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第６回総務文教常任委員会会議録 

令和２年４月２１日（火） 

    開 会  午前 10時 45分 

    閉 会  午前 11時 39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清里小学校等改修工事について 

 

●総務課 

①旧教職員住宅の活用について 

 

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 

■生涯学習課長      原田 賢一   ■生涯学習課参与     三浦  厚 

■生涯学習課主幹     小林 正明   ■学校教育Ｇ総括主査   土井 泰宣 

■学校教育Ｇ主任     中川 広樹    

■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 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長   溝 口 富 男 

    書  記   世 良 奈都子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○池下委員長 

  ただいまから第６回総務文教常任委員会を開催いたします。 

 

○池下委員長 

 それでは第６回総務文教常任委員会を開催いたします。生涯学習課１件、提案されております

ので説明よろしくお願いします。課長。 

 

○生涯学習課長 

 生涯学習課より、①清里小学校等改修工事について御説明を申し上げます。清里小学校等の改

修につきましては、長寿命化計画に基づきまして令和元年度実施設計を行ってきたところでござ

います。今般その実施設計の内容につきましてまとまりましたので本日説明をさせていただきた

いと思います。なお、本事業を実施するに当たり、国の交付金を求めながら実施するところでご

ざいますが、そのための作業であります、北海道におけるヒアリングなどについて、新型コロナ

ウイルス感染症の関係でヒアリング等がストップしている現状がございます。そのようなことか

ら若干私どもの作業につきましても遅延がしているということがございますので、御理解を賜り

たいと思います。担当より内容につきまして御説明申し上げます。 

 

○池下委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

それでは、ご説明をさせていただきたいと思います。清里小学校及び給食センターの老朽化に

よる大規模改修については、昨年度からの長寿命化計画の策定、実施設計を経まして令和 2 年

度から複数年にわたり工事を実施する予定であります。本来施設整備にあたりましては、現行施

設の維持だけではございません。今後のあり方等も含めた中長期的な年次の計画、事業費、財源

等も含めまして公共施設全体の中の位置づけということで、それらをお示ししながら事業実施が

必要と思っております。 

 そのような中で、今回、昨年度より行ってきた実施設計により算定された全体の事業費、今後

の進み方などについてお話させていただきたいと思います。 

 では早速ですが、資料の上段の表、工事概算金額をご覧ください。校舎で 5 億８千 190 万

円、屋体が８千 305 万円、給食センターで２億３千 833 万円、外構で５千 126 万円の合計

９億５千 454万円となっております。 
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 校舎に関しては、長寿命化計画では 4 億５千万円程度だったのに対して、実施設計では 5億

８千万円と１億３千万円ほど増となっています。 

 次に屋体に関するものについては、計画では７千万円程度だったのに対し、設計は８千３00

万円とこちらも１千３00万円ほど増となっています。 

 次に給食センターに関するものですが、こちらは計画では１億６千万円とこちらも７千万円ほ

ど増となっています。これは前回以前にお答えいたしましたように、現行機能の維持を前提とし

た場合にかかる改修費用となっております。 

 最後に外構部分です。こちらは長寿命化計画には盛り込まれていない部分です。こちらも老朽

化が進んでいることに加え、学校からのご意見、活用の現状などを踏まえ、現状維持（池改修）

をベースに一部遊具等更新して新たに設置した場合の経費です。 

 ただし、外構部分に関しては、委員会でのご意見のなかでもありましたように通学バスの停車

位置を考慮した整備の考え方などもありますので、どういった手法が良いか実施の可否も含めて

検討が必要な状況となっております。次の表に改修項目を示しています。 

工事の内容につきましては、前回委員会でお示ししたものの再掲載です。これらは、長寿命化

計画に施設の主要な部分として盛り込まれている部分と、学校現場の使用実態の変化により新た

に必要となっている特別教室のレイアウト変更など機能的な見直し部分も含まれています。 

 事業費にはこれ以外にも、学校側の聞き取り、現地の調査によって明らかとなってきた細部の

補修も含まれております。 

 現在、国の交付金事業のヒアリングに向け、全体の年次プロットと令和 2 年度事業の内容を

整理中でございます。学校施設関連の交付金事業では、他の国庫補助事業などのように、事業費

から補助対象経費を算出し、1/2、1/3といった補助額が決定するものではなく、事業費をベー

スにしつつ、補助基準単価を用いてそこから算定し、道教委によるヒアリングを受けます。この

中で補助対象経費の精査を行うといった段階があって、さらに学校授業との調整、さらに実施設

計額に応じた財源調整、実施内容の再整理も必要です。これらの調整がこれから本格的に開始す

る段階にあるため、令和 2 年度分の補正予算内容も含めまして各年次の実施内容は次回の委員

会以降、段階的にご説明させていただくことになりますのでよろしくお願いいたします。以上で

説明を終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま、課長及び担当から説明がありましたけれども、このことに関して御質問はありませ

んか。古谷委員。 

 

○古谷委員  

 今回お示し頂いた実施設計、９億５千万強。今、総括から御説明あったとおり当初委員会では

６億５千万弱ぐらいの予算で大体３カ年計画が妥当じゃないかという議論の中で進めていたと

思うんですが、今回外構も含んだことはありますけれども実施設計をやると３億円以上のアップ

になっている。当然３カ年の年度プロットもかなり大きく変わってくる。さらに外構について

も、この部分でいいのかという議論がまだ煮詰まっていないという状況があったんですけれど

も、ほぼその辺を国の方の支援交付金の関係も含めて事業プロットと言うものを具体的に今後、

次回の委員会で示したいというお話がありましたけれども従来６月補正を前提にという説明を
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受けてきているんですが、全体なそういった国の方の具体的な支援交付金の関係の手続等を含め

た部分で考えていくと、遅れる可能性があるというようなニュアンスを含んだ説明にも聞こえな

いことはなかったんですけれども、そういったことを含めた今後、全体的な事業費が膨らんでき

た。結果としては致し方ないというふうに理解するんですけれども、主な内容と今後具体的な改

修に向けての事業プロットをどういうふうにやっていくのかという形。それとあわせて３カ年に

渡る部分については前々回委員会の中で概算で示されていますけれどもその現時点でつかまえ

ている３カ年に渡る事業費の規模をどういうような形で検討されているのか、分かる範疇で結構

ですので、ご答弁いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今回お示しいたしました工事の概算の金額でございますが、長寿命化計画でお示しをしました

内容につきましては基本的には現在ある施設、これの経年劣化等により修繕が必要になって既存

のものを長寿命化を図るということを前提とした算出をしているところでございます。 

 今回お示ししております金額につきましてはその長寿命化計画で示しておりますことにつけ

加えまして小学校の現状、それから今後の児童の推移等を考慮した中、学校施設の機能そのもの

の改善を含めた中、一例を挙げますと特別支援教育を必要とする児童が大変増えておりますの

で、各教室を細分化し、または普通教室につきましても特別支援教室ということで改造するなど

今後の用途を鑑みた中で設計をさせていただいております。 

 当然、単価等の上昇もございますが、主にそのような観点からこのように膨れ上がったという

ふうに考えております。また今回、本来ですと３月中にヒアリングが実施されましてそれに基づ

いて令和２年度の工事内容についても、きっちりと確定をして、またお示しをしなければならな

いところでございましたが、現在それができておりません。 

 また、今後も今のところゴールデンウィーク明けまでは札幌への自粛等もございまして、なか

なか担当と電話等でできるものではないということで、来れるようになったらという状況がござ

います。そのような中、最大限今後も道教委と話を詰めてまいりますが、場合によってはなかな

かこの６月定例会での補正の提案ができない。そんな中では補正のずれ込み、そしてそれに伴う

工期のずれ。夏休みや冬休み、児童がいないところでの工事なども想定しておりますので、補正

がずれ、工期がずれることによりまして令和２年度にできる工事の内容についても見直しが必要

となってまいります。 

 以上のことから、現在、道と交渉しているところでございますが、このような状況でございま

すので本日につきましてはこの３カ年の全体の概要の説明ということでご了承賜りたいと思い

ます。以上でございます。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 
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 まず１点目の全体的な事業費がのびたという事については、長寿命化に加えて、教育機能、そ

ういったものの実態や将来の見込み等に合わせながら改善をしていく。さらに児童の学ぶ環境と

いうものを改善していく。そういった要素が加わったことによって全体がのびた。そういった理

解をさせていただきたいというふうに思います。 

 ただ、１点だけ外構についてはどういう形というのは、外構そのものについては建設当初は教

育の部分ではなく農業予算の関係でグラウンド等含めてやってきた。ただ当時の児童数と違って

学校側としては色々要望があるんでしょうが、全体としては管理するのに大変な思いをしてい

る。木製のパーゴラもそうでしょうし、実際使っていない池だとか水路だとか含めて非常に広大

な部分で農村公園的な部分で作っていますので、それをまた機能回復してやっていくことが本当

に妥当なのかどうか。通学バスに対する安全性の確保という観点からその辺についてはしっかり

と慎重に今後の実施設計の反映の中で検討いただきたい、このように考えます。それからヒアリ

ングがコロナの関係で延び延びになってきて、当初予定した６月についても未確定な要素という

ことでしょうけれども、ただ、前から他の大型事業等も予定されているという中で、コロナの推

移を見守りながら迅速に対応いただけるとは思うですけども、適時、早目の事業に向けての準備

を進めていっていただきたい。このように考えておりますので再度課長の方からご答弁あれば、

よろしくお願い致します。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいまの外構でございますが、清里小学校のグラウンド及び憩いの広場、こちらが農業系の

予算の中で実施されてきたわけでございます。令和２年度の当初予算の中でも木製の施設につい

て経年劣化で倒壊の危険があるということから撤去の費用、これを計上させていただいていると

ころでございます。大きく今後経費がかかるであろうものは、やはり池をどうするかということ

でございます。池につきましては、学校、それからＰＴＡからも様々な意見がございまして現在

池の水が漏ってしまうという状況の中で修繕をするということを前提としております。 

 しかしながら、学校ＰＴＡからも機能回復をして学習に使うという意見と逆に危険もあるから

埋めて欲しい、そのような要望もきております。現状、この実施設計の中では改修というふうに

考えてございますが外構については、今後３カ年の中の後ろの方で実施をしていきたいというふ

うに考えておりますので、現在ただいま委員から御指摘ございました内容について、再度内部で

調整、検討を重ね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 

 今課長から答弁あったとおり、外構等の整備については学校現場で教育的な作用という活動の

中で、しっかり活かしていきたいという部分や、そういった環境的な部分でやはり緑が多くてそ

ういった水が流れているという環境を保って行きたい、そういったもので全体的な学校を中心と
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した教育文教施設としてのそういった全体環境のあり方という観点もあろうかと思うんですが、

ただ現実的に非常に広いという形や、冬期間の管理、木製を中心として非常に傷んできている、

水の管理も今回の感染症じゃないですけれども非常に管理、夏場についても汚水だとか防腐だと

か、色々と発生して難しいだとか。では誰が管理するのかという形、これは言い方非常に申し上

げないんですけれど、しょっちゅうランニングや散歩で通るわけなんですけれども、実態として

は例えば新しく作られた砂場、ピットなんか、ほとんど一年中使われていないだとか、あと温室

だとかそういったものについても、ほぼ管理がされていない状況で置かれるとか。部分的には使

ってると思うんですが、ただやはり理想論と実態論というのもありますので、その辺を勘案しな

がら実態的に教育活動に支障がない中において、きちんと管理しきれるとか使うという前提に立

っての整備、それから安全性の確保というようなこと。それとある一定の期間きちんと長寿命的

に整備して維持できるといった条件というのはあろうかと思いますので、その辺も勘案しながら

しっかりと議論を早く煮詰めて方向性を出していただくという中でぜひこの点については整理

をしていただきたい、このように考えます。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 この小学校の改修ということで、長寿命化の中で今回出てきているわけなんですけれども、建

設当時、児童数というのはどのくらいあったのかわからないんですけれども、そして今現況の中

の児童数の推移、数字だけの床面積の改修ということで今出てるんですけれども、２階の部分に

関してはほとんど改修。先週でしたか、所管調査の中で確認していただいたんですけれども、か

なり広いという印象があったのと、ここは本当に重要なスペースの確保という観点を考えるので

あれば、そこら辺の有効な再レイアウトというか、そういう方向性も合わせてそうすることによ

ってそれに伴う建設改修コストも見合った部分可能なのかなと。 

 今、課長から説明があったように、教育環境が変わった中で、特別支援の方の生徒数の増加に

伴い、部屋の確保。これは１つの新しい課題。もう１つは、そういった意味で児童減少に伴う種々

の構築の関係のレイアウトの変更も可能なのかどうか。そしてやはり外構の中で、今ビオトープ

の話が出ましたけどもこれも大変難しくてやはりそこら辺も再議論する。これもやはりスクラッ

プという議論で同じように出てきていると思いますから、そこら辺もあわせて２階の部分全て使

うという前提であればこのような改築計画なりが出ても然るべきだと思いますけども、そこに対

しての有益性だとか、そこも踏まえて今後検討して欲しいなと思いますので、そこら辺どのよう

な議論をされているか。検討はされていると思いますけれども課長の方から答弁頂ければと思い

ます。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいまの御質問、御意見ありました教室の利活用でございます。これにつきましては前回所
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管事務調査でご覧いただきました教職員玄関入って、職員室のすぐ横に特別支援の教室があると

いうことでご説明をさせていただきました。まずそこで改修できるものについては教室を細分化

する工事を行います。しかしながら、今オープン当時の児童数持ってございませんがきっと 300

人近い人数だったと思います。１学年が２クラスという状況もあったというふうに思います。し

かしながら現在清里小学校は２年生が２クラスとなっております。これは少人数教育の実施とい

うことで１年生、２年生につきましては 35までは１クラス、36を超えた場合は２クラスとい

うことですので２クラスということになっております。 

 また現在、道ではこれを３年生、４年生等にこの数字を広げていこうという考えも持っている

ようでございます。そのような中から児童数は減ってはおりますが、今後クラス数については今

後も６クラスではなく７、８ということでのクラス数が想定をされます。また学習の方法につい

ても変わってきておりまして進捗度に応じた小クラスでの学習なども実施を行います。そのよう

なことでは児童数が減ってはおりますが教室の数というのは一定数使うようになります。特別支

援につきましても、先ほど申しました特別支援の教室の分割だけではなく現在普通教室も特別支

援の教室にレイアウト変更をしていきたい。そのように考えておりますので現在小学校と昨年

色々協議した中では今後の教育課程を進めるに当たっては１階２階基本的には全て有効に使っ

ていきたいということでの改修でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今の教育の中できめ細やかだとか、支援のセット、子供たちの教室ということで従前の建てた

時に比べても同じ数だけの教室の確保というのは十分理解できる。ただしそこにおいて、やはり

いろんな部分、２階のプレイルームだとかそういう部分が同じようにかなりの面積、そっくり１

階の建て面積、床面積が上に上がっています。そういうところをもう少し見直しなり、あるいは

特別支援のお子様のプレイルームなりの活用だとか、そういうような有効活用した中でもう少し

削減コストというか、床面の部分の可能性はないのかどうか。そういうことの議論もやはりやっ

ておかないと。ただ一緒くたに１階も２階も全て床改修でやります。やはり冒頭であったように

事業費そのものがかさ上げになる。当たり前ですよね。全くフルバージョンで改修するというこ

とですから。ただしそういう部分で子供たちの教育環境をしっかりと担保しながら、そして、で

きるものはしっかりとそこに長寿命化なり使いやすさを求める。これは当たり前です。そこにや

はり、どうやってそのコストを削減するかという手法もどこかでは同じように検討するというこ

ともやらなければならないのかなと思うので、今後十分議論してやっていただき、外構の部分は

先ほど出ましたけどもこの建屋自身もできるものがないわけではないと思います。色んな意味で

は。そこはこれからの議論になると思います。そういう部分で検討していただければと思いま

す。 

 

○池下委員長 

 課長。 
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○生涯学習課長 

 ただいま御指摘いただきました部分につきましては、令和２年度遅れながらも実施ができる部

分につきましては実施設計上がっておりますのでその方向でと思いますが、今後複数年の工事と

なりますので、そういう中では委員から御指摘いただいた部分、それぞれ検討の余地があると思

いますので十分検討した中で令和３年４年進めてまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたい

と思います。 

 

○池下委員長 

 他にありませんか。私の方から質問したいんですが、今回概算で９億５千万ということで１月

に出された状況から見ると３億ぐらい上がっているというのは、それは致し方ないのかなと思い

ますが、部分的に改修、それから冷房に関しては設置ということで進めていくんですが、これら

の部分に関しての内訳というものは資料的にないのでしょうか。課長。 

 

○生涯学習課長 

 内訳と言いますと、例えば今回お示ししております改修項目それぞれに幾らかかるかというこ

とでしょうか。 

 

○池下委員長 

 そういう計算をした後に校舎が５億８千万かかるとか、屋体が８千 300万とかの数字が出た

はずなので、そういった数字の資料を議会に提出する予定はないんですか。 

 

○生涯学習課長 

 今後、提出をしてまいりたいと思います。 

 

○池下委員長 

 わかりました。他、よろしいですか。それでは、生涯学習課全般通して何か御質問があればお

受けしたいと思いますが。よろしいですか。 

 生涯学習課、これで終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○池下委員長 

 引き続き、総務課を行いたいと思います。１点、教職員住宅の活用についてということで説明

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、現在、旧新栄小学校をはじめといたしまして閉校と

なった校舎の今後の活用をたびたび協議させていただいておりましたが、併せてある程度方向性

が見えてきました、教職員住宅の活用について担当より御説明させていただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 担当。 
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○管財Ｇ総括主査 

 それではご説明いたします。１ページ目お開きください。旧教職員住宅でございます。旧教職

員住宅につきましては一部の住宅につきまして教育委員会より教育財産から普通財産に移管さ

れてございます。４月に移管されました旧教職員住宅の現況概要がこちらでございます。まず上

段、旧新栄小学校教職員住宅でございます。先般、新栄小学校の解体に関します説明の中でもご

説明申し上げてございますが、平成３年築の１棟１戸、平成 10年築の 1棟 2戸の 2棟につき

ましては、新栄小学校解体の中に含めず利活用していくこととしてございます。想定としまして

は観光協会等の団体に移住お試し事業などで利用できるように貸付を行っていきたいと考えて

ございます。なお、本年度につきましては解体作業中でございまして重機機材等の出入り等もご

ざいますので安全確保のためにも貸付自体は来年度以降と考えてございます。 

 次に下段の旧光岳小学校教頭住宅でございます。こちらの方は札弦の市街地、ちょうど札弦駐

在所の裏手の方にございます。平成 15年築の平屋建てとなってございます。現在のところ新栄

小学校教職員住宅と同様に貸出を行うことを考えておりますが、こちらの方につきましては公募

等によります売却などができるか等も視野に入れながら調査をしていきたいと考えてございま

す。こちらにつきましては今後どうするか、なるべく早い時期に結果を出すようにしていきたい

と考えてございます。以上で説明終わります。 

 

○池下委員長 

 ただいま旧職員住宅の活用についてということで、担当から説明がありましたけれども何か御

質問ありませんか。堀川委員。 

 

○堀川副委員長 

 今、教職員住宅の今後の利用について説明あったわけですけども、光岳小学校については公募

売却等も含めてということでありました。旧新栄小学校の教員住宅についてはお試し住宅等を頭

に入れているということですが、お試し住宅としても非常に良い場所にもありますし、使い道と

しては十分理解できるところですけれども、まず順序として町内での需要がもしあるのであれ

ば、そちらの方を優先してはいかがかと思うところです。町内でも住宅に困っている、住宅を探

している若い世帯もうかがっておりますし、そのような人たちがいるのであれば町内の方々を優

先に、まず新栄小学校の方も公募なり売却もある程度検討しても構いませんし、その辺の検討を

してはいかがかと思いますがいかがでしょうか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 旧新栄小学校の教員住宅に関しましては当初は解体ということで提案させていただきました。

その中で２棟に関してはまだ年数からいっても、まだ利用価値があるのではないかということで

2 棟を残して活用を考えたところでございます。そこで考える部分につきましては２棟の活用

方法としてはお試し住宅として。お試し住宅への希望もある中で、その方が一番活用として図れ
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るかなというふうに考えております。その中で今おっしゃられました一般向けの貸出という部分

ですが、その場合公募をかけた中で、特定の方というのはいませんので公募かけた中で住んでい

ただいて、その中で公営住宅と同じように管理していかなければならない部分があると思いま

す。当然、修繕、その他の部分で継続して、経費も管理する部分にかかってまいりますのでその

分の経費をかけるのはいかがなものかなと申しますのと、あとこれとは全く関係ない話になりま

すけれども過去に貸し出した住宅の方で退去の部分でなかなか合意を得られないという前例も

ありますので、貸すという選択をした場合には、観光協会の方に関して観光協会の管理の中で希

望者の中に貸すというような形を今考えております。 

 

○池下委員長 

 堀川副委員長。 

 

〇堀川副委員長 

 まず順序としてまず町民優先ということで進めていただきたいと思います。その中では賃貸さ

れるとなると、あそこの住宅もまだ使えるとは言え、屋根の塗装が傷んできたりだとか、いろん

なネックも抱えているのも事実ですので、ある意味賃貸、売却いろんな面を考えて検討していた

だきたいそのように思います。 

 それと、あの住宅、そもそも論になってしまって申し訳ないですけれどもネックとして水道の

問題があります。新栄小学校の跡地を解体する、更地にするということですけれども水道の施設

が残ってしまえば、完全な更地にはならないということ。そして解体工事の時に万が一破断をし

てしまう可能性、そういう心配もあるということで、住宅、学校の跡地全体を含めてさらに良い

検討ができればと思いますので是非その辺よろしくお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 新栄小学校の部分に関しましては、今私の方で答弁したとおりなんですが、幸いにまだ解体の

方で時間がございますので、その中で今堀川議員のおっしゃられたことも十分勘案しまして、

少々お時間がかかりますけれど再度協議させ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 

 町当局の苦しい立場とか色々と議会からの意見案、調整案を出さざるを得ない状況の中でご苦

労されていると十分理解します。ただ先ほどから聞いていると、結局検討調査という言葉を繰り

返しで、光岳小学校の教頭住宅も数年間空き家状態。さらに何を調査するのか。行政としてはあ

る一定の議論を進めているわけですから、ある期限を切って、しっかりと方向性を見定めて全員

一致であればそれはよろしいのでしょうけれども、難しい部分ある中ある一定の方向のブレがあ
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んまりないように早めに決定をして結論を出して事業として施策としてやっていくというのは

必要になっていくのではないか。結局新栄にしても最初壊す、移住の関係、そしてさらに今回は

検討、光岳についても検討でまた今年は調査という表現になっていますけれども、そんなに難し

い課題ではなく、ある一定の方向性をきちんと出して半年とかそういった期間を定めた中で、施

策として方向をきちんと定めて議会に提案されるのが本来のあり方じゃないか。このまま行くと

先送りにならざるを得ない。担当の部局として辛い部分はわかりますけれども、結局全て先送り

施策になってしまうという弊害がもう既に出てきているというのが実態じゃないかと思います

ので、その辺はある程度しっかりと決断をした上で施策的な展開を進めていただく。これが肝要

じゃないかと考えますが、担当課長としてどのように捉えられているか。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 時間がかかると申し上げましたが、決まった時点で早い時期に更なるご提案はさせていただき

たいと思っています。まず新栄小学校につきましては、町としては先ほど申し上げたとおり、お

試し住宅ということを考えている部分には変わりございません。ただその中で当然皆さんのご同

意も当然必要になるかなという部分で色んな御意見をいただいた中で御納得された中で事業を

進めたいという考えもございます。 

 それで、もし貸す部分となれば一般に貸付ける部分では先ほど話したとおりの問題も発生しま

す。売却というお話もありますがそうなった場合には、今一筆の広い土地に家が建っていますの

でその分の分筆が可能なのか。技術的には当然可能ですけど、売却、切り売りするのはどうなの

か。また学校の閉校記念碑もありますので、その部分も建っていますから、その部分は当然町有

地として残さなければならないというふうに考えていますのでその辺を整理した上で整理でき

れば売却という選択もできますのでどちらかの部分を検討して早い時期にまたご提案させてい

ただきたいと思います。 

 もう１つ、光岳の方に関しましてはもう普通財産としてございます。それで貸すか、また売却

というのも可能と考えておりますのでこの中でご同意いただく中で早く進めることが肝要と考

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 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 新栄小学校の件で観光協会貸付けということで次年度以降で考えていると。色々観光協会のお

試し住宅の件で緑にもやはり同じように今回もお試し住宅という形で居住された経過もないわ

けではないと思います。基本的に町の財産の中で観光協会に貸し付け、そして観光協会がまた移

住定住の絡みでまたその第三者に貸し付け、商売で言えば不動産の又貸しですよね。短期間とい

えども。それで修繕は全て行政負担。それが本当に果たしてこの貸付事業が機能しているのか、

疑問な部分なんですよ。本来であればある程度観光協会に売却なりそういう形であって、観光協
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会がお試し住宅として機能して賃借料という形で徴収するのであればわかりますけども町は観

光協会へ貸しています。同じように契約の中で観光協会はお試し住宅として来た人に入居させ

る。そういう部分でどうなのかな。本来であれば不動産の賃貸借であるならば、ある程度の２年

だとかの契約を求めていけば先ほどトラウマで美里の例を出しましたけども永住権ではないで

すよね。そういうような契約の仕方を。要するに賃貸借契約を期限付きで設ければ退去命令は出

せるわけですし、そこら辺もやはり今後の中で色々検討できる部分はあると思いますから、やは

りここら辺はまたここで１年先に延びましたよね。新栄小学校も正直。光岳の場合は同じように

調査しながらやると言いましたけども、すぐできる部分じゃないのかと思うんですけども何があ

るのかなというのが根本的に思うところなんですけども、何が問題なんでしょうかね。この固有

財産に関しての処理の仕方。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 管財で管理しています個別の住宅に関しましては一般的には貸し出ししていないというスタ

イルを今まで取ってきております。その中で理由としましては先ほど申し上げたことが主な公営

住宅と同じような管理をしなければならないことが可能かどうかという部分でその辺がネック

となっているというふうに私としては理解しております。 

 それで今回の件につきましても、既存である住宅を再利用するとなれば、真っ先に思いつくの

が賃貸として要望が多いお試し住宅としての貸出が１番町全体として有効活用になるのではな

いかなというそういう考えから観光協会の方に貸出、仲介をとっての現実的には貸出ということ

になりますけど。そうなりますとその途中での修繕とか公営住宅のような維持管理費というもの

は削減できるのかなと。なるべく管財住宅に関しましてもその後の維持管理費というようなそう

いうランニングコストはあまりかけたくないという思いもありますので観光協会の方に貸すと

いうのが真っ先に考えてしまいますけど、今御意見ございました例えば観光協会の方に売却でき

ないのかとかその辺の部分の検討はまだしたことがなかったのでそういう御意見もあった中で

再度同じ答えになりますけど、賃貸また売却も含めた形でもう少しこの新栄の方に関しましては

お時間をいただきたいと思います。光岳の方に関しましてはなるべく早い時期に結論を出して進

めたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇池下委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 課長の説明のとおり、賃貸というのを行政がやるというのは大変難しくて修理修繕だとかその

維持費に対して責任を負うというのは重々わかります。だからある程度の公有財産の売却という

手法がやはり一番こういうご時世の中でべストな形かなと思いますので、賃貸借は本当に難しさ

がありましていろんな維持費なり目に見えない部分ありますから、本当にそういう方法がいいの

かなという部分で質問させていただきましたので、そこら辺も含めて今後の中で検討していただ
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きたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 個別になりますけど結論が出た段階で再提案させていただいて、できればご同意いただいた上

で進め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 

 他にありませんか。この件に関してよろしいですか。それでは、総務課通して何か御質問があ

りましたら。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 

 恐らく担当は総務課ということになるかなと思いますけど、今回のコロナウイルスの関係でも

職員の部分の管理体制というか、危険を回避するという部分でどこも色んなことで対応されてい

て、幸いにもうちは出てないわけですけど、依然として仕事体制の中ではそんなに間隔を取るこ

とは可能な状態ではないと。あと、窓口業務で一般の町民、最近はあまり人の移動はないんじゃ

ないかと思いますけど、他町村からの色々な用事があるという部分もありますけど、そこら辺に

ついて今後の管理体制というかそれら含めた部分をお聞きしたいと思います。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 御存じのとおりコロナに関しましては予想以上の長期間にわたった対応が強いられていると

ころであります。庁舎含めて役場の管理施設については除菌という部分では朝の掃除等に次亜塩

素酸水を用いた消毒を毎朝行っておりまして同時に窓を開けて換気を行っております。今現在考

えていますのはそれ以外にどうしてもマスクに関しましてはなかなか入手できないという現状

もございますので、必ずつけなさいというのは強制まで出来ない部分で窓口には常時お客さんが

来る中で、窓口の部分に飛沫防止のためのカードのために、ビニールをつけて飛沫が飛ばないも

のを今ちょうどサンプルを１つそれを数作りまして役場、それ以外の関係する部署に配りたいと

いうふうに考えております。それ以外では今後良い方法があれば引き続きや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 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 
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 基本的に移さない、当然移らないという形の部分で、職員の中で一人でも出ちゃうと機能しな

くなるような形になっていくと思うんです。そういう部分では万全に注意をしてというのは必要

ではないかなと思っています。 

 窓口の部分なんですけど、頻繁となると町民課がすごく多いところなのかな。そんなことも含

めて町民会館を利用してみたり、隔離と言ったらおかしいですけども一般職員とそんなに接しな

い形のものも必要ではないかなと思ったりもするものですから、出てないからではなくてそうい

う部分で今後の出た時の対応とかそういうものを含めて検討されてはいかがかなと思いますけ

ど。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 幸い出ておりません。ただ、出たことを想定しなければならない部分ございますので、どこま

でやっていいのか、どこまでできるのかというのは大きな課題ですので、可能なものは進めてま

いりたいと考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 関連してなんですけど、課長からお話あった通り、職員の方が限られた人数で業務をしている

という実態の中で、感染したり何かすると役場の機能が全部ロックダウンしてしまうという。国

の中央官庁なんかでは２交代勤務だとかまた時差勤務だとか。学校が今回緊急事態宣言の間につ

いては自宅勤務も含めてやっていく。なかなか役場そのものについては出来ないというふうには

思うんですけれども、できる範囲のものについては職員がそういった感染の対象になるリスクと

いうのは非常に高い。特に窓口での業務、それから出先、出て行って直接住民の方と接する部分

とか、そういったことも含めて先ほど飛沫の関係やっていくんだというお話ありましたけれども

できる範囲の予防というものが必要じゃないかと思いますので、やりすぎると町民の方からそこ

までやる必要があるのかと反発があろうかと思いますけど、それを気にしていたら何も出来ませ

んので長期戦に向けて感染予防という形が大きな職員にとっても課題となっていると思います

ので、十分職員の方々の安全確保について担当の総務課として意を用いていただきたい、このよ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今回の件に関しまして国の方も時差出勤だとか分散してのことが流れてきております。大きな

町においてはやっているところも幾つかございますが、その部分に関しては注視はしておりま
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す。ただ、現実的な部分でおわかりいただけると思うんですけど、なかなかそういうものに我々

の職場というのは難しい部分が数多く、また特定の情報を持っている部分でそれを持ち帰って家

で業務を行うというのもまたその難しさもあります。 

 ただ、今現在近くで幸い出ていない中でこうなっておりますけど、これが例えばかなり近いと

ころで発生した場合、またそうも言っていられない部分も出てくると思いますのでその段階にな

った時には出来るような準備は今のうちからしておかなければならないなと考えております。 

 

○池下委員長 

 他、よろしいですか。それでは総務課を終わりたいと思います。ご苦労様です。 

 

○池下委員長 

 大きな２番、次回委員会の開催について、よろしくお願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、５月 21日木曜日、各種委員会室となっておりますが、この会場

で行う予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長 

 大きな３番、その他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６回総務文教常任委員会を終了いたします。御苦労さまです。 

 

 （閉会  午前 11時 39分） 

 


