

ただいたところでございます。 

冒頭委員からありましたトイレ駐車場の関係ついては、令和２年度については管理体制含めて

また手法等を含めて検討していく期間ということでさせていただいておりますが、神の子池に

７、８万人あまりの観光客も来るということもありまして、きちんとした中で木道を整備させて

いただきたいということで、今回当初予算でこの経費を提案させていただいたところでございま

す。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 木道の寿命の延命ということで保全の対策を行う、それは重々わかります。当初設置した段階

での予算計上、この木道整備事業、それはかなりの耐用年数５年で塗装するという説明では僕の

中では記憶はないんですよね。ある程度の防腐処理した材料を使ってあの部分で木道整備をす

る。たしか手元に資料がないんでこの時の事業費、あとで提示して欲しいんですけども、その中

に占めている塗装費がその当時どのくらいのウエイトなのか。そこら辺をちょっと確認したいと

思います。５年でというところがどうしても消耗剤として処理するのか。これだけの塗装費、そ
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こら辺どういう単なる長寿延命での意味であればわかりますけども。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 事業費の関係について当初のは今わかりません。今回園路の木道の整備に当たって当然技術サ

イドとも十分連携のもと、検討したということでございまして、先ほどからの繰り返しになるか

もしれませんけども、木の関係、当初から５年ごとにそういうような塗装等の処理のもとに長寿

命化をしていくということで今回進んできたということで、確かに金額については金額が 906

万４千円ということでなってございますけど、これについて技術的なリミットが５年ということ

で今回現状を見た中で予算を計上させていただいた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 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 ということはこれからまた５年後も同じように塗装事業を展開するという理解でよろしいで

すね。今の説明でいうと。それであるならば、ある程度半永久的な構造材ということも検討した

方がよろしいんじゃないですかっていうのを僕個人としての見解なんですけども。コンクリート

に近いものに変えて、木道じゃなくてそういうことするとか、費用対効果という言葉であれば余

りにも疑問符がつくような展開かなと思うんですけど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 この神の子池の園路の木道の塗装につきましては、基本的には５年毎に行っていくという今の

ところ考えであります。 

 

○池下委員長 

前中委員。 

 

○前中委員 

当町にその木道に付随するようなところも例えば宇宙展望台ありますね。あそこも木道整備に

なっている。あそこも同じように塗装整備しておられるということで理解してよろしいんです

ね。 

 

○池下委員長 
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 課長。 

 

○企画政策課長 

 今出たものについては鉄の階段…。 

 

○前中委員 

下から上がっていく小動物園のところ。例え話じゃないですけど、前回の当初の設計の時の説

明、数字的にわかった段階での長寿命化ということの理解で、新規事業ということで理解します

けども、もう少し違った観点で構造材、間柱防腐処理をしっかりした間柱材を使うだとかでもそ

の時当初はそういう説明を受けた記憶はありますよ。だから塗装しなくても腐らないという理解

で思っていたんですけども。ホルムアルデヒドを間注すると技術的なことを言えばそうですけ

ど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、いろいろこの木道の関係について、またこちらで確認することもあるのかなというふうに

思います。いずれにしましても今後こういうような構造物を建てる場合については、また検討し

なきゃならないかというふうに思いますが、いずれにしても施設の長寿命化を図るために、その

辺も含めて行っていきたいと思っております。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 第６次の関係で質問したいと思うんですけど、今回ネットで見ますとアンケート調査の集計が

１週間延ばしますということが出ていたんですけどもこれは事務的なものなのか、回収率が達し

ていないものなのか。そこら辺どのように捉えているのか。 

それと委員が、以前の第５次に比べてかなり増えている実態もあります。そういった意味での

色んな町民の声を収集する術もとってはいるんですけども、その２本立てで町は一生懸命これか

らのまちづくりに対しての声を拾おうというのは重々わかりますけども、今の段階でそういうア

ンケート調査の集計が１週間延びたというのは現実はどういうところからあったのか説明して

ください。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 只今の御質問でございます。総合計画に関する今まちづくりアンケートを町民世帯全戸に置か
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せていただきました。当初 14 日、先週の金曜日までということにさせていただきましたが、今

の話の中にもありましたが、回収率の関係で、もっと町民の声を反映させたいということであり

まして若干回収の期限を延ばさせていただいたということでございます。多くの方から御意見と

等をいただきたいということで、今回そのような措置を取らせていただいたということでご理解

いただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 わかりました。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 先ほど質問したまち・ひと・しごと関連する予算の関係でもう１回確認させていただきたいの

ですが、１年間課長から延長するという話で当然まち・ひと・しごとは評価、数量的評価をきち

んとやった上で次の段階に行くといった形でスタートしているはずなんですけれども、今回予算

化されてきている当然科目の中に総合戦略の項が沢山あるんですけど、全て前年度のほぼ同じ事

業を継続する、例えば日本で最も美しい村事業は、ほぼ会議費ですよね。あと負担金だけ。あと

若者居住推進事業、ふるさと応援事業、ほぼ全てただ単純に前年度踏襲で予算を同じベースでつ

くったという、しっかりと数量化した評価を行った上で効果ということを測定するという前提で

計画が進んでいるんですけど、これは先送りするという理解でよろしいでしょうか。先送りした

上で１年間、５年間やったけれども今回は評価しないでおいて次年度評価するという戦略の流れ

で捉えているのかどうか。中身が良い悪いじゃなく、そういった考え方なのかということだけ。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただ今のまち・ひと・しごと総合戦略の関係でございます。先ほど申したとおりですね。１年

間延長させていただくと第６次については１年間延長させていただくことになっております。５

年間なり第１期の計画の期間の関係につきまして、先送りというか年度、年度で予算の査定等を

含めましては、財政サイド、担当課と連携しながら事業ごとに見直しも含めて、また拡充までい

きませんけども基本的にはその中で予算の方編成をさせていただいております。 

総合的には第６次の総合計画を今年、来年というふうに作っていきます。今現在また来年度含

めまして、きちんとその中で全体の総合戦略についての評価等はきちんと行っていくということ

で総合計画とあわせて総合戦略についても第１期の計画については評価、検証をきちんと行って

いくという考えでございます。 

２年度におきましては１年間延長した中で事業等を年度、年度それについてきちんと精査しな

がら今回予算計上をさせていただいたとことで御理解をいただければなと思っております。 
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○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 質問の仕方が悪かったと思うんですけど、当然毎年評価しますし前年度の事業評価をやって予

算をただ、まち・ひと・しごとは５年間の事業についてきちんと数値目標をつくってそれを評価

するという計画ですよね。従来の計画と全く違う形でそれに基づいて数量化されたものをきちん

と評価指標を示しておいて目標数値の達成度をきちんと評価しますよという今までと違った計

画で進められた制度だと思っています。その総合的な評価数値目標に対する評価というのは今回

行わないで、１年後に先送りしたのかということを確認したいだけなんで。全ての事業は毎年当

然評価しながら次年度予算へ反映する。それは当然のことなんですけども、計画全体的なそうい

った数値目標に対する評価、目標達成の評価とか、課題の評価というものを行っているのかとい

うことを１年延長するという前提に立って、それを確認させていただきたいということですの

で。してないなら、してないで良いんです。当然そういったことが議会に報告されていないから、

していないという前提に立っていると思うんだけれども、していないなら、していないと言って

いただいた方がかえってそれはもう事務的に非常に今第６次総合計画に向けての事務が煩雑に

なってきて、そちらの方に包含しながらやって行く、それは結構なんですよ。 

そこを明確にした上で、したがって今回の新年度予算は全て前年度踏襲的なそういったものし

か今回は計上していないという結果になっているのではないかというふうに思うわけであって、

反省評価とか総合的な目標価についてきちんと数量評価をやっていれば同じ事業をうてるわけ

はないという前提ですからそこだけちょっと確認をさせていただいて１年間は先延ばしして、そ

こで総体的な第６次の作業の中でもう１回やり直すんだということであればそれは結構ですの

で。やったと言われると困ってしまう。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 第１期の総合戦略の全体ではありませんが、この中で国に報告していかなければならない目標

等も若干あります。それについては原課と確認しながらその数値については報告をしていくとこ

ろでございますが、計画全体の関係です。総合戦略全体の計画については先延ばしというか今現

在シートをつくって本年度から評価については行うということで、年度年度のことはやっており

ますけども、基本的には総合戦略全体については確かに前年踏襲と言われても仕方ないのかなと

いうふうに思いますが、基本的には全体的な計画については今年度から評価を検証しながら進め

ていくということで、それをもとに来年の計画を進めていきたいということでございまして、現

状まだ今現在はまだ全体的な数値目標については行っていない状況でございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 
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○古谷委員 

 理解しました。ただ忘れないでいただきたいのは事後検証の抜本的対策という形でここ５年間

の目玉にして予算科目をつくって集中してやって来たっていう事実に基づいているということ

をもう１回は事務当局もしっかりと頭に入れて、単純な一般的な事業をやってきたわけではな

く、人口減少対策、少子化過疎対策、その歯止めをつくるという形で戦略的な目玉で５年間やっ

てきたことをその前提に立って、もう１回その辺の評価の仕方、事業の見直しのあり方みたいな

ものをしっかりと第６次の計画に反映していくという意識を高めていただく必要があるのかな、

そう感じますのでよろしくしっかりとやっ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 

 創生総合戦略については端的に言えば人口減少に特化した計画ということで、うちの町も人口

減少に歯止めがかからず進んでいる状況でございます。今言われたことも念頭に置きながらきち

んと今回の予算編成方針では数値目標全体ができておりませんが、そのことも含めた中で今回予

算編成させていただいていますが、委員おっしゃられたことを含めまして今後、来年度の総合計

画、総合戦略を包含した計画になるかなと思いますので十分念頭において進めていきたいという

ふうに思っております。 

 

○池下委員長 

 他、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 関連なんですけど総合戦力も来年度に向けてということで今後は前回の常任委員会にも検証

作業、そしてワークショップ、町民の意識調査の中で今、町民にはということで中学生高校生と。

どのような形のスケジュールになっているのかなという部分ですけど。ただ、今古谷委員の方か

らも言われたように、やはりきちっとしたその検証がされないと今後のやっぱり 10 年間とい

うか、町の将来の形というものを築き上げていく部分ですから、しっかりとそこら辺は町民の声

を十分に反映されたような計画であって欲しいと思うんですけど、一応予定的にはそのワークシ

ョップだとか、町民の意識の中学生高校生との実施動向どのような日程を考えておられるのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず前段言われました総合戦略の評価の関係、これについてはきちんと評価検証等を行った中

で、次年度の計画に生か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。その検証作

業については今年度行ってまいります。また総合計画の策定の段階での今後の関係で、町民の声

の意見の反映で今、まちづくりのアンケートの方進めておりまして今後それの分析等を行ってい
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う予定となってございます。また策定委員会等におきましてその中で３月には第一回目のワーク

ショップ等をまずやっていきたいなというふうに思っております。またその後また中高校生のア

ンケートにつきましても中学生・高校生の意見を聞くアンケートのようなものが今月中に学校の

方に行いながら意見を把握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。今検証作

業、策定委員会におけるワークショップ、中学生・高校生の意識調査等を今年度の中で進めてい

きたいというふうに思っているところでございます。 

 

○池下委員長 

 いいですか。 

 

○勝又委員 

 観光協会の補助の関係なんですけど、人件費の 733 万 8千円計上されているんですけど、今

現在職員が新たな人１人と事務局長、女の人が１人いるのかな。それで募集をしているようなん

ですけど、なかなか人がいないみたいで、新たな人が採用されたっていう形を想定してのこの人

件費の設定をしているのかどうなのかお伺いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまの委員から御質問の観光協会の補助の関係でございます。今委員おっしゃったとお

り、観光協会の職員の関係については随時ずっと募集をしてきたところでございます。ただ、募

集はしたんですけど、なかなか見つからないというのが実態でございます。 

また観光協会独自に町内の主だった人とかにも直接あたったりもしたんですけど、今現在実は

人の関係については見つかっていない状況でございます。そういうこともありまして、今回提案

させていただいている予算については当初予算からは新たな部分については抜かせていただき

ました。その分を落としまして、現状の部分の人の関係の補助金ということで今回編成をしてい

るところでございます。 

今後募集については引き続きやっていきたいというふうに思っておりまして、その段階でまた

また補正等をお願いすることもあるのかなと思いますけど、現状についてはこの予算について

は、今の体制の中での予算措置ということでご理解いただきたいというふうに思っております。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 かなり早くからこの話を聞いて募集したりと。かなり今の事務局長も高齢ですよね。その関係

で本気になってその募集するつもりはあるのかなと感じる部分があるんですけど、ただやっぱり

きちっと魅力を発信してもらえる形の大事な機関だと思うので、観光に力を入れるという部分で

肝心かなめの部分がしっかりとしてないというのは僕としてはいかんせん、大変なことじゃない
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かなと思うわけですよね。そのことも含めて早急にやっぱり職員を募集が達成されるようなこと

を１つ望みたいところですけど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ただいまのご質問御意見でございます。今おられる事務局もずっとということは考えておりま

せんけども、今後の観光協会また町の観光振興の事業継続を考えた場合、きちんとした人がやは

り大事と考えておりますので、その辺きちんと継続して観光協会の運営なり観光振興が図れるよ

う人の関係ついては観光協会と連携しながら募集等を行ってい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 

 他、いいですか。伊藤議員が発言したいということでよろしいでしょうか。どうぞ。 

 

○伊藤議員 

 神の子池の外周園路塗装事業で、先ほどそれなりに聞きたかったことの半分は聞いていただい

たんですけど、単純に５年でと正直思う部分とプロではないのでわからないんですが、一般的に

考えた時に、この当初予算を町民に見て貰った時に５年間で塗装事業で 900 万円ってやや１千

万ですよね。一般の感覚からすると非常に高いなと思っちゃうんですけど、多分町民の方々も普

通に何でこんなにするのと言われるような気がするんですよね。それにも僕らも答えなければい

けないので 900 万円の算出根拠は何でこんなにかかるんでしょうか。例えばその工事期間も凄

く長くなってしまうとか何らかの理由があればわかるんですが。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○企画政策課主幹 

 この木道の塗布の関係ですが、先ほど前中委員の方からも木という性質の関係から含めてこれ

までの設置の時の説明がということで私の方もここで戻ってその返事と答弁差し上げたいと思

いますが、木という性質上の関係を今回設計担当と含めての性質上のことを最終確認した上で計

上させてもらっています。５年が最終リミットです。簡単に言いますと木で始めた分には木材の

部分に薬注をした上での防腐処理、それから表面の防腐処理、これはいわゆる今回行う塗布とい

う部分ですけども、そういった分の二重の塗布をうというとこでございます。 

ただ、それから、いわゆる北海道の寒冷地等全国の事業指針があるわけですけども、その中で

の再塗布の分のリミットというのが示されていますのが、１年から５年の間ということになって

ございます。これまでの部分も指摘がありましたが最終年の５年で塗布という形の計上をします

と先ほどの 900 万何がしという状況になります。これにつきましては、この塗布を超えていく

と表面からの部分もありますし、中の防腐処理の部分もあるんですけども、やはり木という性質
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上 100％ではないということになります。しからば、やはり最初から木の構造はどうなのとい

うことにつきましては、ここでは論議はできないわけでありますが現行の施設として整備した部

分、これを安全に行っていくとなりますと木の部分には５年という形で今回最終年を向かえる分

で行わせてもらうということになります。 

このあとさらに５年の経過の部分がありますので例えば 900 万、1700 平米ほどの面積の塗

布になりますけれども、こちらにつきましては今後の考え方として例えばやはり 900 万かかる

部分もありますが、毎年次、例えば確認をしながら、必要な部分だけの面積行うという形もとれ

るのかなと。ただこのままでは５年何もしないまま経過する分には今年度行わせていただきたい

と思っているところでございます。あわせてジョイントの部分は金属の部分がございます。こち

らの方は性質が別なので、そういった部分もこれから確認をしながら修繕は必要な分は行ってい

くと、このような考えでおりますのでご理解いただければと思います。以上です。 

 

○伊藤議員 

 大変丁寧なご答弁ありがとうございます。５年というのはすごくわかりました。先ほど来ずっ

とおっしゃっているのでわかるんですけど、今の説明でいくと、要は木という性質上、塗布する

材料というのかな、間注するのかな。それが高いということなんですか。それともそれを行う事

業者が少ないとか例えばやるのに工事期間が長くなるだとか何らかの理由が欲しいんですけど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 この塗布主幹の方からもお話ありまして、この塗布作業は手塗りになってしまうんですよね。

手塗の関係もございましてその部分で工事期間も若干長くなるのかなということもございまし

て、そのようなことも含めて面積をやる部分でこの金額が積算をされているということで。大体

日数的に工期は 100 日ちょっとかかるということで積算が出てきているところでございます。 

 

○伊藤議員 

 理解しました。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 私も質問しようかなと思ったんですけれども１つ課題にあるのは昨年の６月の補正でもあっ

たように木素材を使った、例えばプールが気密度の関係とか、腐食していくだとかメンテナンス

をやらなくちゃいけない施設、設計の段階、施工段階で議会に対する説明等のもっと丁寧に、例

えば今主幹からお話があった通り、そういった薬注であるとか塗装の部分がどういう形なのかと

いう今後のメンテナンス運営管理も含めた部分でしっかりと事前に概略の設計図でもいいです

し、前からお願いしているのは非常に審議資料が簡易的で丁寧な説明がなされていない。したが
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って議員の中においても理解がきちんとされないまま予算としてどんどん前にいってしまう、

我々も含めて反省なんですけれども、もう一度そういったしっかりと事業の前段における運営管

理、手法の関係も含めてしっかりと説明の責任を果たす中においてお互い理解をして仕事を進め

ていかないと今言った議論になってくるんじゃないかなと１つ思うのと、それから今、主幹の方

から何平米といった話がありましたけど、私も先日行ってきたばかりで、確かに下部、木道の下

部、歩くところは下部ですから当然そういったものについては傷みが多少出てきているなと、見

た目でわかります。ただ、手すりなんかはみんな擬木ですよね。構造も鉄の部分だとか擬木とか

を組み合わせていって、どの部分がどの段階でメンテナンスが必要なのかと、先ほど主幹からも

お話あったとおり、一斉に５年毎にやるという発想はないと思うんです。やっぱり傷んだところ

は傷んだところでやっていくという考え方。それから議長にもお話したんですけど、例えば斜里

岳などの木道整備をやっていますけど、やっぱり観光協会とか利用者ができるところは自分達で

やっていくとかそういった手法も考えてると業者に頼むところは業者に頼む架設やらなくちゃ

いけないとか危険ですね。観光施設で 100 日架設つくって本当にやっていいのかという手法論

もあるわけですから、その辺含めてもう１回対応の丁寧な説明と手法論の見直しだとか部分部分

が本当に全面的にやらなくちゃいけないのか。傷みの激しいところをしっかり点検したうえでし

っかり手塗りでしっかりやっていくとか、それによって工期を短くして工事をやってる架設はた

くさん積んだままでシーズンを過ごすのかとか、色んなことをもう少し現場感覚で見直す必要が

あるのではないのかなと、その方向性の中で当然長寿命化というのは認識しますので、もう一度

原点、仕事としてのやり方の原点を点検をしていただきたいと思います。 

あわせてもう１つ申し上げると、今回出てない予算の話をして申し訳ないんですけど、神の子

池、さくらの滝の関係は出てないという形は当然前の委員会の中で様々な技術的課題もあって１

年間しっかりと計画の見直しをする。確かにこれは良い事だと思います。ただし、やはり今言っ

たような具体的な施設の運営管理だとか手法論だとか根本的にそこに人を呼び込んでいく戦略

がきちっとあるのか。 

なぜ言うかというと観光振興費や総合戦略費に結局、新しい目玉は何もないですよね。継続事

業だけでそういった新しい呼び込むものは何もないという形、人的な先ほど勝又委員からもあっ

たような観光協会の体制だとか副委員長からあった協力隊の関係だとかそういったマンパワー

とか戦略がない中で施設だけやっていくというのはなかなか大変なので、ぜひこの１年間につい

てはただ総合戦略に委ねるだけじゃなくしてやっぱり個別的な事業推進についてはもうちょっ

とそこを根本的にしっかりと再構築していただいた方がいいんじゃないか。観光振興計画はある

けれども、書いただけであって具体的なそういった成果というのはないわけですから、もう１回

そこは見直してもう１回その辺の作業の見直しを総点検していただけませんか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、古谷委員からいろんな御意見等ございました。議会常任委員会に対する説明ということ

で、いろいろ施設だけではないでしょうけども設計施工の段階での説明等、それだけではないと

思います。施設関係で各種事業の関係の説明かなというふうにこちらは捉えております。 
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また、特に施設関係のメンテナンスの関係、今回神の子池５年ということで木道の塗布の関係

提案させていただきましたが、毎年毎年のメンテナンス含めてできることがあれば、その辺もき

ちんと行なった中で、そういうような手法論を考えていきたいと思います。また神の子池の話も

出ました。トイレの関係についても１年間どういう形で整備するのか、また今言われた管理手法

も含めて十分検討した中、また提案等をさせていただきたいというふうに思いますので、色んな

面でありましたご意見等を参酌しながら今後の町の事業のあり方を進めていきたいというふう

に思っております。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。それでは次清里町ハイヤー利用助成券交付事業について説明お願いします。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは私の方から清里町ハイヤー利用助成券交付事業についてご説明いたします。７ページ

をごらんください。 

これまでの常任委員会においてご協議いただきましたことを踏まえ、再度検討させていただい

た結果、使用方法につきまして一部変更いたしましたのでご説明致します。 

使用方法につきましては、今まで町内移動のみとしていたところだったのですが、新たに医療

機関への通院に限り、町外移動を認めるとしてございます。助成金の使用枚数につきましては町

内移動同様、運賃を超えない範囲であれば、制限を設けないこととしてございます。 

それ以外の事業内容につきましては変更してございません。次に要綱についてご説明いたしま

す。８ページをご覧ください。 

第１条は目的でございます。高齢者等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、福祉の増進とまちの活性化を図ることとしてございます。第２条につきましては、ハイ

ヤー事業者、ハイヤーについて用語の解説を行ってございます。第３条は助成券について定めて

おり券面額は 1１ページにあります、別表１にあるとおり、500 円としてございます。第４条

は対象者について定めてございます。第１項では運転免許証を所持していない 75 歳以上の者

としておりまして第２項以降は 65 歳以上の障害のある者について定めてございます。 

第５条交付申請について定めてございます。申請書の提出を求めており助成券の使用期限は、

当該年度の３月 31 日までとしてございます。交付枚数につきましては、こちらも 11ページの

別表２に定めているとおりとなってございます。第６条につきましては、使用方法について定め

てございます。先ほどお話したとおり町内移動及び医療機関通院には、町外を認めるとしてござ

います。第７条につきましては譲渡の禁止、第８条は、資格喪失、第９条は助成券の返還、第 10

条は変更申請、第 11 条は乗車料金の請求、第 12 条は委任についてそれぞれ定めてございま

す。以上、清里町ハイヤー利用助成券交付事業についてでございます。私からの説明は以上です。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 ただいま担当から説明させていただきました。ハイヤーの利用助成の関係でございます。前回

の常任委員会でもいろんな御意見等がございました。町内移動なのかということ、町外は使えな

いのか、また小清水病院等に通院している実態もあるのではないか、また御意見では冬期間の利

用の関係、それ以外についても免許返納者の関係等いろんな御意見等いただいたところでござい

ます。 

今回、御意見等も持ち帰った中で事務局サイドとして検討をさせていただきました。当然ハイ

ヤー事業者とも御検討させていただいたところでございます。前回の委員会にも実際に２台しか

ない実態を踏まえて町外行った場合どうなるんだという御意見等もありました。その辺、今回４

月からこの助成制度を進めさせていただきたいというふうに考えてございますけども、その利用

実態の時間とかその辺も含めて、どれくらいの利用があるのか含めた実態等のデータをとること

も事業者ともやっていかなきゃならないのかなというふうには考えてございますが、前回提示し

た中から町外の医療機関に通院する場合については、町外も認めるという形で今回この制度につ

いては進めさせていただきまして、また当然御意見等もあるのかなというふうに思いますけども

その中でまた色んな実態等もデータをとって把握しながら見直しをかける分については見直し

を進めていきたいというふうに思っているところでございますので、ご理解いただきたいという

ふうに思います。 

 

○池下委員長 

 今説明ありましたけども、ハイヤーの利用助成について何かありますか。副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 町外の医療機関への町外利用は認めるということは良い事だと思います。それは賛成したいと

思います。交付枚数のことについて、不公平が生じる可能性が随分あるなというふうに感じたの

で質問したいんですけども、便宜上清里町駅から各自治会の集会施設等への距離を算出してとい

うことでこの表ができ上がっているんですけども、例えばですけども上斜里中でいうと上斜里中

は現実町の近くから新栄小学校のあたりまでかなりの距離があるわけですよね。その中で上斜里

中でいえば３キロ以下ということで年間 36 枚の交付っていうふうに一律になってしまう。上

斜里自治会も結構幅があって上斜里自治会はホテル清里あたりも上斜里自治会になるんですけ

ども上斜里自治会は６キロ以下の部分で 48 枚の交付ということで逆転現象が起きてしまって

遠いところに住んでいるんだけれども 36 枚しかあたらない、３キロ以下のところに住んでい

るんだけども 48枚あたるというような不公平の逆転現象ができちゃう。便宜上、会館等をとい

うのも一つの方法としてはわかるんですけども、不公平が生じないような方法というのを検討す

るべきじゃないかと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 
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 ただいまハイヤー利用助成にかかる距離の関係というかこの助成券の枚数に関わる分かなと

いうふうに思います。当初、この制度検討した時に清里・札弦・緑の３地区ごとにということも

色々考えたりとかもしたんですけども、もう少し詳細に距離について区分した方が良いというこ

とで、今回５つの地区ごとに分けさせていただいているところでございます 

これについては、先ほど委員からもあった副委員長からもあったとおり、それぞれの自治会の

距離については地区の主な集会施設から清里駅までということで今回その距離をもとにこの枚

数については設定させていただいているところでございます。 

それぞれのこれらの自治会ごとに設定させていただいたとうことで実際の部分とももしかし

たら若干乖離があるのかなというふうに思っていますけども、何らかの距離設定をする上で、今

回この形をとらさせていただいたところでございます。基本的にはまず清里の町内に買い物なり

まずは病院等含めて町内の移動にまずは使ってほしいということがありまして、その関係で今回

のような区分をさせていただきました。 

今副委員長からあったことも踏まえながら今後また十分に検討していきたいというふうに思

いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 堀川副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 どこかで線引きしなくちゃならないのはわかるんです、そういう線引きも果たして３キロがい

いのか６キロがいいのかその距離数の線引きも正しいかどうかと議論にもなりますし、その自治

会ごとの線引きが正しいかどうかというのもどこかで線引きしなきゃならないのもわかります。

でも不公平が生じるような不満が生じるような線引きの仕方というのは避けていかなきゃなら

ないと思うので、ルールとして一人一人にというのが１番不満が出ない方法なんでしょうけども

便宜上、例えば清里町からコンパスでぐるっと約３キロで輪を描くということもそれは直接距離

になってしまいますけども、そういう方が説得力があると思うんですよね。それがどれくらい大

変かというと、恐らくそんなに大変ではないと思うんです。農業委員会の畑の図面なんかもその

ようなものを使ってやる場合もありますし、もうちょっと不公平が生じないような距離の引き方

というのを検討した方がいかがかなと思います。是非検討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 

 今の副委員長からの御意見と不公平にならないようにというご意見、重々こちらとしては受け

とめて行かなきゃならないのかなと思います。先ほど言った通り何らかの線引きをとらせていた

だかなくちゃならないということで今回このような形で自治会ごとに市街地からの集会施設ま

での距離ということでさせていただきました。 

今言われたことを今後の課題ということ含めまして考えていきたいというふうに思っており

ますので、当初これで行なわ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。 
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○堀川副委員長 

 今後検討していくことがあれば、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 対象者の関係、概ね全体的な関係については前回の議論を踏まえて整理をされたかなと。ただ

副委員長がおっしゃったような若干もう少し今後将来にわたってはあるかなと思うんですけど。

対象者の考え方の中で関係部局、特に福祉とか高齢者部門とも随分協議されたと思うんですけ

ど、１つ気になるのは介護の関係で、今地域包括支援という形の中で年齢的に 75歳、原則的に

身体とか障害の関係については 65 歳以上の方でもとなっていますけれども、特に地域包括の

中で介護認定はそう言ったのか何特に要支援１、２あたりの方達が自分で清里クリニックへ行か

れたり近隣病院へ行かれているという介護の中でちょうど狭間にいる在宅でやっておられる方

において、通院されている方々できっと 75 歳以上の方が沢山おられると自分としては認識し

ているんですけど、その辺の調整はされたのかどうなのか、実態的に。 

通院のための交通サービスが受けられない中において、そういった方が要支援１、２とかかな

りの数がいらっしゃるというのがうちの町の実態ではないか。そういったところの実態を把握さ

れて介護福祉関係の部局と調整されて今回の対象者は絞られたのかどうか。自分の住宅の身近に

たくさんいらっしゃるんですよね。この間も生活相談を受けた時に、自分でタクシー呼んで病院

行っているんですと。今度４月から新しい制度をできるんですけれども、御歳はいくつですかと

聞いたら 73 歳なんだと。でも要支援１ではそういうサービス受けてないんだと言ったら対象

外、その実態との調整をどこまでされているのかその確認だけさせてください。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 もしそういった事が細かくされていないとするならば、第４条の対象者の（５）全各号に掲げ

るもののほか、町長が特に必要と認めた者のこの運用をもう１回しっかりと介護とか福祉部門と

個別的にきちんと協議しながら、この運用中の適正化を実態に合った運用を図っていただきた

い、このように考えますが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今の福祉部門とのきちんとした連携ということで福祉サービスでやっております送迎介護の

部分については、きちんと実態等を把握しながら行ってきたところでございますが、今言われた
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部分の要支援１・２の部分について若干の実態等は聞いてございますが、その辺の確か詳細がま

だきちんとできないと言われますのはその部分かもしれません。当然その部分でサービスが受け

られない部分についての方がおられるということも理解はしてございます。今回この制度を行う

に当たりまして近隣、町の関係の実態、ハイヤーとも今回どこの病院に行っているかも含めてま

た再度聞き取りをさせていただきました。今後この運用の中でどれだけできるかはわかりませ

ん。その辺今後実際やっていかなければわからない部分ありますけども、今言った御意見等も十

分入れながらこの制度を運用していかなければならないのかなというふうに思います。 

基本的には１、２で提出させていただきました 75 歳以上の部分の高齢者、それから障害者等

の部分で行なっていきたいというふうに今のところ考えている部分でございますが、そういう実

態もあるということを十分こちらとしても念頭に置きながら運用の関係、また検討できる部分に

ついては十分検討して行っていきたいというふうに考えてございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

今お話した通り、５号の中にそういった項目があるわけですから実態に即した中でどこまで出

来るかは別としながら十分に介護、福祉関係の部門とその辺の実態を調整しながら取り組んでい

ただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 私から１点聞きたいんですけども、この表を見ますと３枚から７枚、月交付って書いてあるん

ですけど申請制度で渡すようにするって書いているんですけど、どういった方法で渡すんです

か。郵送するんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 このハイヤー利用助成制度ですけども、当初利用の周知をかけて申し込んでいただいて中で、

郵送をこの要件については郵送していきたいと、申し込みあった段階で申請者の方に利用助成券

を郵送していくということで行っていきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 これ申請は年１回と書いているんですけど、毎月郵送するんでなくて例えば３ヶ月とか半年で

もいいんじゃないかなというふうに私は思うんですけども、どうなんですか。そこら辺は検討さ

れたんでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

基本的には申請あった段階で一括してこの枚数については申請された対象者の方に券につい

ては送ることになっています。まだ年度途中で例えば 75歳になられた方、後期高齢者の関係の

通知もありますので、それとあわせて内容の文章等、周知の文書等も行いながらそこで申請あが

った場合については、またその方に券の方を発送ということも含めまして、基本的には申請あっ

た段階で途中であれば当然残りの部分の月数に応じた助成券、当初であれば全体ということで助

成券の方を郵送で発送していきたいと思っております。 

 

○池下委員長 

他にありませんか。よろしいですか。議長。 

 

○田中議長 

 このハイヤー利用助成券については町内の清里ハイヤーに限るということなんですか。病院の

通院で小清水や斜里に行った時に斜里とか小清水のハイヤーには適用にならないのかな。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 町内の事業者、うちの町１つしかありませんけれども、その事業者限定でこの制度を行ってい

きたいというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 いいですか。それでは４番目の江南パークゴルフ場設置条例の一部を改正する条例について説

明をお願いします。担当。 

 

○企画政策課主幹 

 江南パークゴルフ場設置条例の一部改正について説明いたします。12 ページをご覧くださ

い。先月の常任委員会で概要をお伝えしておりますが江南パークゴルフ場の使用料改定に伴う条

例改正です。１つ目、改正理由は使用料の改正、利用者の向上を目指すために、近隣の情勢に合

わせた設定行うことしているとこでございます。 

２．改正内容ですけれども、13ページの新旧対照表をご覧ください。使用料に係る別表の改

正をするというものでございます。大人１日券を 500 円から 300円に。子供１日券を 200 円

から 100円に。 

備考欄で、大人の定義を 18 歳以上といたしますが高校生は除くと。高校生の方は違うという

形にいたしまして子供扱いとしたいと思います。すなわち子供扱いは、高校生、中学生、小学生

となります。小学生未満の未就学時は無料ということで現行のものでございます。回数券は

5,000円から3,000円に12枚綴りの回数券ということでございます。シーズン券は計6,000

から 5000 円。備考欄で購入可能な年齢を 18 歳以上高校生を除く要件として定義をいたしま
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す。また、70 歳以上は半額としますので都合 2,500 円となるところでございます。貸し用具

につきましては１セット 300 円から 100円の改定としたいというところでございます。 

12 ページに戻っていただきまして、施行期日は、令和２年の４月１日としているところでご

ざいます。以上で改正について説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま担当より説明がありましたけど、このことについて何か質問はありますか。よろしい

ですか。それでは前中委員。 

 

○前中委員 

 年齢的なものなんですけども、以前も一般質問した時があったんですけど、身体もしくは精神

的障害、療育手帳を持っている方に対する減免的な利用料の考え方というのは、今回も見送ると

理解してよろしいんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今回のこの利用料改定に当たっては今言われた部分については見送るということで今回につ

いては含んでございません。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。それでは企画政策課全体を通して何か御質問があればお受けしたいと思いま

す。村島委員。 

 

○村島委員 

 総合戦略の中の日本で最も美しい村連合、加盟して我が町も何年か経ったわけですけども、本

年度の総会地はもう決定していると思うんですけど、どこですか。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○企画政策課長 

本年度の総会については、熊本県。熊本県高森町というところが今回の総会の開催場所となり

ます。 

 

○池下委員長 

 村島委員。 

 

○村島委員 
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 もう１点、我が町が入ってからその後 60 何番目でしたかね、うちの町が加盟したのは。その

後増えたでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 当町加入後、青森県の西目屋村がその後加入しているということでございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他、よろしいですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 この総務文教常任委員会で、昨年の委員会だったと思いますが、12 線の信号清里止別線、あ

と摩周湖斜里線の交点の信号機 10 月から壊れているということでこの委員会でも町の方につ

いては要望しているということでお話をさせていただきました。 

２月の先日ですけども斜里警察署の方が来庁しまして現状のとおり修繕すると 1 灯式の信号

ですね。修繕するというようないろいろ地域でその後要望書出してから地域の方との懇談を２

回、それから現場での協議も含めてあそこの信号機については３月になりますけども修繕すると

いうことが決まりましたのでご報告いたします。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは、企画政策課終わりたいと思います。御苦労さまでした。 

 ここで 10分ほど休憩したいと思います。 

 

休憩  午前 10時 44分 

再開  午前 10時 52分 

 

○池下委員長 

 それでは再開いたします。生涯学習課３点提案があります。１点ずつ説明お願いします。課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは生涯学習課からは今回３点についてご説明させていただきます。はじめに令和２年度

一般会計当初予算主要施策について、各担当よりご説明をさせていただきます。 

 

○池下委員長 

 担当。 
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○生涯学習課主幹 

 それでは１ページご覧いただきたいと思います。はじめに学校教育グループ関係分よりご説明

させていただきます。 

 総務費、総合戦略費、総合戦略事業費の教育支援員配置事業でございます。学校教育、社会教

育の指導充実のために配置しております教育支援専門員、そして学校現場における学習支援の補

助として配置している学習支援員、こちらの人件費を計上させていただいております。２名分の

総額事業費は 567 万５千円で財源内訳につきましては、教育支援員等配置事業債で 500 万円

の他は一般財源となっております。 

続きまして、新入学児童記念品贈呈事業でございます。毎年の新入学児童に対し町よりランド

セルを贈呈するものでありまして、来年度の入学予定者 33 人分として総事業費 132 万円で財

源内訳につきましては、ふるさと基金 130万円の他は一般財源となります。 

 続きまして、清里高等学校総合支援対策事業でございます。この事業につきましては要綱で定

めて実施しており、現在、事業の見直しを行っているところでございますが、これまで協議をさ

せていただきましたとおり、令和 2 年度の入学生までは、基本的に支援内容につきましても従

来どおり進めてまいりたいと考えております。 

 総事業費といたしましては、１千 899 万５千円となりまして、財源内訳につきましては、高

等学校総合支援対策事業債１千 500 万円の他は一般財源となっております。 

 続きまして、学校給食費補助事業でございます。保護者の経済的負担の軽減を図り子育ての支

援、子どもを産み育てやすい環境づくりを進めるための補助金交付要綱を制定して、平成 29年

度より実施しております。次年度も同様に支援を進めてまいりたいと考えております。総事業費

につきましては１千 757 万１千円でございます。財源内訳は、子ども子育て基金１千 600 万

円の他は一般財源となっております。社会教育関係に交代いたします。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

〇社会教育Ｇ総括主査 

それでは私の方から総務費、総合戦略費の社会教育グループ関連でございます。２ページをご

覧ください。はじめに、高校生海外派遣研修事業でございますが、清里高校１年生及び引率教員、

並びに引率職員をニュージーランドへ派遣する経費としまして、１千 488 万４千円を計上する

ものでございます。財源内訳につきましては、高等学校総合支援対策事業債としまして１千 300

万円、残り 188 万４千円が一般財源であります。 

 続きまして、同じく総合戦略事業費、外国人英語講師事業でございます。本事業につきまして

は、本町の子どもの国際理解の推進、英語力の向上を図るため、安定的で質の高い講師の派遣に

努めるものでありまして、派遣講師２名分の委託料としまして、950 万４千円、財源は全て一

般財源であります。 

 続きましては教育費の学校教育グループ関係でございます。説明員交代します。 

 

○池下委員長 
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 担当。 

 

○生涯学習課主幹 

教育費、教育総務費、教育委員会費のコミュニティースクール推進事業でございます。コミュ

ニティスクールにつきましては平成 29 年度より保護者、地域住民、学校これらが一体となって

学校運営に参画しまして、子どもたちを取り巻く環境の充実、そして地域の活性化、これらを図

っていくものとして進めておりまして、令和元年度より、学校と地域をつなぐコーディネーター

を派遣することでより一層事業の展開が図られているところでございます。報酬、費用弁償な

ど、総額事業費 117 万４千円となり、財源はすべて一般財源となっております。 

 続きまして教育諸費の遠距離通学バス業務委託事業でございます。本年からは運行路線を２路

線から４路線に拡充し、全てスクールバスとして運行しているところでございます。 

 次年度も同様に上斜里線、向陽江南線、神威線、緑札弦線の４路線につきまして、それぞれ登

校１便、下校３便の運行を基本として予算計上してございます。町内全ての遠距離通学児童生徒

の教育機会の均等を保障し、義務教育の円滑な実施を図ってまいりたいと考えております。 

 通学バス運行に係る総事業費につきましては６千 800 万７千円で、財源の一部に国からの補

助金 600万円を見込みまして、残りが一般財源となっております。 

 続きまして新規事業となります。中学校費、学校管理費の清里中学校体育館床改修事業でござ

います。この事業につきましては、清里中学校体育館床面の劣化が見られる一部補修を行うとと

もに床面保護の塗装を行います。合わせてバレーボールの床金具改修とコートラインの引き直し

を行うものであります。体育館の床面については、全国的に生徒のケガにつながる事案が発生し

ている状況を鑑み、本町においても安全な使用ができるよう予防対策を講じるものでございま

す。総事業費といたしまして 730万円となりまして、財源内訳につきましては、公共施設整備

基金 400万円の他は一般財源となっております。続きまして社会教育関係でございます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 

 教育費の社会教育グループ関連でございます。３ページになります。 

９款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総務費、スポーツ・文化施設管理運営事業でござ

います。本事業につきましては、図書館、郷土資料館、トレーニングセンター、野球場、町民プ

ール、町民グラウンド、テニスコート、緑スキー場などのスポーツ・文化施設の管理運営を、一

般社団法人清里町スポーツ文化施設管理協会に委託しまして、住民サービスの向上に努めている

ところであります。委託料３千 804 万２千円を計上するものでありまして、財源は全て一般財

源であります。 

続きまして、２目生涯教育費、ステージ公演補助事業でございます。本事業につきましては、

町民に優れた芸術文化の鑑賞を提供するとともに、暮らしに潤いをもたらし、心を豊かにすると

ともに、文化活動に対する意識を高めて頂くためのものでございまして、補助金 300 万円を計

上するものであります。財源は全て一般財源であります。 

続きまして、３目生涯学習総合センター費、生涯学習総合センター内部修繕事業でございま
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す。生涯学習センターにつきましては、建築から 20 年以上が経過し、老朽化等により様々な箇

所で故障や不具合などが生じていることから、必要な箇所の修繕を行い、改善を図るものであり

ます。修繕項目につきましては記載のとおりでありまして、総額１千 701 万８千円を計上する

ものであります。財源につきましては、公共施設整備基金としまして１千 600 万円、残り 101

万８千円が一般財源であります。 

続きまして、５項保健体育費、１目保健体育総務費、斜里岳ロードレース大会実行委員会補助

事業でございます。本事業につきましては、子どもから高齢者まで、誰もが気軽に参加できる魅

力あるマラソン大会を目指して実施するものでございます。負担金補助及び交付金としまして

360 万円を計上するものでございます。財源内訳につきましては、日本スポーツ振興センター

助成金として 100 万円、これは雑入でありまして、残り 260万円が一般財源であります。 

続きまして、７目清里トレーニングセンター費、清里トレーニングセンター煙突改修事業でご

ざいます。清里トレーニングセンターの煙突断熱材にはアスベストが使用されているため、新た

に鋼管製の煙突を設置し、既存の煙突を封鎖することによりアスベストによる健康被害を防止す

るものであります。財源内訳でございますが、申し訳ございませんが訂正をお願いいたします。

事業費 875 万円のうち、800 万円について公共施設整備基金を財源充当しております。財源

内訳の「その他」になります。残り 75万円が一般財源であります。以上が令和２年度一般会計

当初予算の生涯学習課主要施策の内容でございます。 

 

○池下委員長 

 ただいま生涯学習課所管分の当初予算今説明されましたけれども、このことについて何か御質

問がありましたら。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 遠距離通学バスの業務委託２年目を迎えるわけで各路線ごとの令和２年度のそれぞれ対象児

童生徒数というのはどのような実態になっているか教えていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 なければ後ほどで全然結構です。というのは２年目を迎えて、前の常任委員会でもお話しまし

たけれども、運行実態、利用実態の反省評価をどのように行ったかというのをまず掴んでおきた

いのと、これは見た目の話で誠に申し上げないんですけど、私も朝、頻繁に通学バスとあうわけ

なんですけれども、天気とか学校行事によって違うんでしょうけれども、大型バスに乗っている

子供たちが２名とか３名とか、特に朝頻繁にあるわけで町内の業者に２台委託し、あと２台は斜

里バス、なかなか既存の持っている車両を使いながらとそれは会社側の関係だと思うんですけ

ど、路線バスがなくなってきた状況において、斜里バスにおいては貸すバスが無いという状況に

おいてその利用実態と特に人数を考えた場合について２年目に入っている中において、経済的合

理性とか利便性とかをもう少し今のやり方だけで委託そのものが駄目ではなくて、使用する車両

の大きさとか、それは違った雇用システム含めて町内の何とか新しい会社とか組織で出来ないの
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かとか、新年度ですぐやれとは言いませんけれども、実態に即した特に地域雇用の話と町外の完

全に丸投げではなくして新しい仕組みづくりだとかということと両方の面から少し検討を加え

ていく必要性というのは教育委員会として認識しているのか、いないのかそこを確認させていた

だきたいと思うんですが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今見た目の話が出てまいりまして私どもも日常的に確認をしている中で、その通りに感じてお

ります。実際にバスについて小型化でできないのかという話も内部検討はしております。その中

でまず各バス会社が持っている車両の関係、それと特に帰りなんですけども斜里バスに関しまし

ては３便走らせているうち、途中で戻ってバスのサイズを変えるという状況にないものですから

全て町内で待機して距離、時間等の観点もあるものですから、なかなか下校に関しては途中でサ

イズを変更するというのが難しいなと、そのような中で今回の提案となっております。 

いずれにいたしましてもバス会社との協議にもなりますが、今後の児童生徒の推移を見ながら

年度に併せてバスの小型できるものは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。ただし運行の委託の方法等についてはまだ具体的な検討をしていないところでご

ざいます。そこについては今後の課題として内部協議をしてまいり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 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

教育委員会の所管じゃないですけれども、地域交通の関係が先ほど企画政策課の方からタクシ

ーはまず過渡的な制度としてスタートしていく、根本的な地域交通体系のあり方についてはさら

に制度設計していくという方向性で動いていると思うんですけど、総合的に町として今いったよ

うな総体的な地域交通の中においてスクールバス、児童生徒の送迎、様々な他の活動もありまし

ょうけど、そういったような総合的に捉えていくという形、それともう１つは地域における雇用

だとかが新しい仕組みづくりを一つの視点に入れて行かなければ、今のように町外業者、町内業

者、町外業者は先ほど申し上げたとおり従来の形では全く違って路線バスがない、過疎バス対応

も行っていない、その中において町外にあれだけの形でやっていくことが、この将来にとっても

地域振興や新しい地域雇用の仕組みだとか交通体系の仕組みにとって、教育サイドと町全体で考

えていくことが必要になっているんじゃないか。 

加えてもっと言えば例えば高齢者施設のバスとかそういったものがワゴンに更新されていっ

ている。それも十分活用されてのるかとか色んな部分で地域交通のあり方みたいなものを１回リ

セットしてやっていくというのがどうしても必要になっていくんじゃなか。積極的に他の部局と

も調整し合ってその方向性をですね。是非そういった視点で物事を捉えていかないと。これだけ

人口減少が地域雇用が冷え込んでいる状況においてある特定の分野だけ見ていいと話じゃなく
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て、総合的な施策としてどうなのかということ。これはまさしく総合戦略の話であって、そうい

った視点というものを投げかけでも教育委員会サイドから提案していって欲しいと考えるわけ

なんですがその辺担当課長としてどのように捉えているんでしょうか。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○生涯学習課長 

 スクールバスにつきましては委員からも過去に御指摘がありまして一部病院前に停まるなど

地域の足としての位置づけもしてきた部分がございます。また特に緑・札弦線につきましては非

常に多くの一般の方に定期を発行しておりまして仮に、全員が乗ったら１台で乗りきれないぐら

い実際に大人の方が乗られるのは、月に１回位ですから満員になるということはございません

が、そのような状況も１部出てきております。そのような中から本年度企画政策課交通担当の部

署を中心とした広域の各交通関連の課を集めた会議等も始まっているところでございます。そこ

で私どもスクールバスの実態について説明をし、議論をした経緯がございます。 

いずれにいたしましても、特に義務教育における足の確保という観点がございますので、学校

の日課、部活のあるなし等について児童生徒が乗る日が非常に少ない日もございます。また冬季

間は本町の保護者の方送り迎えを個別にされているということもございますが、しかしそれが多

いからといってなかなかそれを見ながらバスをやめるとかサイズを変えるというのも難しい状

況にございますので、その点についてはご理解をいただきたいと思います。 

いずれにいたしましても町部局との交通に関する協議が始まっているところでございますの

で、今委員から御指摘いただきました部分について十分検討を重ね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。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 本来であれば企画政策課の方で質問したかったんですけど、遠い将来ではなく、近い将来にお

いて認定こども園の問題や札弦の保育所の問題をどうするとか、今度幼児のそういった送迎の仕

組みということも含めて目に見えた近い将来、総括的にきちんと整理、議論されて、ある一定の

方向性については早い段階で明示していくことが必要で、足し算でやって経費１千 600万円か

かります。足し算では財政的に非常に大変ですし、その効率性や有効性そういったことも含めて

早い段階から積極的にそういった整理をされていくという姿勢が大事だと感じますが、それも含

めて今後の取り組み、協議をしても相談をしても方向性や仕組みを作られなければしてないに等

しいという言い方はきついですけれども、具体的な解決や見直しというものが前に進んでいくこ

とが必要でその辺の観点に多ってその辺の努力を教育委員会の立場でもしっかりとしていただ

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 

 ただいま委員から御指摘ございました、保育所、認定こども園につきましては、今後執行方針

等でも出るかと思いますが、本格的に実施に向けて取り組んでいくことになろうかと思います。

既に保健福祉課と初期段階の事務レベルでの協議に入っておりまして、その中で幾つかのパター

ンが今後想定されるという中で当然園児の足については議論が始まっているところで近隣の実

態なども少し調査をかけているところでございます。 

 いずれにいたしましても教育にかかわる部分でもございますので、そこを踏まえた中で町とも

協議をしてまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

 

○池下委員長 

 ほかに、ありませんか。 

なければ２点目の方に進みたいというふうに思います。説明お願いします。担当。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 

それでは、清里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例につきまして、ご説明いたします。４ページをお開きください。 

放課後児童クラブの設備及び運営に関する国の「みなし支援員制度」に係る経過措置の設置基

準につきまして、令和２年４月１日以降、従うべき基準から参酌すべき基準に緩和されましたの

で、本町における経過措置の基準につきましては、期限を決めたものから、当面、期限を設けな

い基準に緩和するため、条例の一部を改正するものであります。 

なお、みなし支援員に係る経過措置につきましては、認定資格研修を修了していない者であっ

ても、放課後児童支援員の資格を満たし、令和２年３月 31 日までに当該研修を修了することを

予定している者は、放課後児童支援員とみなすことが可能であると条例でうたわれていますが、

今回の従うべき基準の参酌化に伴い、先ほどご説明したとおり、経過措置期間については、当面、

期限を設けない基準とするものであります。 

変更内容につきましては、延長する期間を当分の間としまして、具体的には５ページの新旧対

照表をご覧ください。附則の第２条、職員に関する経過措置の平成 32 年３月 31日までの間を

当分の間とし、２つ目のアンダーラインの平成 32 年３月 31 日までにを削るものでございま

す。施行期日につきましては、令和２年４月１日であります。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま条例の一部改正に関する説明がありましたけども、何か御質問ありますか。よろしい

ですか。それでは３点目の高校支援総合対策について説明お願いします。課長。 

 

○生涯学習課長 

それでは高校支援総合対策事業について説明をいたします。６ページをお開きください。前

回、常任委員会におきまして高校支援総合対策事業のこれまでの経過、今後の考え方について、

資料で説明させていただきました。その中でさらに高校生、在校生よりアンケートをとういう御
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依頼がございましたのでアンケートを取りました。まず、その結果について御説明をいたしま

す。６ページでございます。結果内容につきましては町内から高校に通ってる方、それから町外

から通ってる方、それぞれに分けて集計をしております。 

まず、６ページでございますが、高校支援の事業で、最もよいものはどれですかという問いで

ございます。これについて清里町から通っている生徒さんにつきましては⑤番ニュージーランド

留学生への事業、これが最もよい事業であるということで 36.5％、２番目に③資格補助という

ことで 30.8％、３番目が⑪学校給食で 7.7％という結果になっております。また町外から通学

されている生徒の回答でございます。ニュージーランド研修留学制度につきまして 54.3％の生

徒が選んでおります。２番目に資格取得の補助につきまして 21.1％、３番目が学校給食という

ことで 8.8％という結果になっております。 

次に７ページでございます。具体的に清里高校を選んだ理由はなんですか。１つ選んでくださ

いという質問でございます。まず清里町から通学されている生徒でございますが１番が、②の通

学に便利 28.8％、２番目が⑥ニュージーランド研修留学制度 19.2％、３番目が金銭的な支援

17.3％、４番目が学力に合っている 13.5％でございました。同じ設問で町外から通学されてい

る生徒の回答でございます。１番はニュージーランド研修留学 29.8％、２番が学力が合ってい

る 17.5％、３番が金銭的支援がある 15.8％、４番が通学に便利 14％、以上の結果となってお

りますのでご報告をいたします。 

８ページでございます。この設問につきましては高校卒業後の進路をどのように考えているか

聞いております。３年生につきましては決まっている方は決定したものを選択するようになって

おります。清里町内から通学されている生徒でございますが、進学が 73％、就職が 21％、そ

の他未定で 5.8％となっております。同じ設問で、町外から通学されている生徒の回答でござい

ます。進学と回答された方が 50.8％、就職が 41.4％、その他未定という方が 8.8％でござい

ます。以上が今回アンケートをとりました結果でございます。 

次に清里高校総合支援対策事業の教育委員会としての見直しの案についてご説明をいたしま

す。９ページをご覧ください。 

表の左側が現在の支援内容です。まずこの中で廃止を検討しているものについて説明いたしま

す。左側の大きな２番、進路指導強化対策費補助の中の東進ハイスクール受講料補助、インター

ネットで予備校の授業を受ける制度でございます。これについてはほぼこれまで実績がないこと

をまた、高校に御意見を伺った中でもなかなか高校生にマッチするような講座がないというよう

な意見もいただきましたので、廃止してまいりたいと考えております。 

同じくその下のセンター校が実施する講習会、網走南ヶ丘高校、現在は連携校という名前に変

わっておりますが、網走南ヶ丘高校で行います講習会への参加経費補助につきましても実績それ

から実際に参加するような実態にはないということですので廃止をしてまいります。 

４番の特色ある学校づくり推進事業補助でございます。この中の学習サポート教室講師招へい

でございますが、夏休み、冬休みの講習でございます。現在、高校では外部講師ではなく内部の

先生方が講師になって実施しているということで、これも近年実績がないことから廃止をしてま

いります。 

次に、５番目の入学支度金補助でございます。これにつきましては、入学者の保護者に対し全

員に 10万円相当の商品券もしくは現金ということでジャージ、制服、教科書の購入等に充てて

いただきたいということで出してございました。これにつきましては、前回御説明しました今後



‐40‐ 

 

の方針ということで保護者の金銭的な支援からの見直しという観点で廃止をしてまいりたいと

考えております。 

国公立大学入学者補助でございます。現役で入学した場合に入学金等初年度授業料を補助して

おります。この支援につきましては、当初国公立大学というものをある程度偏差値の高いレベル

の高い大学、ここに努力をして合格をされた方に対してという、頑張って欲しいということで設

けた補助事業でございます。しかしながら近年、国公立、特に公立大学につきましては私立大学

から公立高校になる学校が大変多く増えておりまして、学力レベルとも勘案した中ですね。本来

の国公立大学入学者補助という私どもが想定したものとは大分ずれが生じてきているというこ

ともあり、これについても廃止をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

それから一番下、直接高校支援事業ではございませんが、入学時資金貸付事業でございます。

これにつきましては奨学資金の他に清里高校を対象として行っております。入学資金の貸付けで

ございます。これにつきましても保護者の金銭的支援だという観点から見直し廃止をしてまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

入学支度金それから入学資金の貸付等金銭的な廃止、国公立大学の分も含めてでございます

が、廃止がございます。教育委員さんの中でも色んな意見がございましたが、基本的には現在公

立高校の授業料そのものも多くの方を対象として免除になっている状況もございます。いろんな

総合的な観点から今回これらについては廃止、また、町外の方につきましても、各自治体ごとに

奨学金制度があるということで、それを活用していただきたいということも含め、廃止をしてま

いりたいというふうに考えているところでございます。次に右側の見直しの案でございます。 

今回見直しに当たっては、大きく６つのカテゴリー分けをいたしました。１つ目が、部活動の

支援、２つ目が進路選択の支援、３番目が魅力ある教育活動の支援、４番目が国際理解教育の授

業、５番目が通学支援、６番目が給食提供でございます。 

１番目、２番目につきましては、基本的には現在の内容を踏襲してまいります。ただし、模擬

試験や資格取得、特に資格取得でございますが、今後ある程度回数の制限を設けていきたいとい

うふうに考えております。 

それから３番目の、魅力ある教育活動推進事業でございます。これまで実施してまいりました

学校の宣伝のための学校だより等の発行等については、これまでどおり実施をしてまいります

が、近年、高校から要望のあります教育の充実、事業の充実のための支援を新たに設けていると

ころでございます。魅力ある授業づくり支援事業といたしまして、授業に必要な素材、町内をま

わって授業を外で行う場合の移動手段ですとか、また専門的な講師を外部から呼んでより優れた

授業を行うための人材これの経費などを支援してまいりたい。ただし事務的な職員ですとか、備

品を購入したいということは対象外とさせていただきます。 

３番目に、ＣＳ、コミュニティ－スクールのコーディネーターの派遣事業でございます。現在、

小学校・中学校につきましては１名を雇用し、派遣しているところでございます。清里高校につ

きましてもコミュニティースクールの制度が導入されていることから、現在暫定的ではございま

すが、小・中に派遣をしている方をお手伝いということで活用いただいてる部分ございますが、

今後このコーディネーターの活用というのが大きくなると見込まれることから、制度としてしっ

かり立ち上げて派遣の支援をしてまいりたいというふうに考えております。 

４番目の国際理解教育についてでございます。交換留学生派遣受け入れ事業でございます。基

本的な考え方や、やり方については変わりません。しかしこれまで変則的にやっておりました受
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け入れについては国際交流、派遣については国際理解教育という変則な形を国際理解教育一本化

いたしまして、派遣と受け入れをしっかりやって参りたいというふうに考えているところでござ

います。外国人英語講師の派遣についてはこれまでどおりです。 

５番の通学支援の補助でございます。これにつきましても令和元年度に一部見直しを行いまし

て保護者の負担をいただいているところでございますので、引き続きこの内容で支援をしてまい

りたいと考えております。 

６番目の学校給食につきましても、現在 290円で提供しておりますが、今後も引き続き提供

してまいりたい給食費につきましては小中等が変われば見直しを行っていくというふうに考え

ております。 

最後に清里高校支援事業以外の部分でございますが、海外派遣研修事業でございます。現在希

望する清里高校１年生全員を派遣するとなっておりますが、これを清里中学校の生徒、そして清

里高校の生徒に対象を変更いたしまして実施をしてまいりたいというふうに考えております。 

希望する上で中・高校生これを選抜の方式で行いたいというふうに考えております。 

モトエカ町とのこれまでの協議の中で非常にホームステイが難しいということでお話をいた

だいております。しかしながらホームステイというのは、研修の中で非常に効果的な手法でない

かという協議内容もありますので、再々度モトエカ町にこのホームステイというものが何とかな

らないものか御相談をしているところでございます。 

また今後、内容につきましても特にこれは教育委員さんから出ておりまして観光的なものもい

いんだが、やはり体験的なもの、モトエカ高校の入学等体験入学等をさらに充実させ、また研修

の内容についても再度見直しを図るべきではないかという意見がございましたので、今後、その

内容について十分詰めてまいりたいというふうに考えております。 

以上が教育委員会で協議されました見直し内容となっております。今回、常任委員会でご説明

させていただきましたので皆様からの御意見等を頂戴したいというふうに考えております。この

後、再び教育委員会協議会開催してさらに詰めてまいりたい。あわせて予算的なこともございま

すので町とも引き続き協議をして参りたいというふうに考えております。審議のほどよろしくお

願いいたします。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 ただいま高校支援総合対策事業について課長より説明がありましたけども、皆さんから何か御

意見があれば。副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 １廃止になっている９ページ一番下、入学資金貸付廃止、これについては実績がどれくらいあ

ったのかというのを教えていただきたいのと、これに代わる町独自の奨学金貸付制度があるので

カバーできるというお話をされたんですけども、そういう理解で良いのかを御質問したいと思い

ます。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○生涯学習課長 

 入学資金の貸付につきましては、本年度５名の実績でございます。毎年大体そのくらいの人数

で推移をしているところでございます。 

それから入学資金と奨学資金の関係でございますが、奨学資金については学校に通っている間

の経費ということになります。また、入学資金につきましてはあくまでも入学段階の納める経費

ということでございますので、そういう意味では奨学資金の部分がこの入学金に取って代わると

いうことではございません。 

 

○堀川副委員長 

 入学資金の貸付を廃止するということでこれに代わるカバーできる部分というのは厳密に言

えばなくなるっていうことですか。 

 

○生涯学習課長 

 はい。 

 

○堀川副委員長 

 わかりました。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今回新しいというかまだ決定ではないですけども、支援対策の中で魅力ある教育活動支援推進

事業という中に新規でＣＳ、コーディネーター派遣事業が明記されているんですけども、先ほど

の予算の中に小・中の中でコミュニティスクール支援事業の中にコーディネーターの採用報酬

等々が出ていたんですけども、その中で高校に対してケアしながら派遣をするという捉え方でい

いのかまず１点。それと具体的にコーディネーターの内容、ちょっと余りにもわからないんです

けども、どのようなことをとらまえて展開していくのか。高校は義務教育ではありませんけども

どのような方向性で今の段階ではどのような内容なのか、わかる範囲で説明していただきたい。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ＣＳのコーディネーターにつきましては、コミュニティースクールは法律で努力義務というこ

とで配置実施することになっております。その中で小・中につきましては近年地域の教育素材、

その中には人材も含まれますし自然環境なども含まれます。学校の先生は基本的には転勤される

方で地域の事に詳しくない。ですから授業を実施する中で地域の人材、それから地域の自然環境

等の地理的なもの、これを授業の中で取り入れより有効的な授業を行う。そのために地域を知っ

ている方をコーディネーターとして人を配置しまして先生からこんな授業をやりたいからこん
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な人材こんな場所ないか、それを受けてコーディネータが地域に出まして人材を確保したりいろ

んな情報を収集し、学校にフィードバックし、ともに授業をつくり上げていく。これがコーディ

ネーターの役割となっております。今後コーディネーターの派遣方法につきましては、ここには

町雇用コーディネーターの高校派遣というふうに書かせていただいておりますが、今後、臨時職

員の雇用の形にもなりますので雇用の形態や依頼の仕方については今後町と詰める必要がある

と思っております。 

現場といたしましては、やはり小・中でやられてる方を高校にもというのがいいのかなと外国

人英語講師につきましても小・中・高派遣してますので、そのような形がベターではないかとい

うふうに現段階では考えているところでございます。以上です。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 従来あった７番の国公立の大学入学の補助の廃止についてなんですけど、アンケートの結果見

てもうちの町がもう約７割、町外からも５割ということで進路志望で進学ということを目指して

いる訳の中で、これを１つの国公立、今課長からも話ありましたけど色々国公立へ入る人がなか

なかいないのが現実なのかな。その分を含めてなんですけれどもこの補助を廃止したという背景

がきちっとわからない部分なのですが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

申し訳ございません。私の説明の仕方が悪かったのかなと思います。再度になりますが、もと

もとこの国公立大学の支援でございますが、国公立大学、特に私あたりの世代につきましては、

ある程度の偏差値の高い学校、努力をして勉強を頑張って行ける大学、そんなイメージを想定し

ておりました。しかしながら近年、私立大学が経営不振になっている中、次から次へと公立化し

ております。私立大学が市立学校などの公立化をしている背景がございまして、なおかつ以前私

どもは国公立大学推薦入試というのもありませんでしたが、一定程度学力があれば推薦で国公立

受験しなくても入れるような背景が出て参りました。そのようなことから本来的な目的である、

ある程度高いレベルにある学校へ努力して入ることによるインセンティブそういう視点からは

近年、もうずれてきているのではないかとそのようなことで今回これを廃止させていただきたい

ということでございます。 

 

○池下委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 道内には存続をかけた中で職業を選択するような三笠高校とかそういうような高校もあった
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訳で、うちはその存続の中であくまでも普通校という形の中で存続を目指してきたわけで、そし

て色々アンケートのこともありますけど、さらに進学というアンケートの要望もあるとなると進

学を少しでもやっぱり進めてあげられるような考え方に立ったときには、そしたら国公立じゃな

くても私学の方の部分についても補助していけるような体制というのは考えていってあげなく

ちゃいけない部分じゃないかなと思うんですけど、それも含めて廃止したということがちょっと

僕にはちょっと納得できない部分なんですけど、そこら辺の話は出なかったのかなと貸付の部

分。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 廃止の議論の中でいろんな意見が確か出てたかと思います。その中で今委員のおっしゃったこ

とを逆に捉えますと進学される方全員の入学金や初年度の授業料全部を町がまた持つのかとい

うことになりまして、それは現実的な話ではないのかなとそのような議論も確か出ていたかと思

います。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 高校についてはある意味では教育の観点からの話と、それとやはり地域の中から高校をなくさ

ないという地域振興の側面、特に入学希望者が減って行った中において地域政策的な意味合いが

非常に強くて色んな支援内容の拡充や充実を図ってきたという経過があると思うんですけども、

特に教育委員会には申し訳ないんですけど、理事者の政策として、ある一定の見直しを理事者は

必要と言う認識にたってそのベースの中で教育委員会の中で議論してきたのかどうかの確認を

させていただきたいのですが。地域政策という側面が非常に強い教育的な側面等もあわせてある

という事実において、そこをどのように教育委員会として捉えているのか再度確認させていただ

きたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 町の考え方に言及するわけでございますが、これにつきましても現在総合教育会議等、町と意

見交換をする機会がございましてその中でも町長の方から一定程度の役割は終えているようで

すから、これについては十分教育委員会で協議をなさってくださいということでお話をいただい

ているところでございます。 

そういった意味では町の方もこの事業、定期的に見直しをしてきた事業ということも認識をさ

れておりますので今後の見直しが必要であるということにつきましては教育委員会と共通の認
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識に立っている状況でございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 入学支度金補助の廃止となっているんですけども、これは清里高校の 10 万円ということで

なっているのをこれを廃止していく上で、今後清里町の子供が他の学校を選んだとしてもそこに

半額でもいいですけど、そういうところに清里支援ではなくなってしまいますけどそこに支度金

の補助ということを充てていくというお考えはないかお伺いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 入学支度金の廃止につきましては、さまざまな議論がなされて時間のかかったところでござい

ます。結論から申しますと、現在義務教育を取り巻く環境の中で高校もそうでございますが、無

料化、補助というのが非常に多くなり子育てをするうえでの支援が非常に大きくなっているとい

うこともあります。当然、今岡本委員から出ました高校のをやめて、町内のという意見もござい

ました。しかし、最終的着地点といたしましては、やはりしっかりまずは高校の部分を取りやめ

をしていきたいということでの話し合いの結論となりました。 

この部分につきましては町内に対する支援という観点もございますので、このことも含め次回

の教育委員会議等で御意見をまた報告をさせていただきたいと思います。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 お金もかかることなので色々あると思うんですけども、高校選び、色んな高校に進学するにあ

たってもお金がかかってくるというのは実際の少しでも補助が出来るような形が私は望ましい

のかなと気もしないでもないので、検討いただけるのであれば検討していただきたいなと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 そのような意見がございましたこと、また次回の会議に報告させていただきます。 

 

○池下委員長 
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 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 １点だけ間違わないでいただきたいのは、地域に高校を残すという大前提のもとにおいて適正

な教育支援のあり方がどうなのかということをそれだけはしっかりと今後とも堅持した中にお

いて議論を。この後３月に向けて教育委員会協議会、新しい教育委員さんが増えたということで

最終原案が揉まれて提案提起されてくると思いますから、その筋だけは決して外さないような議

論、支援の中身に是非していただきたい。 

それと岡本委員からの質問には、何年かまたいできた議論が１つあると思うんですけど、それ

はやはり中学校、地元の子供たちも色んな学校選択していく中において、既存の教育委員会の奨

学金貸付制度の現況のあり方がそれで本当にいいのかどうなのか。清里高校に行こうかどうか網

走行こうが斜里行こうが札幌行こうが色々でてくると思いますし、大学もそうだと思います。大

学進学、清里から大学行く子がいると思います。その中において国の方の支援制度、奨学金制度

の大きな見直しを行っているわけなんですけれども、そういった中で非常に返す段階で非常に苦

労されている、なるべく利子付きでなくして、利子のつかない国の制度も少しずつ広げて行って

いるとか、返還を必要としない制度もある一定の学力だとかただ、やはりなかなか全部がそれが

対象とならないのを含めた場合について、町内の子供たち、先ほど岡本委員がおっしゃったよう

な清里高校ももちろんそうでしょうし町内の子ども達が進学するにあたっての奨学金の貸付制

度、当然うちは無利子で一定の４万円とか国立では幾らとか、その辺の内容の充実とかも並行し

ながら清里高校が存続するための支援、進学する子ども達の支援、もう１つは地元の子どもたち

への進学の支援、両方の面からしっかり支えていくのもある、将来にわたっての地域振興の人材

育成とか繋がっていくんじゃないかと思うので、この機会またがないでぜひ議論の俎上に載せて

いただきたいなと考えますが。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今御指摘いただきました奨学金制度につきましては、近年の内容等見直しは行っておりませ

ん。その中で無利子で貸付をしているということもそうでございますが、近年これも御指摘あり

ましたが、国等におきまして給付型、返さなくてもいいという奨学金の制度、これも少し出てき

ているところでございます。 

それにはやはり一定程度のルールを定めてまいらなければならないということもございます。

今後、御指摘のとおり時間を置くことなく、この奨学金制度についても国及び色んな自治体の事

例なんかもきっちり情報収集しながら適切な町民への支援のあり方について検討してまいりた

いと思います。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他、議長。 
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○田中議長  

今の古谷委員の質問に似ていますが、今回廃止する入学金の補助の廃止、またニュージーラン

ドの研修事業、これらを元に戻して中学生もとして選抜してそういった事業にすると。そういう

ことであったわけですけど、本来、高校存続に対しての事業ということでこれから子供たちも人

口が減少して行く中で、今はどうにか足りているわけですけど今後やっぱり管内の高校のへき地

の高校は色んな支援をして必至になって生徒の募集に力を入れているわけなんですよ。二の舞を

踏まないように、まだまだここ何年間は大丈夫だと思うんですけど、それとアンケートの中にも

やっぱり子ども達の中で清里高校は第一に魅力を持っているのがニュージーランド。これが大き

なウエイトを占めているんで、ここら辺十分に検討して考えて事業を推進していっていただきた

いと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいま議長から御指摘ありました件でございますが、先日新聞でも興部町、雄武町が高校支

援についてこのように考えているというのがありまして、それについても実は申しますと本町に

色々取り合わせ相談があった上での雄武町等の支援内容になっております。 

教育委員会で議論していく中で、やはり高校が存続できるかどうか、これが１つこれまでの考

え方の中にあった。その中で、前回御説明したとおり、中学生の今後の人数、それから学区内の

高校の再編と鑑みた中で、当面の間は存続には問題がないだろうと。ただし、やはり支援をやめ

ることによっての一定程度の生徒の減少、これはあるだろうとそれを見越した中での今回の見直

し内容でございます。これも平成 16年から何度か見直ししてきました通り、今後も状況を鑑み

ながら見直しをしていきたいという未来永劫今回のことがその通りになるというふうには事務

局サイドとしては考えておりませんし、教育委員会としても考えについては同じでございます。 

いずれにいたしましても今後の状況をきっちりと毎年把握しながら生徒の動向を分析しなが

ら将来的な支援についても検討してまいりたいというふうに考えますので、ご理解いただきたい

と思います。 

 

○池下委員長 

 議長。 

 

○田中議長 

 ニュージーランド派遣の件なんですけど、過去には小学生も派遣されたと、中学生も。それら

のやめた経緯、そして高校だけに。今回また中学生になっていく。そういった要因というのはど

ういう考えで高校では見直しが進められたんでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○生涯学習課長 

 海外派遣につきましては、平成２年に小・中・高ということではじめまして、途中から中・高

となっております。これにつきましては、数年小学生を派遣した中、引率していった先生方とい

ろいろ協議をした中で現場での児童の様子、帰ってからの様子、児童の意見いろんなことを考え

たときに、やはり英語を学習していない中で派遣することが余り効果的ではないということ、そ

のようなことが確かあったのではないかと思います。そのようなことで平成の早い段階で小学生

をやめているところでございます。 

そして今回の見直しでございます。これにつきましては、まず１点目といたしまして、やはり

広く町内の子供たちにそういう機会を与えたいということが１点。それから町内の人材を育成し

たいということ、そしてなおかつ内容について真にいきたいという考え、目的を持っている生徒

を対象として、より効果的な事業にしてまいりたいということがございます。 

高校海外研修につきましては、生徒の中でも両方の意見がございます。どっちが多い少ないで

はございませんがやはり今までどおり残して欲しいという方もいますし、本当は行きたくないん

だと先生に説得されていくんだ。そのような意見も実際にございます。そのような中で今後、何

人選抜をするのかということは、今後の検討となってまいりますがいずれにしても意欲のある生

徒に手を挙げていただいてより効果的な事業、中身の濃い事業にしてまいりたいというふうに考

えておりまして、今回また中・高という形に戻させていただくということでございます。以上で

す。 

 

○池下委員長 

 議長。 

 

○田中議長  

意欲のある子ども達に行ってもらう。それはそう行った中で、この人数の関係もあると思いま

すけど意欲のある子供達を全員派遣するという理解でいいですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 まだそこについてはですね。具体的な人数、選抜方法については検討しておりませんので、ご

理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 議長。 

 

○田中議長 

 そこら辺十分に考えて事業を推進していってもらいたいと思います。 

 

○池下委員長 
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 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今までみなさん色んな意見出て答えていただいたんですけど、何点か確認させてもらいたいの

が、清里高校在校生に対するアンケートですけれども、前回の常任委員会の中で提出を求めた形

で、その後早急に対応していただいたと思います。このアンケートを総合支援対策事業読み直し

てるんですけど、教育委員さんが色々本当に頑張って作ってもらっている中で、今回の資料も見

ていただいてもらった段階でこれが出来上がっているということでいいのかどうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 アンケートについてはですね。後日、教育委員さんに直接持参をして全部内容を説明し意見を

お伺いしながら実施しているものでございます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今の言い方ではわからないんですけど、何回か会議行っていますよね、これを作るための。そ

の会議の材料としてこれを使われているのか、これを説明してきましたじゃなくて会議の材料と

して使われているのかどうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 先日求められたものですから時間ございませんでしたので、会議は実施しておりません。しか

しながら教育長が直接教育委員さん、一軒一軒訪問しまして説明した上で意見交換をして本日を

迎えている次第でございます。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 先ほど議長の方からもありましたが、私もどう考えても見た中でこのアンケートのことなんで

すけど、前提出いただいたのはあくまでも中学校３年生、中学生が高校を選ぶ理由は何かという

ことだったんですよね。今回のは明らかに清里高校に入った子に清里高校を選んだのかという調

査を今アンケート、こっちの方が一番わかりやすいわけですよ。その中である意味ずば抜けてや



‐50‐ 

 

っぱりニュージーランド留学なんだなと改めてこの資料でわかります。ましてや町外の子は半分

以上がそういうイメージを持っているということなんですけど、その中でなぜこの見直しに辿り

ついたのかが理解できないんですけど。 

 

○生涯学習課長 

ニュージーランドにつきましては前回も話しいたしましたけども、基本的に高校支援というの

は中学生が進路を選ぶときにどのようなことを視点にしているのかということが１つ柱になる

と思います。そして今回とりましたアンケート結果がこのようになるというのは事務局としても

当然予想されていることでございます。なぜなら、清里高校の生徒だからでございます。この中

で実際に事業がいい悪い、私どももこのアンケートの選択肢を考える時に非常に苦慮した部分が

ございますが金銭的なものについては当然、保護者が答えるべきな部分で、そうなると生徒が実

際に実感できるものという部分ではニュージーランドですし、ニュージーランドの事業は絶対い

いものだとこれは教育委員会としても共通の認識を持っているところでございます。 

しかしながら、実際高校を選んだ理由といたしましては、町内の生徒で２割、町外で３割とい

うふうになっております。そのようなことを考えた場合、例えばでございますが、教育委員会で

なく事務局で話している内容でございますが、この２割なり３割にどの生徒が行けるような状況

でも構わないのではないかというふうに考えているところでございます。 

いずれにしましてもやはり全員ということではなく、一定程度質の高い事業展開をするには選

抜をした中で、中身の濃い研修にしていきたいということで、今回このように提案をいたしまし

た。以上です。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今の課長２割３割とおっしゃったんですけど、これは取り方ですよね。高校生から聞きまし

た、どのような形でアンケートしたのか。１つしか答えつけられなかったと。それで２割３割と

いう言い方をちょっと無理ではないですけど何かの中から１つ選べと、その数だけで２割３割と

いう言い方は乱暴なのかなとは思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

これは前回提出いたしましたアンケートもそうですが、あえてそういうふうにさせていただき

ました。今までは上位３つを選んでくださいということでしたので、当然３つとなればいろんな

ものが選択されて、似たような数字が出てきます。ですから今回は、この中で高校を選ぶ時にあ

なたが最も重視したことは何ですかという聞き方をさせていただいております。 

 

○池下委員長 
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 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

わかるんです。そこはいいんです。ただ２割３割の子だけが行ければいいんでしょうという言

い方が乱暴なんじゃないかと言っているんです。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 申し訳ございません。そこにつきましては１つの考え方として、その選抜ということで今回先

ほどの議長の御質問でも答弁した通り、まだ具体的な人数等について考えているわけでございま

せんので、１つの考え方ということで御理解いただければと思います。申し訳ございません。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今の部分もそうなんですけど、どのような選抜をするのとか、何人ということは実は大事なと

ころかなと思います。これから考えますとか、時間のかかることですからしょうがない部分もあ

るんですけど、その部分があって初めてそれなら大丈夫、それはちょっと問題なんじゃないかっ

ていうことが出てくると思うんですよね。それは今後話していただけるということですが、時間

もないですよね、４月、５月までですか。やっていかないとならない中でその部分も含めて、か

なり協議した内容等はお知らせいただいたらありがたいかなと思いますけど、どう対応していた

だけますか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今回概ねこの内容で御理解いただけるということでございましたら次年度に向けて来年の予

算協議が秋ぐらいになりますので、それまでにはしっかりと要綱の素案について提案をし、また

御説明をさせていただきたいというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 この問題はここに出てますけど、来年の当初予算にはニュージーランドの研修旅行があります

ので、今年の秋までにつくりたいという話で進めているということで理解してよろしいですか。 

 

○生涯学習課長 

 基本的に新中学３年生、高校がアプローチをするのが今年の春でございます。新中学生になっ
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た段階で清里高校に来ませんかというリクルートが始まるものですから、その時には支援内容を

決めてまいりたいというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 今、春にと課長おっしゃいましたけど、春にこういった提案、これ見直しですけどね。される

ということはそれなりに皆さん委員の皆さんも考え方があると思います。余りにも時間が短いん

じゃないかなというふうに私自身も思うんですけど、そこら辺のことに関してはもっと時間を十

分にかけて練った上でつくり上げて行く方が良いんじゃないかと思うんですが、その辺はどうで

すか。 

 

○生涯学習課長 

 事務局といたしましては当然これ選挙により議員さんも一部入れ替わりがございますが、継続

で２年前ですか。十分審議をさせていただいた部分もございます。そのことを踏まえて今回説明

もさせていただいているところでございますので基本的には今回この春までには概ねの方向性

をきっちり決めてまいりたいというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 この問題は実は２年前にこの常任委員会の中で相当時間をかけて、揉んだ経緯がありまして、

その他で反対意見が相当あったというのは課長もご存じたと思うんですけど、これを見直すとい

うことになったら、やっぱり相当な時間をかけて論議する必要があるのかなというふうに私は思

うんですけどもそこら辺を踏まえて。 

 

○生涯学習課長 

 教育委員会の方で議論を積み重ねてきているものでございますので、その辺については御理解

をいただきたいなというふうに考えております。今回委員長含め各委員の皆様そして議長等から

も御意見いただいた部分につきましては、すぐに教育委員会の会議を開催いたしまして、また考

え方について協議をしてまいりたいというふうに考えますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○池下委員長 

 議長。 

 

○田中議長 

 これ一番身近に接してきている学校清里高校の校長以下教師の意見も十分に取り入れて、今回

優秀なやる気のある子どもと言うけども、たかが何日間かのニュージーランドの研修で、どれだ

け英語教育が学べるかそれよりもっと大切なことがあるんだと思うんですよね。そこら辺も十分

に考慮して進めていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○生涯学習課長 

 高校の意見でございますが、高校支援連携会議という中・高の校長教頭、そして教育委員、教

育長からなる会議の中で議論を進めてきているところでございます。高校の立場といたしまして

は今まであったことがなくなるということについては、やはり首をかしげる校長教頭としてはそ

のような意見をいただいているところでございます。 

学校全体としてもこれを行うことによる授業時数の確保の問題ですとか様々な問題もはらん

でいるということも聞いております。再度高校には御意見を賜りながら進めてまいりたいと思い

ます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。課長。 

 

○生涯学習課長 

 その他で１件よろしいでしょうか。申し訳ございません。 

先ほど御説明しました予算の令和２年度の予算の部分で１点。外国人英語講師の部分でござい

ます。急なことだったものですから、まだ公にしていない部分でございますが、現在本町では委

託業者からの派遣１名、ニュージーランドモトエカ町からの講師の２名体制で実施しておりまし

た。当初ニュージーランドから来ているオピ先生、次年度も清里で仕事をしたいと申していたん

ですが、先月の中旬以降になって辞めたいというお話がございました。本人いわく、まだ若いの

で色んな職業の経験をさせて欲しいということでの退任の申し出がございました。 

よってこれまで賃金等で組んでおりましたところ、急遽委託料ということで業者に２名派遣し

ていただくように変更しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

ただ、モトエカ町とはすぐ連絡をとりましてこの４月に派遣する人はさすがに見つからないん

ですが、今後も令和３年度以降に向けてまた人材の発掘をしていきたいという話がございました

ので、ここでご報告をさせていただきます。以上です。 

 

○池下委員長 

 それでは、生涯学習課終わりたいと思います。どうもご苦労さまでした。 

午後からは１時 10 分から行いたいと思いますがいいですか。 

 

休憩  午後 ０時 21分 

再開  午後 １時 10分 

 

○池下委員長 

 それでは会議を再開します。総務課より３件提案されておりますので、１件ずつ説明をお願

いします。課長。 

 

○総務課長 

 それでは本日の総務課の提出案件につきまして①につきましては、令和２年度の総務課所管
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の当初予算の主要施策となっております。②につきましては、前回の委員会でご説明いたしま

した、新栄小学校施設解体内容の再説明とさせていただいております。③につきましては４月

１日より全面施行されます健康増進法改正に伴う公共施設の受動喫煙対策についてご説明申し

上げたいと思います。 

 

○池下委員長 

担当。 

 

○総務Ｇ主査 

１ページをご覧下さい。総務課所管の令和２年度一般会計当初予算主要施策事業といたしま

して、私の方から総務グループ関連についてご説明致します。 

一番上の欄、２款総務費、１項給与費、１目職員給与費、会計年度任用職員給与等事業の内容

と致しまして、令和２年４月から始まる会計年度任用職員制度における給与費として総体的に計

上するものであります。これはフルタイム会計年度任用職員が正規職員と同様に、会計上、給与

となったことに伴い、それぞれの事業費において計上していたものを集約し、給与費として一括

計上するものであり、フルタイム分ということになります。人数については記載のとおり、計２

４名分の給与費となります。事業費の内訳につきましては、給料その他記載のとおり、合計７千

268 万４千円について全額一般財源により計上するものであります。 

次に、２項総務管理費、17 目職員福利厚生費、職員住宅修繕事業の内容といたしまして、水

元職員住宅の玄関ドアを更新し、住環境を整備するものであります。 

事業費の内訳につきまして、需用費修繕６戸分として 251万円を計上し、財源は職員住宅使

用料 200万円、残り 51 万円が一般財源となります。 

次に同じく 17 目職員福利厚生費、職員住宅解体事業の内容でありますが、機械センター横に

ございます職員住宅１戸につきまして、老朽化し使用が見込めないことから、これを解体し除却

するものであります。 

事業費の内訳につきまして、工事請負費として解体１戸分 174万円を計上し、財源は職員住

宅使用料 120万円、残り 54 万円が一般財源となります。総務グループ関連については以上で

す。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それでは管財グループ所管の主要施策のご説明をいたします。まず緑清荘の指定管理でござ

います。総務費、総務管理費、財産管理費、緑清荘管理運営事業でございます。緑清荘指定管

理につきましては、来年度より５ヵ年となってございます。指定管理業務委託料は発生しない

こととなってございまして、経費的には火災保険料 21 万７千円、特殊建築物定期報告書作成

業務委託料 107 万円の合計 128万７千円となってございます。 

続きまして、パパスランドの管理運営事業費でございます。こちらの方が火災保険料 13 万

円、管理業務委託料、特殊建築物定期報告書の作成業務委託と合わせて 941 万１千円となっ
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てございまして合計で 954 万１千円となってございます。 

続きまして緑温泉の管理運営事業でございます。緑温泉にございますが、同じく火災保険料

14 万２千円とこちら管理業務委託料の 756 万円合わせまして 770 万２千円となってござい

ます。続きまして２ページ目をご覧ください。 

旧新栄小学校の解体事業でございます。こちらの方合計で７千 300 万円を計上してござい

ます。こちらの内訳につきまして、５ページをご覧いただきたいと思います。 

解体経費の内訳でございます。校舎棟屋体棟の取り壊しにつきまして３千 29 万円、こちら

の杭の引き抜き工事は除いてございます。プール棟の取壊しにつきまして 517 万円、こちら

の方も杭引き抜き工事は除いてございます。職員住宅の取り壊し 505 万円、こちらの方が前

回御指摘ありまして２棟分、昭和 54年と昭和 56 年、古い方の２棟の取り壊しを行う予定で

ございます。 

総合地域施設の取り壊しにつきまして 667万円、こちらの方も杭の引き抜き工事は除いて

ございます。石綿の除去関連工事費に１千 380万円となってございまして、その他小さな施

設物置等ありまして、アスファルト等の撤去工事、そういったもの、細かなものの合計で１千

202 万円となってございます。杭の引き抜き工事については各施設に基礎杭が入ってございま

して、こちらの方は撤去せずそのままにしておくということを想定してございまして、もしこ

の杭の撤去を行う場合は１千 500万ほど工事費の増が見込まれることとなってございます。 

２ページ目の方お戻りいただいて、防災対策費、国土強靭化計画策定事業でございますが、

国が推進してございます、国土強靭化事業につきましては防災減災の取り組みを国を挙げて行

う仕組みづくりとなってございまして、この仕組みを通しまして日本の産業競争力の強化、安

全・安心な生活づくりを目指すものとしてとなってございます。 

本町におきましてもこちらの国土強靭化地域計画として策定をする必要がございまして今後

は防災減災を初めとしました関連事業に対しまして、こちらの当計画が要件になる可能性が高

くなってございます。策定に当たりましては総合計画との兼ね合いをとりますのと、各部署の

個別計画の取りまとめが発生するということで委託業務で 500万円を計上するものとなって

ございます。 

続きまして総務管理費の総合庁舎管理費でございます。総合庁舎管理費の総合庁舎発電機設

置事業でございます。こちらにつきましては災害等によりまして、停電時に庁舎機能を維持す

るために自動で庁舎内の電力を賄えるように発電機を設置するものでございます。 

工事請負費としまして５千 880 万円を見込んでございます。財源につきまして緊急防災減

債事業債、こちらの５千 880 万円としてございます。なお避難所施設でございます町民会館

につきましても、現在電力をともに使っている状態でございますことから、停電時には同様に

供給されることとなってございます。 

続きまして総合庁舎の改修事業につきましてでございます。石綿を使用している庁舎の煙突

の改修を行う工事に対しまして１千 541 万円と、庁舎の中央会館にございます、こちら防火

シャッターなんですが、防火設備類の修繕工事に 53 万円を計上しているところでございま

す。 

財源につきましては公共施設整備基金を１千 500 万としてございます。 

続きまして町民活動施設費、町民活動施設管理運営事業でございます。農産物加工施設とパ

ークゴルフ場の運営管理をするものでございます。電気料、燃料費等需用費で 252万５千
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円、電話料、火災保険料等役務費で 20 万６千円、管理業務委託料の委託料で 529万２千円

で、土地使用料等で 58万７千円、合計で 861万円を計上しているところでございます。 

最後に、土木費、都市計画費、公園費、公園等整備管理事業でございます。公園施設の草刈

り等の維持管理を行うものとなってございます。こちら緑ヶ丘公園の管理に対しまして 305

万６千円、ふれあい広場の管理に 107万円、その他の公園管理に 113 万３千円としてござい

ます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 担当より説明がありましたけども、このことについて何か御質問はありましたらお伺いした

いと思います。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 職員給与費の新しく制度がスタートする会計年度任用職員制度、前回の常任委員会で説明あ

って条例も可決されてたと思いますけれども最終的に事業費７千 268 万４千円の中で、この

制度によって、既存制度から最終的にどのくらいの予算の増になってるのか。それと、今回国

が全額地方交付税等の基準財政需要額等に参入するという話で国の方で予算は進んでいるとい

う形で理解しているんですけどそれは今回その制度の導入によって増高した部分、増高した分

についての基準財政需要額をして参入し、ある程度国の方でその分に対してしっかりと面倒み

てくれるものなのか、その２点について確認させてください。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○総務Ｇ主査 

 以前の実績をお伝えいたしますと平成 30 年度の実績としまして給与費でございます、この

フルタイムの分で５千 700 万ちょっとというところでございますので、これが７千 200 万と

いうことで増加しているということでございます。 

それと財源の部分でございます。国の方で交付税措置をして行くということで地財計画の方

に計上されているということは確認しております。単純に増える部分、期末手当の分、これを

財政需要ということで措置されているというふうに確認しております。ちょっと資料が手元に

ないんですけども数千億の計上がされているということで確認してございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 緑温泉の関係で、昨年年度途中で実証実験事業でのウィラーの電気自動車が指定管理の会社

で引き受けてやってた。これは新たに町が予算上委託してないし、きっとウィラー社から委託

金をもらっているかどうかもわかんないんですけども、その辺の新年度ちらっと聞くとウィラ

ーは引き揚げるとか、いろんな話もありますけども、その辺今後観光の方との絡みだと思うん
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ですけども、委託事業の今回計上されている範疇というのは、あくまでも５年間の指定管理に

伴う部分で、そういった関係の調整というのは、観光の方と具体的な事業の関係で別立てでや

るとかそうしたものがされているのかどうなのか。その辺の確認をさせていただきたいのです

が。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 昨年実施されたウィラーの車の関係でありますけど、あの関係につきましてはうちの方でみ

ています緑温泉の関連事業とは全く別な事業というものとして取扱いとなっております。昨年

窓口は企画の方になりまして企画とここ緑温泉を委託しているところの間の話し合いで管理を

することとなっておりましたが、来年に向けてについても具体的にこの管理の方にそちらの方

を続けるかどうかの話はまだ来ていないところでございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 当然総務じゃないと思いますので会社としては全体の１つの会社であって、もし行うとすれ

ばしっかりとした財政的な裏付け等を両課の間において調整し合ってやっていかなければ、や

はり委託指定管理業者だけの負担、人的な負担等も伴うわけで、その辺はしっかりと原課であ

る総務課とその観光振興の方の担当課である企画政策課の方でしっかり調整した上で必要な予

算は予算として計上していくのが本来の姿じゃないのか。その辺は現時点ではまだ見えないと

いうことですけども、その辺のしっかりとした調整を行なっていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 総務課といたしましても新しい取り組みということで注目している部分です。ただやはりこ

の温泉を運営しているところもウィラーの部分を運営しているところも同じ会社ですので、総

務課の立場としてはうちの方の緑温泉の管理の方に支障がない範囲内でやっていただきたいと

いう前提がありますので、もし負担になるようなものが発生しても困りますので、その辺は企

画の方と打ち合わせをしていきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 他に、勝又委員。 

 

○勝又委員 
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 新栄小学校の解体の関係でお伺いしたいんですけど、７千 300 万円、基礎杭を抜くと１千

500 万と経費の増加が見込まれるということで、跡地の利用の関係について基礎杭があっても

いいものなのか色々絡みがあると思うんですよね。今想定される部分で基礎杭はそのまま利用

してもらう形の何かそういうものでもあるのかどうなのか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 杭に関して今後の具体的な利用は今のところございません。ただ事業費の部分で杭を残すこ

とによって事業費がかなり差が出てくることから、残すと言いましても地面に露出するわけで

はなくて少なくとも地面からは１ｍ程度はとる形となりますのでそれが支障でなければあえて

全て引き抜きするよりも残しても支障がないという判断でこのような提案をさせていただきま

した。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 この総合庁舎の発電機設置事業で約６千万、全然資料がなく全くわからないもので、実際こ

れどこに設置してどれだけの能力のものを、そしてその能力はどういったものなのか。そして

１機で５千 800 万なのか、２機バックアップを含めてやるのかどうか。従来でいくと役場で

ほとんど地下のボイラー室に設置というのが基本的な話でしょうけれども、水害とかいろんな

部分も含めた部分でどういう設計をされて、少なくと図面とか仕様書とか６千万弱の事業です

からこれじゃ全く中身が理解しがたい部分なんですけど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 たびたび資料が少ないということで申し訳ないんですけど、本会議の方には審議資料を添付

させていただきたいと考えておりますけど、言葉で説明できる範囲で申しますと能力的には

145 キロの発電機１つを場所的には１階のトイレの南側当たりに設置場所を考えております。

大きさ的には 145 キロということで保健センターの方にも外につけていますけど同じ様に外

の方につける形で考えております。能力的にはこの部分につけますと役場の機能と町民会館の

一般的な機能を賄える大きさということで、この機種の選定をしてございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。前中委員。 
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○前中委員 

 関連質疑になるんですけど、今国が進めている国土強靭化計画、これを委託した中で今後の

補助案件にのれるという説明をうけたんですけど、今この総合庁舎の発電機、これも本来こう

いう形強靭化の中の採択案件になってくるかと思うんですけども、そこら辺の優位性を鑑みた

中で地方債で処理する方が優位性があるという理解なのか。緊急的かつやはり最初に優先的に

この発電機が必要だからということでの予算計上なのか。そこら辺どのように理解したらよい

ですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 発電機の設置につきましてはブラックアウトが大きな要因となっていまして、やはり庁舎機

能を損なうことなく出来る設備が必要という話が始まりでして、同時に国土強靭化計画という

のは、あまり聞き慣れない言葉ですけどそれが同時進行となっていまして今現在ある町の地域

防災計画というのは、実際震災が起きた後の部分の計画で、これは毎年会議をやっているわけ

ですが国土強靭化計画は災害が起きる前の部分の計画を立てなさいと。これを強力に国は推し

進めていましてこれが今後の補助関係の要件にも繋がるということで、早くは令和３年からそ

の部分の要件が加わるのではないかと。ですからこういうキーがたまたま一緒になったという

か両方合わせてですね。発電機の設置を考えていくというふうにご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今の説明からすると、この国土強靭化に乗せかえることも可能性としてはあるという理解で

いいですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 国土強靭化の計画の具体的なメニューの中で、発電機という部分はまだ未確定な部分です。

ただ発電機自体はそれに関わらず、一刻も早く設置をするのが望ましいということで令和２年

の要求とさせていただいております。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 
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○前中委員  

今後の発電機の中になると思うんですけど、どうしてもエコという類の中で発電機もいろい

ろ進化してきていると思うんですけども、そういう兼ね合いでの対応だとか国土強靭化の中で

そういうようなものが出てくる。まだ具体的なものはわからないけども。そういう色々な種々

検討する中でこれも同じように情報収集なりしながら補助率も未確定なのかわかりませんけど

も。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 国土強靭化の詳細についてはまだ御説明できる段階までには行っていないんですけど、発電

機に関しましてもその部分で災害の前の事前準備としてはどうしても必要なものの１つだと考

えておりますので、まず設置工事は予定どおり進めさせていただいて要件を満たすものであれ

ばこちらの方に取り組んでいくというふうに考えております。 

 

○前中委員 

 理解しました。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。今１番の当初予算について色々と話合われておりますけども、②番の新栄

小学校の解体についても載っておりましたが、この件に関しては何かご質問等ございません

か。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 前回の説明からかなり修正して出していただいて、職員住宅の処分は結局 54 年、56年か

な、今回はその２棟とされているわけで残り２棟の処理は基本的に並行的にされると思うんで

すが、売払いとかそういった理解でよろしいのか。処分を伴わないとまたこの前議論されたこ

とを先送りという形になっていくと思うんですが、今の時点で明確にご答弁いただける範疇で

結構ですから。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 前回の委員会で住宅に関しては４棟とも取り壊しとご提案させていただいた中で、もう一度

再検討ということをお話しさせていただきまして、結論としまして新しい２棟は残し古い方は

壊しますと提案を今回させていただきました。それで残す住宅の活用方法なんですが、確定し

たものとしてではないんですが、今の担当として考えているのは売るか貸すかと２つになりま

すと貸す方向に考えております。それで一般住宅としてではなくてお試し住宅というような位
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置付けでの貸付が今としては実施可能かなというふうな段階でございます。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。他、ありませんか。伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 今の説明でお試し住宅、水道とかないんですよね。そのために掘ってとか住める状況にこち

らでするというイメージなんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 水道に関しましては今現在ある井戸を残すことを考えております。井戸も撤去してしまいま

すと最初の考えでは、住宅も井戸も全てということでしたが住宅を残すとなった場合は当然今

ある井戸も残して水道を供給するということで考えております。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 確か井戸って総合庁舎というか、あちらの方だからこっちを壊すから井戸も壊すという話で

したよね。それを壊すのに井戸だけは残すんですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 住宅を残すとなりますと、残さざるを得ないというふうに判断しまして今あるやつを潰して

新たに住宅のためとなると、また井戸を掘らなければならないですから、今既存の井戸を活用

するというのを、住宅を残すこととセットで今回考えております。 

 

○池下委員長 

 伊藤議員。 

 

○伊藤議員 

 お試し住宅で全然構わないんですけども、もちろん井戸の関係もあるでしょうけれども、そ

れも全部含めた中で水道施設はありませんという状況の中で、公売にかけるということは今は

持ち合わせていないという理解でよいですか。 

 



‐62‐ 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今現在あくまでも貸すという方向で考えておりますけど、もし売るという判断になった場

合、今の水道ですね。撤去せざるを得ない、撤去して新たに購入される方が井戸を掘って水を

使うというような形になると思いますけど、今ご提案申し上げましたとおり、貸すということ

での御提案ですので、それまでの間は町で今ある水道をそのまま活用して使えるようにと考え

ております。 

 

○伊藤議員 

 井戸を残す考え方としてはそれは今後例えば全部更地にして杭は先ほど聞きましたけど１ｍ

以上下になるから問題ないであろうという状況の中で、今後その利活用をしていただく誰かは

わかりませんが利活用していただくことに対して、アスファルトを残すとか井戸を残すという

ことは今後の活用には邪魔にならないんですか。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○総務課長 

 アスファルト部分に関しましては前回の委員会の御意見を受けまして撤去ということになっ

ていまして、ですから新たに残るのは水道施設は残るんですけどその部分に関しましては今そ

の住宅を残すということ提案ですから我々としては。水道施設も貸す間は供給しなきゃなりま

せんので、今既存の水道施設を使うのが一番コスト的にもかかりませんので新たに掘るのと比

べますと。ですから必然と残さざるを得ないというふうに考えております。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員 

 お試し住宅なのか、町営住宅なのか、そこをはっきりしてもらわないと。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 お試し住宅というふうに考えております。 

 

○前中委員 

その意味合いはどういうふうに捉えたらいいんですか。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 一般住宅としてお貸しするとすれば言うなれば住宅の管理というのは公営住宅の管理と同じ

ように修繕その他が発生します。入居者からの要望があればそれに大家としては答えなければ

ならないので維持費が発生します。その部分でありますし、もう１点は一般住宅として貸し付

けた場合に、入居者の方で今後この施設が何らかしらの次の活用が見出されたときに、その方

に出て行ってくださいという話がスムーズに進むかどうかということも難しい問題があると思

います。その辺を総合的に考えまして現在ご提案できるのはお試し住宅として一定期間だけ住

むような方を対象としてお貸しするというのを今回提案させていただきます。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 お試し住宅となると、やはり空き家になる期間が年度内にあると思うんですけどもそうなる

とその水道だとかもまた長い距離あると思うんですけども、常時水道を使うような状況でない

中で本当にお試し住宅で、町が管理するのはわかりますけども、なかなか需要があるなしにか

かわらず、入居が入らない期間がどうしても見えるのかなと想像ですけどそれを管理するって

事で理解してよろしいですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今の段階でどれぐらいの確実な入居があるのか御説明できないわけで、もしかしたら空き家

期間が発生するかもしれませんけど、それはそれとして町で管理していくというふうに御理解

いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 いいですか。 

 

○前中委員 

 その絡みですけどね、同じような管理の中でこれから違う課でもあるかもしれませんけど移

住交流だとか農村に出向いた時の雇用者に対する住宅支援という話もちょっと聞こえてきた中

で、そういう今総務課で出てくる住宅に対してそういうことも視野に入れつつお貸しするって

ことも可能だというふうに理解していいんですか。今、産業建設課でも出てるように農業体験

の体験者に対する支援も考えたいという話もありますけども、その時にこのお試し住宅の活用
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も話の中で利用は可能ですというふうに今後の中でもって行く可能性もあると理解していいの

かな。 

 

○総務課長 

 今現在のお試し住宅は直接うちの方の貸し借りではなくて、観光協会の方を通しての貸し借

りですので、この住宅に関しましても同じように観光協会経由での貸し付けと考えておりまし

て、今現在のうちの方で持っています住宅に関しましては直接町の方と入居される方の間での

賃貸契約というものは現在考えておりません。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 企画政策の方で総合戦略の中で移住対策とかお試しというものは予算化されてきて立ち上げ

ていくでしょうし、そういった中において観光協会がワンクッション置かれる、委員会の意見

を反映して何らかの活用ということについては前向きに捉えていきたいと思うんですけれど

も、そういったビジョン、現在すでに何戸か観光協会が総務課の管理住宅、教育委員会が外れ

たもの緑ですとかそういったものが使われていると思いますし、そして民間の住宅を借り上げ

たりとか、それから空き家バンクに登録されて経過的な措置で使われていると、そう言った新

年度の全体的な移住定住を含めた空き家対策やお試し住宅というのは総合的に調整されるとい

うふうに観光協会および企画政策の方と含めながらそれぞれの予算に反映されているという理

解してよろしいんでしょうか。その確認だけ。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 具体的に住宅計画を新たな形としては作成しておりませんけど、この部分に関しましては観

光協会と情報共有はさせていただいておりまして、お試し住宅に関しても当然どれぐらいの需

要があるのかというのはそういう情報はいただい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 

 新年度、新栄の２棟３戸含めて、全体として観光協会のお試しで使える住宅というのは町で

管理しているのは何戸ですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 これ以外で緑の小学校の付近にある職員住宅で３戸が町の住宅として観光協会の方に今現在

お貸ししている実態であります。 

 

○池下委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員長 

 副委員長。 

 

○堀川副委員長 

 今ある学校の水を供給するためのポンプを使うということなんですけども、それっていうの

は結構お金がかかると思うんですけども、幾らぐらいのお金がかかって運営していくことにな

りますか。わからなかったらいいんですけど。自分の中の今回の進め方の中でクエスチョンマ

ークが結構つくんですけども、住宅を壊す理由の１つとして水道水が確保できないからという

のも理由の１つだったわけですよね。今の学校の既存の施設を使えるんであれば、それは理由

にならなかったはずで、またもう１つの理由としてはそれを使うとしては莫大なコストがかか

ってしまうから合理的じゃないという説明もされて住宅を壊すという方向に向いていったと理

解をしているんですね。 

それであれば壊さなければならないほどの莫大なコストを水道を引いてくるポンプから汲ん

だ水を引いてくるってことであれば、やはり原点に立ち戻ってあそこにボーリングした方が合

理的だったりするし、将来的にもあそこにボーリングする方が合理的じゃないかというふうに

思うんですよね。それで今幾らぐらいかかって水道のポンプ既存のやつを使うと幾らくらいか

かるんですかっていう質問をさせてもらったんですけども。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今現在このポンプに係る費用としましては主なものは電気代です。電気代で約 20 万円弱が

発生しております。 

 

○堀川副委員長 

 年間ですか。 

 

○総務課長 

 年間です。 

 

○堀川副委員長 
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 割と安くてびっくりしたんですけど、それであったらあそこの利用、既存の水道を使って利

用するということが全然問題なかったはずですし、それはわかりました。20 万ということで

理解いたしました。 

お試し住宅で使うということなんですけども、町の財産として必要じゃないから一旦は壊す

という判断をした住宅、町として必要ないのであれば処分するというのがまず第１段階かなと

思うんですよね。残すのであれば誰か欲しい人はいませんか。それで誰もいらないということ

であればその次の利用方法を考えるという順番になるのかなと思うんですけども、そこら辺は

どうでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 この住宅に関しましては当初の我々の考えとしてはあくまでも小学校あっての住宅という認

識がございましたので学校を壊すのと同時におっしゃるとおりですね。年数的にはまだそれほ

どの老朽化でもないのでないかという話ですけどそれは認めつつも取り壊しということで提案

させていただきました。その後の処理につきましては、ここも土地は四角い大きな１筆の土地

です。これを売るとなりますと当然その分の分筆が必要となりますしその分筆費用、新たな水

道の掘削なども、売るとなりますと当然今は貸すという考えで既存のものから水道を供給しよ

うという考えですけど、この部分を売却となれば新たな水道施設を入居される方が掘らざるを

得ないものになると考えます。その中でこの部分を分筆して売却して土地を残すよりも現在考

えられるのは、まずは２件残してお試し住宅として町外の方にまずは活用させていただくこと

から始めたいなという考えが今のところ原課としての考えです。 

 

○堀川副委員長 

 自分はお試し住宅としての利用価値はありますしと前にお話させてもらったんでお試し住宅

でも全然良いんですけども進め方としてやはり疑問が残るところがあるので、もし検討を加え

ることがまだ必要であるならばそこら辺は検討していただきたいということだけで終わりたい

と思います。 

 

○田中議長 

 委員会の中でせっかくまだ使える住宅は壊すべきじゃないと大半の意見が多かったと思うん

ですが、そういった中で町側もこういった対応を考えて。私も旧美里小学校の件が頭に残って

いて、貸したは居住権もちっとも進まないはで、最後つるだらけになってそういう状況をやっ

ぱり避けようと。そういう考えからできるものなら売却してそれで希望者がいれば売却するの

が一番良いのかなと。使い道ないからお試し住宅にでもなるんだろうと思うんですけど、そこ

ら辺無理なものかどうなのかな、どれくらいボーリングしたらお金がかかって分筆するのにど

れぐらい費用がかかるのか検討して何となく使い道のない住宅を持っていてもどうなんでしょ

うか。 
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○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 前回の委員会では４棟とも壊しますというご提案をさせてもらいました。本日は２棟残して

２棟は貸す形で進めさせていただきたいとご提案させていただきました。今回の意見いただき

まして、まずは２棟を残すということは変えなくてもよろしいのかなと思いますので、今後今

日の段階ではお貸ししますというご提案申し上げましたが再度検討を加えさせていただきたい

と思います。 

 

○前中委員 

 敷地は町有地でいいと思いますし、家屋の所有権の移転であれば登記上の問題、家屋に対応

する登記だけで、たぶん済むじゃないかと思いますから、そうなればある程度全部更地になっ

た段階だとか先ほど美里の小学校のような生活圏の問題が発生した時もある程度のクリアとし

ては可能性としては処理できるかなと。全部じゃないわけだから。町有財産の土地の登記とな

れば、またあれなのかもしれませんけど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今考えますのがもし売るといった場合にもやっぱり下地の土地がセットかなと考えます。こ

の立地条件というのが職員住宅として設置されてますから、道路なりに２軒あるのではなく、

縦になっています。別々の人が購入したとなれば、当然奥に行ける道を確保した分筆になりま

す。その辺で少し形の変わった分筆になるのかなと思いますけど、今のお答えとしてはもし売

るとしても土地はセットではないかなと考えております。 

 

○池下委員長 

 それでは３点目、公共施設の禁煙対応について説明お願いします。課長。 

 

○総務課長 

 資料に前回指摘のありましたアスベストの関係の資料を添付していますのでアスベストの説

明をさせていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 それでは御説明させていただきます。アスベストの件でございまして、３ページ目をお開き

ください。前回の常任委員会で御指摘のありました解体に当たりましてのアスベストの使用状
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況を説明させていただきます。まず、こちらで石綿でございまして、３つのレベルで評価して

ございます。 

レベル１につきましては飛散性の高い吹付の石綿で、レベル２につきましては飛散性の高い

石綿、レベル３は飛散性の低いものとなってございます。レベル３のものにつきましては、ボ

ードもしくはタイルなどに混ぜ込んで使用されているものでありまして、単体ではほとんど飛

散する可能性が低いものとなってございます。はじめに小学校の屋体の図面をご覧ください。

下の方に表がございます。こちらの方でどういった場所でどういったものが使用されているか

をまとめてございます。まず床につきましては体育館、廊下ホール等でレベル３の塩ビ系のタ

イルを使用してございます。器具室につきましてはと同じレベル３のＰタイル、こちらの方を

使用している状態でございます。天井につきましては体育館、トイレに教室にレベル３のフレ

キシブルボードというものを使用してございまして壁につきましては体育館、ホールにレベル

３のフレキシブルボード、トイレには一部こちらレベル１の吹付タイル、こちらを一部使用し

ている状態でございます。外壁につきましては、音楽室煙突へのレベル３のリシン吹付という

ものがあるほかにつきましてはフレキシブルボード、アスファルトルーティングと言われるも

のなど、レベル３のものとなってございます。 

４ページ目をご覧ください。こちら、まず上段の方が上斜里地域総合施設でございます。こ

ちらの方は屋体の外壁につきましてレベル１のアクリルシンというものが使用されています。

そのほかにつきましては壁等にレベル３のものが一部使用されている状況となってございま

す。職員住宅につきましてはレベル３のものが全部レベル３になってございますが使用されて

いる場所はそれぞれ棟によって違います。あちこち、煙突、屋根、壁面、天井とそれぞれ違う

んですが、レベル３の資材が使用されている状況となってございます。こちらの方、アスベス

トそのままでは飛散することはほぼ無いということですが、例えば解体の時、あと破損等があ

りましたら飛散の可能性があるということで今後養生しながらの解体等が発生するということ

になってございます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいまの旧新栄小学校、それから上斜里総合施設のアスベストの状況ということを説明し

ていただきました。このことに関して何か御質問がありましたら。 

 

○堀川副委員長 

 今回壊さないというふうに提案があった平成３年築、平成１０年築、これに含まれている部

分は住むのには問題ないという捉え方で問題ないですか。改修の必要はないですか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 住宅に含まれている部分につきましてはレベル３ですので壊れない限りは一般的な部材です

し問題ないというふうに判断していただいて結構だと思います。 
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○池下委員長 

 よろしいですか。それでは３番目の公共施設の禁煙対応について担当説明をお願いします。

担当。 

 

○総務課主幹 

それでは公共施設の禁煙対応についてご説明いたします。６ページをお開きください。 

これまで既に学校、保育所、保健センターなどで禁煙措置をとっておりますが、平成 30 年

７月に健康増進法の一部が改正され、国民の健康の向上を目的として、多数の者が利用する施

設等の管理権原者等に、望まない受動喫煙を防止するための措置義務が課され、また安全衛生

法で、職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、労働者の受動喫煙を

防止するため措置について努力義務が課されたことによりまして、昨年７月には役場、診療

所、老健きよさとなども敷地内禁煙を実施してきました。本年４月１日からの法律の全面施行

により、他の公共施設についても、受動喫煙を防止する措置の実施が必要となりましたので、

今回、改めまして公共施設等での受動喫煙を防止するための指針を策定していくものでござい

ます。 

１の目的といたしましては、健康増進法及び労働安全衛生法に基づき、清里町の公共施設等

における受動喫煙防止対策について定め、町民、利用者及び公共施設等で勤務する職員の健康

の保持増進を図り、また、快適で良好な施設環境の形成を促進することを目的とするものでご

ざいます。２につきましては、この指針に係る定義について（１）～（７）でそれぞれの定義

の説明を掲載しております。３対象施設等につきましては、１番の建物の形状を有する公共施

設、２番の町有及び町管理の屋外施設、３番の町管理の車両といたします。 

４実施者につきましては、対象施設の施設管理者及び職員等５基本指針につきましては、７

ページにまたがっておりますが、（１）～（２）で対象施設においては、とるべき受動喫煙防止

対策を（３）で必要が生じた場合の見直し、６受動喫煙防止対策につきましては（１）で第一

種施設の場合の対策、（２）で第二種施設の場合の対策、（３）で屋外施設の場合の対策、（４）

でその他につきまして対策を掲載してございます。７受動喫煙防止対策の推進につきまして

は、８ページの別表に基づき指針を下回らないよう推進します。また、各施設により別に定め

がある場合はその定めによるとするものでございます。２番の町民等への周知につきまして

は、広報、また各施設にポスター等の掲示により行いまして、町民や利用者に、理解と協力を

求めてまいります。 

８の、実施時期でございますが、既に実施している施設につきましては引き続き実施し、そ

の他の公共施設につきましては令和２年４月１日から実施する内容としたものです。８ページ

の別表につきましては、各施設の区分、とるべき措置、具体的な施設名を掲載してございます

のでご覧いただきたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま公共施設の禁煙対応について説明がありましたけども、皆さん何かありますか。よ

ろしいですか。それでは総務課全般を通して、何か質問がありましたらお受けしたいと思いま

す。なければ総務課全般終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 
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○池下委員長 

 引き続き、出納室１件提案がありますので説明お願いします。課長。 

 

○出納室長 

 それでは令和２年度出納室関連の予算案件でございますけれどもご提案いたしますので審議

をよろしくお願いいたします。お手元の資料、１ページをご覧ください。 

予算区分でありますけれども、２款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費、事業名、指

定金融機関窓口職員派遣費用負担事業であります。事業内容でありますけれども、現在指定金

融機関であります網走信用金庫におきまして出納室に派出所を設けて公金取り扱い業務という

ことで取扱いを行っていただいているところでございます。現行費用負担でありますが信金側

の負担としているところでありますが、次年度より事務経費負担金ということで 200 万を予

算計上するものであります。内訳でありますけれども信金職員派遣にかかる人件費相当分オー

トキャッシャー、両替機等の機械経費ということで 200 万となります。 

今回予算計上に至った経緯でありますけれども現行の網走信金との契約内容でありますけど

も、昭和 43年３月３１日付で契約しております清里町の公金の出納の事務及び預金の取り扱

いに関する契約の中で役場内に派出所を設け、職員１名の派遣、及び経費負担につきましては

信金負担としているところであります。当時としては事務取扱経費について銀行側が負担する

ということが一般的であったようであります。 

しかしながら、昨今の長引く低金利によりまして金融業界全体の収益状況が悪化していると

いうことと、経営状況が非常に厳しい状況ということになっております。こうした状況を受け

まして全体的な流れでありますけれどもここ数年来金融機関側から地方公共団体に対して経費

の応分負担が求められているというところであります。本町におきましては一昨年来より信金

側より経費負担の要望を受けてきたところでありますけども、近隣市町村の状況を見ながら見

送ってきたところでございます。その間、管内で各種会議等ございましたので、その中で各市

町村の状況について情報交換を行っているところであります。 

他の市、町の動向でありますけれども今年度より人件費相当分の負担をしているところもご

ざいます。網走信金を指定金とする網走市、大空町、美幌町、小清水町におきましては令和２

年度より予算計上するという話を受けておりますので本町におきましても右倣えするわけであ

りませんが近隣市、町と同等の住民サービス出納業務の効率化維持という点から今回予算計上

を御提案させていただいておりますので御理解を賜りたいというふうに思います。最後に１点

補足でありますけれども指定金融機関でありますが、地方自治法の規定によりますと都道府県

におきましては指定しなければいけないのですが市町村は指定することできるという規定であ

りますので、突き詰めますと派出所設置が必要なのかというところと、200 万という金額の妥

当性について議論しなければいけないというところであります。 

つきましては窓口での納付件数、合わせて処理件数の実績と事務処理の利便性などを総合的

に勘案しまして申しあげました住民サービスの維持業務効率化を図っていく上で必要だという

判断に至っておりますので、重ねて御理解をお願いいたします。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま室長より説明がありましたけども。このことについて何か御質問があればお受けし
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たいと思います。よろしいですか。それでは質問がないということなのでこれで出納室を終わ

りたいと思います。ご苦労さまです。 

 

○池下委員長 

 それでは大きな２番議会費の予算について。議会より説明お願いします。 

 

○議会事務局 

それでは、私の方から議会費当初予算について説明させて頂きます。 

資料１ページをお開きください。令和２年度の一般会計当初予算は、基本的には大きく変更は

ございませんが、予算の科目について。現在、臨時職員の給与については賃金という科目で予算

計上しておりますが、令和２年度からの会計年度任用職員制度に伴い、報酬として予算を計上し

ており、予算科目の賃金はなくなります。 

次に、４段目議員共済会負担金が 30万７千円の減ですが、こちらは共済会より指定された負

担率の減に伴うものです。次に６段目、費用弁償、下から６段目、自動車借上げ料については、

道外所管事務調査と、議運の道内所管事務調査により増額の予算となっております。 

以上で令和２年度当初予算の説明を終わります。 

 

○池下委員長 

議会費の予算について今事務局に説明がありました。何か質問ありますか。よろしいです

か。それではこれは終わらせていただきます。 

 

○池下委員長 

 大きな３番所管事務調査について道外所管事務調査について議題とします。局長。 

 

○議会事務局長 

 道外所管事務調査の関係でございますが、先日皆様に道外所管事務調査について視察先等に

ついてお考えがないかＦＡＸを流してお聞きしたところでございますが、皆様から特段の提案

がございませんでしたので総務文教常任会と産業福祉常任委員会の正副委員長の方で協議をし

ていただいて進めるような形を今のところ考えております。それで委員長の方からもしお考え

があれば言っていただければと思いますが。 

 

○池下委員長 

 このことについて先日両常任委員会委員長、副委員長が集まりまして御相談をさせていただ

きましたところ、今回の道外所管事務調査は東北３県。宮城、岩手、秋田というところに決ま

りましたので、これから内容を詰めていくんですが、もしこの３県に関してどういった項目の

ところを視察に行きたいという何か案がありましたら皆さんからもお伺いしたいと思います。

また日程的にも大体 11月の中、これはまだ決定ではありませんが、向こうの対応してくると

ころの都合もありますので絶対的なものではありませんが、一応 11 月の中ということで考え

ております。行く日が要するに１日かかるから日曜日でもよければということで局長とは話し

たんだけど。確かそう言っていたんじゃなかったかな。 
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○議会事務局長 

 日程の方ははっきり決まっておられないようでしたら北網ブロックの議長の調査が 11 月

23 日の週に４泊５日ということで予定しておりますので、ですから道外所管事務調査につい

ては 11月の 16 日の週か、11月の 30 日の週ということなんですが、11 月 30日の週です

と、どこの町も定例会等が入ってきますので基本的には 16 日の週で調整させていただければ

なと思っております。ただ皆さんのご都合が悪いんでしたら相手先の事情もありますので 11

月 16 日の週で日曜日からの出発ですとか土曜日の帰りとか日程はまだはっきりしませんけれ

ども正副委員長と相談をしながらその週を中心に議長の予定がはっきりしてから調整させてい

ただければと思います。 

 

○池下委員長 

 またこの日程に関しては、産業常任委員会の委員長とも相談をしながら進めたいというふう

に思います。よろしいですか。あと、詳しい内容については今日は詳しい内容については次回

でも良いですか。最後に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 26日水曜日、この会場で予定していますのでよろしくお願

いいたします。 

 

○池下委員長 

それでは最後に、その他で何か皆さんからありましたらお伺いしたいと思いますが。 

 

○古谷委員 

 前回の委員会の中で小学校の改築の関係が当初予算の中で入って来ていなということは６月

補正だと思うんです。ただ全体的な状況を掴めないですよね。実施設計、基本設計やってるの

にきっと国の交付金や制度の関係でずらしたと思いますけどもきちんと教育委員会に早めに提

示してもらって必要なものは委員長副委員長にお任せしますから、現場がどういう状況で傷ん

でいるのかわからない状況で予算だけというのも無責任な感じもするんですけど、それは両委

員長両副委員長含めた中で調整、もし必要あればよろしくお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 できれば町内の所管事務調査で見に行くのが一番ベターなのかなと。 

 

○古谷委員 

 きっと５億、６億の話になってるでしょう。最初は３カ年計画と言ってる、前回の委員会説

明だとかなりの規模の話だと思うので、単純な部分補修じゃなくて現場を１階確認しておいた

方が、見えないで数字だけで議論するのもしんどいかなと思いますんで。 

 

○池下委員長 
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 私の方で原課と連絡をとって次回説明したいと思いますのでよろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 〇池下委員長 

  それでは第２回総務文教常任委員会これで閉じたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

（閉会  午後 ２時 15 分） 

 


