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第１０回総務文教常任委員会会議録 

平成３０年 ８月３１日（金） 

    開 会   午前  ９時１０分 

    閉 会   午前 １１時０３分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●企画政策課 

  ①平成２９年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

  ②平成３０年度一般会計補正予算（第２号） 

  ③平成３０年度一般会計補正予算（第３号） 

 

 ●総務課 

  ①平成３０年度一般会計補正予算（総務課所管分）専決処分 

  ②平成３０年度一般会計補正予算（総務課所管分） 

 

●消防清里分署 

  ①平成３０年度一般会計補正予算（清里分署所管分） 

 

●生涯学習課 

  ①清里町立学校設置条例の一部を改正する条例 

  ②平成３０年度一般会計補正予算（生涯学習課所管分） 

 

 

２．意見書について 

  ①道教委「これからの高校づくりに関する指針」を抜本的に見直し、すべての子どもにゆた 

かな学びを保障する高校教育を求める意見書について 

 

 

 

３．次回委員会の開催について 

 

 

４．その他 
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○出席委員（７名） 

    委員長  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  河 口   高    委  員  池 下   昇 

       委 員  伊 藤 忠 之    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  村 島 健 二 

※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 

■企画政策課長     本松 昭仁    ■まちづくりＧ総括主査 水尾 和広 

■まちづくりＧ主査   田中 誠之    ■まちづくりＧ主査   半澤  忍 

■総務課長       伊藤 浩幸    ■総務課主幹      梅村百合子 

 ■管財Ｇ総括主査    吉田 正彦     

■消防分署長      岡崎  亨    ■警防係長       山田  司  

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

■学校教育Ｇ総括主査  新輪 誠一 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第１０回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

○勝又委員長 

おおきな１番、町から協議報告事項、企画政策課３点ございます。課長。 

 

○企画政策課長 

 説明をさせていただく前に、この後産業まつりの準備がございまして、作業服で説明させて

いただくことをお許し下さい。それでは、担当の方から説明いたします。 
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○勝又委員長 

 ①平成２９年度健全化判断比率及び資金不足比率について。担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは私の方から平成２９年度の健全化判断比率及び資金不足比率の状況について説明

いたします。 

まず１ページをお開きください。この件に関しましては、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律の規定により、議会に報告するものであります。また、同法第３条第１項の規定にお

きましては、毎年度において、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した

書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、

公表しなければならないと規定しております。また、同法第２２条第１項におきましては、資

金不足比率について、同じく議会への報告及び公表をすることについて規定しております。ま

ず、上段の表になりますが、健全化判断比率につきましては４つの指標により、地方公共団体

の財政状況を判断するというものであります。 

まず初めに、実質赤字比率でございますが、これは一般会計等の実質赤字額を標準財政規模

で割った比率を指しておりまして、本町においては表の中に数字が記載されておりませんが、

これは歳入から歳出を差し引いた額に赤字が生じていないということによるものでございま

す。なお表にありますように、黄色信号であります早期健全化基準は１５％以上、赤信号の財

政再生基準は２０％以上となっております。 

続きまして、連結実質赤字比率につきましては、一般会計から特別会計まで合算しました連

結実質赤字額を標準財政規模で割った比率を指しております。 

本町におきましては、簡易水道事業と農業集落排水事業の公営企業会計を除く会計の合算で

算出をいたしております。こちらも赤字額が生じている会計はございませんので、表の中に数

字は記載されておりません。なお早期健全化基準は２０％以上、財政再生基準は３０％以上と

なっております。 

次に、標準財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す実質公債費比率につきまして

は、平成２９年度は９．５％となっており、前年度に比べまして０．２％の増となってござい

ます。増加の原因といたしましては、パパスランドの改修事業などの起債にかかる元金の償還

開始によるものなどとなっております。実質公債費比率の早期健全化判断基準は、２５％以上。

財政再生基準は３５％以上でございまして、それぞれ大きく下回っているという状況でござい

ます。 

次に債務負担や一般会計以外の会計の地方債償還見込額を含めた負担比率を示す、将来負担

比率につきましては、債務負担行為負担見込額及び地方債残高が減少していることなどから、

平成２４年度より数値については発生しておりません。最後に中段の表にあります資金不足比

率ですが、公営企業会計における資金不足額を事業の規模で割った比率を指しております。本

町における公営企業会計につきましては、簡易水道事業特別会計と農業集落排水事業特別会計

が該当し、歳入から歳出を差し引いた額につきましては、ともに収支は黒字となっております

ので、資金不足は生じていない状況でございます。そのためこちらも数字は記載されておりま

せん。なお、経営健全化基準は２０％以上となっております。 



 

- 4 - 

ただいま御説明いたしましたとおり、本町においては健全化を判断するための４つの指標及

び資金不足比率については、それぞれ基準以内の数値となっておりまして、財政健全化計画等

を作成する必要がないということになります。なおこの健全化判断比率につきましては、現在

監査委員の審査に付している状況でございまして、意見書が提出された後に議会報告し、その

後公表する予定となってございます。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま平成２９年度健全化判断比率及び資金不足比率についての説明がございました。各

委員の皆さんから意見質問等ございましたら。ありませんか。②番平成３０年一般会計補正予

算（第２号）について。担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは私の方から、平成３０年一般会計補正予算第２号について御説明いたします。２号

補正につきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、８月８日付で専決処分を

いたしておりますのでご承認を賜りたいと存じます。 

それでは２ページをお開きください。事業内容につきましては、前回の常任委員会におきま

して、担当であります総務課より、既に説明がなされておりますとおり７月の西日本豪雨災害

の被災地に対する義援金を補正するものでございます。 

今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ１００万円を追加し、予算の総額を５２億７

千３２５万７千円とするものでございます。 

まず歳出につきましては、総務費において、平成３０年７月豪雨災害義援金事業といたしま

して、１００万円の補正となってございます。歳入につきましてはこの１００万円を地方交付

税により財源充当いたしております。次に３ページをご覧ください。こちらでただ今御説明い

たしました事業の内容財源内訳について記載しております。２款総務費ということで、ただい

ま御説明いたしましたとおり、補正額につきましては１００万円財源は地方交付税でございま

すので一般財源となってございます。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 平成３０年度の一般会計補正予算（２号）についての説明はございました。委員の皆様方か

ら意見質問等受け賜ります。ありませんか。終わりたいと思います。③平成３０年度一般会計

補正予算（３号）について担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 私から平成３０年度一般会計補正第３号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。今回の補正につきましては歳入歳出それぞれ４億６千７８万８千円を追加し、予算

の総額を５７億３千４０４万５千円とするものであります。なお、表の右側主な内容につきま

しては、今回の補正に係る事業について掲載をいたしております。 

はじめに歳出からご説明申し上げます。まず総務費です。温泉施設修繕事業につきましては、

緑清荘及びパパスランドの修繕に１５０万円、基金積立事業につきましては総務費寄附金の財

政調整基金への積み立てに１１５万円、交通安全、防犯推進事業につきましては、横断歩道整
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備にかかる歩道切り下げ工事２３０万円、総務費合計といたしまして４９５万円となってござ

います。 

続きまして民生費でございます。福祉医療従事者人材確保支援事業につきましては、町内の

福祉介護医療従事者による人材確保事業の対象者の増に伴う補助額の追加分といたしまして、

１２５万円。障害者生活支援事務事業につきましては、障害介護サービス費の基準改正に係る

システム改修に２３万８千円、障害自立支援過年度返納金事業につきましては、平成２９年度

の実績に伴う返納金といたしまして、１８万円、国民年金システム改修事業につきましては法

改正に伴う国民年金システムの改修に３５万１千円、児童手当支給事業が８万９千円と、子ど

も子育て支援交付金事業の７１万９千年につきましては平成２９年度実績に伴う返納金とな

っており、民生費合計といたしましては２８２万７千円となってございます。 

衛生費につきましては、清里町診療所支援事業に４千万円、国民健康保険事業特別会計の繰

出金に３３０万円、農業集落排水事業特別会計繰出金は繰越金の確定に伴って、３５９万２千

円の減額となってございます。衛生費の合計は３千９７０万８千円となっております。 

農林水産業費につきましては、気象情報システム管理事業といたしまして、既存のNTTの

環境センターから気象情報環境センサーに変更を行う委託料として４８万９千円、産地パワー

アップ補助事業につきましては、ＧＰＳ等の導入支援として、４億５００万円となっておりま

す。こちら全額が道補助金からの間接補助となっております。また酪農草地の改修整備補助に

２１０万円となっており農林水産業費合計といたしまして、４億７５８万９千円となっており

ます。 

次に消防費でございますが、人事異動昇格に伴う人件費の増額と分署長の異動に伴う被服装

備品にかかる消防組合清里分署負担金といたしまして、１５１万７千円となってございます。 

教育費でございますが、学童保育の利用者の増加に伴い、学習センター創作活動室の改修事

業により、活動室の拡張工事請負費といたしまして１６２万円、学童保育備品購入事業といた

しまして、ランドセルロッカーの購入費に４５万１千円を計上いたします。また、通学バス停

留所等整備事業につきましては、小学校の統廃合による通学バスの全面見直しに伴い、必要と

なる停留所や駐輪場の整備を行うもので８３万円、給食センター施設修繕事業につきまして

は、長期ボイラーの修繕料といたしまして１２９万６千円となっており、教育費合計といたし

ましては４１９万７千円となってございます。 

続いて上段の歳入につきましてご説明いたします。まず、地方交付税につきましては、今回

の補正予算に係る一般財源分といたしまして、５千１４７万６千円を計上いたします。国庫支

出金につきましては、国民年金事務費委託金として２８万９千円でございます。こちらは国民

年金システム改修事業の財源となってございます。道支出金につきましては、産地パワーアッ

プ事業補助金といたしまして、４億５００万円。諸収入につきましては、障害者自立支援給付

費負担金の過年度追加交付金といたしまして２８７万３千円、寄附金につきましては３件の寄

附、合わせて１１５万円がありましたので補正予算に計上いたしております。歳入歳出の補正

額は、それぞれ４億６千７８万８千円となり、補正後の予算額は５７億３千４０４万５千円と

なります。 

続きまして５ページ及び６ページには、今回の補正予算の概要で１００万円以上のものにつ

いて記載をいたしております。この後各課よりそれぞれの事業の詳細について説明がございま

すので、ここでは省略させていただきます。 
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私の方からは、企画政策課所管分の補正に係る概要説明させていただきます。それでは５ペ

ージをご覧下さい。 

２款総務費の２段目にございます、寄附金基金積立事業でございますが、総務費寄附金を財

政調整基金へ積み立てるものでございまして、財政調整基金積立金として１１５万円の補正と

なってございます。財源はその他といたしまして１１５万円となっており、全額が寄附金とな

ってございます。その下の交通安全防犯推進事業でございますが、交通事故を防止するため、

町内各学校の通学路に横断歩道の整備を行うものでございます。網走信用金庫前の１５号道路

及び柳谷さん宅前の１６号道路の横断歩道整備に係る歩道の切り下げ工事を行うもので、合わ

せて１３０万円の補正となってございます。財源は全額一般財源となっております。次の７ペ

ージから１０ページが工事箇所及び工事内容の図面となってございますので、参考にご覧いた

だきたいと思います。 

以上が平成３０年度まで会計補正予算第３号の概要でございます。以上で説明を終わりま

す。 

 

○勝又委員長 

 平成３０年度一般会計補正予算（第３号）についての説明がございました。委員の皆様方か

ら。池下委員。 

 

○池下委員 

 今、説明があった寄附金、基金の積み立てに１１５万円あったと思いますが、差支えなけれ

ば氏名の公表はまずいですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ４月の１９日に大町氏から５万円を町の振興発展のために御寄付をいただいて、それから５

月２８日に二杉氏より町の振興発展のために１０万円。それから７月１１日村尾氏より１００

万円の御寄附を頂いております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さんありませんか。なければ、企画政策課全体をとおして何かあり

ましたら。ありませんか。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 参考までちょっと聞かせていただきたいんですけど、２ページにありました災害義援金は今

までも何回か出している状態ですが、災害の規模等、あと金額の算定基準みたいなものは何か
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あるんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長 

 

○企画政策課長 

詳細につきましては総務課の方から御説明あろうかなというふうに思います。当町でも町村

会等々の確認やそれぞれ市町村間で実質的にどれ位出すのかという近隣の市町村の調査等踏

まえて出しているという現状でございまして、こういう規模であればこれだけの金額というこ

とも規定は特にないと。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。委員さんからありますか。無いようですので、以上持ちまして企画政策課

３点について終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 引き続き総務課２点ございます。課長。 

 

○総務課長 

 それでは、総務課関係の協議報告事項につきまして御説明をいたします。まず１つ目が補正

予算の専決処分の関係でございまして、前回８月８日の委員会でもご説明させていただきまし

た。平成３０年７月豪雨災害にかかる義援金の関係でございます。２の補正につきましては、

御寄附をいただきましたものの歳入、また温泉施設に係る修繕の関係の補正でございます。担

当より説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいます。なお提案の２つの案

件終了後、若干御案内、報告などさせていただきたいというふうに、関係がございますのでよ

ろしく、お願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○総務課主幹 

 第２号補正予算専決処分の概要についてご説明させていただきます。１ページをご覧くださ

い。科目は、歳出款総務費、項総務管理費、目一般管理費事業内容は、平成３０年７月豪雨災

害義援金事業としまして、台風７号の大雨被害により甚大な被害を受けた地域に日本赤十字を

通して義援金を送るものです。８月８日の総務文教常任委員会にて了承いただきましたので、

同日付で補正予算の専決処分をさせていただいたところです。なお、８月８日に送金処理が完

了しておりますので、併せてご報告いたします。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただいま①３０年度一般会計補正予算専決処分についての説明がございました。委員の皆さ
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ん何かありませんか。なければ終わります。②平成３０年度一般会計補正予算総務課所管分に

ついて。担当。 

 

○総務課主幹 

 平成３０年度一般会計補正予算第３号の概要の歳入について説明させていただきます。２ペ

ージをご覧ください。歳入、款寄附金、項寄附金、目総務寄附金、節総務管理費寄附金です。

清里町振興発展のために御寄附いただいた３件、合計１１５万円を歳入の補正予算として計上

いたします。なお、全額を財政調整基金として積み立てることとし、計上されていますのでご

報告いたします。以上で歳入の説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 続きまして、歳出について説明をさせていただきます。２款総務費、２項総務管理費、２目

財産管理費、事業名温泉施設修繕事業です。温泉施設の修繕につきましては２カ所ございます。 

１点目につきましては緑清荘の大型冷凍庫冷凍機を入れ替え更新するものでございます。緑

清荘の大型冷凍庫は、当初から設置されており平成５年に現在の場所に移設されたもので経年

劣化により使用に支障を来していることから、冷凍庫の機械部分である冷凍機を入れ替え更新

するものであります。修繕費用は、修理期間中の貸し冷凍庫代を含めて、１７９万４千９６０

円でございます。 

２点目は、パパスランドの温水配管と厨房エアコンの修繕でございます。温水配管について

は、温泉系統の温水の配管に異常が生じたことから、温水配管、温水タンク、熱交換機の清掃

と点検調整を行うものです。厨房エアコンについては、厨房の天井に設置されているもので、

日常の維持管理業務の中で、フィルターの清掃等を行っておりますが、本体の奥深くまで油汚

れ等があり、衛生的に問題があるため、本体を外して分解清掃を行うものです。修繕費用は温

水配管とエアコン一式で７０万円でございます。２カ所、合計で２５０万円を計上いたします。

財源は一般財源となります。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 平成３０年度一般会計補正予算を総務課所管分について歳入、そして歳出についての説明が

ございました。委員の皆様方から河口委員。 

 

○河口委員 

 緑清荘とパパスランドの修繕費ということですが、緑清荘については平成５年に移設され

て、もともとこの機械は、いつの物なのかということと、もう一点はパパスランドの件で温水

配管及び厨房エアコン修繕７０万円とありますけれども、この詳細についてお知らせいただき

たい。 

 

○管財Ｇ総括主査 
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 まず１点目の緑清荘の冷凍庫はいつのものなのかという部分ですけれども、備品台帳の方

に、詳細な記載がないということでいろいろ聞き取り調査をしたしましたら、当初の方から緑

清荘の方に設置されていたという部分でございますので、正式な何年購入というものについて

は、資料の方が見つからないという状態でございます。それと、パパスランドの７０万円の内

訳ですけれども、温水配管の清掃に５０万円、厨房エアコンの修繕に２０万円となっておりま

す。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 緑清荘の件ですけれども、いつのものか解りませんではおかしいだろうと思います。いつの

商品で、これについては修繕ができませんというのが必要で、そこに初めて入れ替えという話

があると思います。従来の緑清荘で使ったやつですよというような当然そこに機械の型番です

ぐわかる事なんです。この辺はやっぱりきちんと報告された方が良いかなと。これについては、

金額もかなりはることですし、それは必要な部分なのかなと思います。 

それとパパスについては、温泉施設については町がメンテナンスしなきゃいけないことなの

かなと思いますが、厨房エアコンというのは、あそこで商売をされていて、奥の部分で非常に

面倒ですということが説明されましたけども、ここで商売されている人が清掃だとかその辺は

助成する問題ではないんだろうと思います。意味合いが違う。あそこで商売されて、単独で厨

房の作業でその清掃のために町が助成するというのはちょっと意味が違うのかなという気が

するんですけれども、恐らくエアコン清掃っていう名目の中で実際は違いますよ。修理の部分

になる、それはもう修理は終わって清掃の部分だけで２０万なのか、この辺はもう一度ちょっ

と詳細に説明頂きたいと。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 今回パパスランドのエアコンですけれども、主なものとしては、本体を取り外しまして分解

して清掃を行うというのが主な内容でございます。動かした時に奥のほうから油の汚れが出て

くる時があるという部分がありましたので、衛生的に問題があるということで行うと、日常的

に維持管理の方はしていただいております。フィルター等の清掃もしておりますけれども、日

常的な業務の中では清掃ができない部分、奥深くの部分については、取り外して分解して清掃

しなければいけないという部分でしたので、今回町の方で予算を計上したというものでござい

ます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 
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○河口委員 

 これはまだこれからの処置の問題ですよね。厨房エアコンはもともと壊れています。春先以

前に壊れていて、それの修繕費じゃないんですか。清掃で２０万円なんてありえない話ですよ。

その辺は現状をちゃんと見られているのか、その辺をちょっとお聞きしたいのですが。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 エアコンにつきましては、春先に壊れているということで修繕はしております。室外機のコ

ンプレッサーを交換して修理は行っておりますので、問題なく動く状態ではございます。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 まず緑清荘の冷蔵庫につきましては先ほど備品として入った年数についてはきちんと調べ

ていきたいと思いますし、今回冷凍庫が急遽故障で２つあるんですが、１つが完全に使えなく

なったということで冷凍に支障がおきるということで、今回急ではありますが補正をさせてい

ただきたいというふうに考えております。 

パパスの関係でございますが、今、河口委員からあったとおり、春先からの故障につきまし

ては、温泉施設修繕費の中でその部分については今回の補正ではなく対応させていただいたと

ころでございます。今回のエアコンの部分は清掃であったり、修繕でございますが施設の関係

でございます。レストラン関係でございますが、先ほど言ったとおり、通常の拭くなどの清掃

は厨房については、頻繁に衛生的に保たなきゃならないということでやっていただいていると

ころでございますが、設備的な中の部分について、当初から行っていなかった部分もありまし

て、今回、熱交換それから厨房のエアコンの部分で補正をさせていただきまして、修繕清掃等

々点検も含めて、実施させていただきたいというふうに思っているところでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

細かい話をして大変申し訳ないですが、それは私自身が過去の経験からいろんなことで、知

識ということでは私は十分あると思ってますんで、質問させていただいているんですが、春先

の修理についてもちょっと異論はあります。できる限り地元で処理していただきたいなという

のが私の意見です。中身については、細かいことなので言いませんけれども、これからもでき

る限り地元で処理してもらうということをぜひやっていただきたいなということと、先ほどの

２０万の清掃費、あそこで仕事をされて、そこで利益を得て、商売されて清掃とかいう問題は、
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町が助成する問題ではないと思うんです。清掃などのこういう管理費はやっぱり自前でやって

いただきたいと。町がやるから２０万という数字になってくるんだろうと思います。当然こん

な値段はなく十分できるだろうと思っていますので、そこで仕事を営んでいる方で商売されて

いて、それをやるための維持管理の費用は町が助成する問題でしょうか。それの判断基準は皆

さんでいいけれども、どうなのかというと、逆に緑清荘も全部そうですかということになりま

す。緑清荘さんも、自前で厨房関係の掃除だとかやはり入れ替えだとかそれも全部やっていま

す。パパスは掃除についても助成する、修理っていうことだったらわかりますけども、掃除で

あれば自前でやるべき問題じゃないのかなと思うんですけれども、もう一度、どういう考え方

をしていくか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 私も含めてちょっと説明不足の所があったというふうに思います。特にパパスランドのエア

コンの関係でございますが、この設備につきましては当然町の方で設置している施設の必要な

機器ということで設置をしたところで、実際は厨房の方というか、会社の方でも厨房レストラ

ン経営ということでそっちの方で通常の管理は行っていただいているところでございます。 

今回清掃と話しましたけども、一部修繕に近いんですけども、不具合が生じております。清

掃とそれに伴う一部修繕に近い部分ということでご理解いただきたいと思うんですけども、機

械が外の部分だけではなくて、修繕も兼ねて清掃も含むということで、うまく説明できません

けどそういう形で今回補正予算も計上していただいているということであります。通常の拭く

清掃とかそういうようなものについては当然向こうの方でやっていただくと考えております

が、施設の設置の目的としている部分の機能維持のためには町の方も内容等精査しながら、修

繕等またはそれにまつわる機能改善のために経費を負担していきたいというふうに考えてお

りますので、ご理解いただければというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 ほか委員さんからありますか。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

営業を営んでいる町施設という部分での仕様書の関係の中におけるその修繕あるいは修理

そういうものが高額なものについては按分するだとかいろんな要件があると思うんですが、そ

ういう細かい内容についてもう一度点検をされて行っていくということが必要な部分がある

と思いますんで、その辺もう一度検討重ねて、今言われたような問題が起きないような指導運

営を行っていただきたいと思います。 

 

○総務課長 

 今加藤副委員長からあった御意見でございますが、パパスランドだけではなくて、いろいろ

施設があって指定管理の部分もあります。その他の委託している施設もあると思いますが、そ
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れぞれの契約書なり協定書の中で、また中身等精査しながら、今言われたことも含めて全体的

にきちんと町、指定管理を受けていただいている会社等も含めまして、もう一度その分きちん

と精査しながら進めていきたいというふうに思っておりますのでご理解いただければと思い

ます。 

○勝又委員長 

よろしいですか。他ありますか。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 できる限り地元業者を使ってくださいというのは、慣れていない仕事もやることによって１

つずつ覚えていくこともあります。出きる限り地元業者を使って、地元の町民力といいますか、

それぞれの企業の力をつけてもらうということでも、ぜひとも地元業者を出来るだけ使う工夫

をしていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今河口委員の御意見でございますが、当然施設の修繕とかだけじゃなくて、物品の購入等も

含めて、当然地元業者を使うというのは当然に思っておりますが、今回のエアコンの関係は地

元と言いますか長屋工業さんを通じて、今回はこれからですけども、春先からのメーカーに送

ったりだとか、いろいろあったかと思いますけども、そんな形で今回処理をさせていただいて

おりますが、今後そのような観点は十分考えながら進めていきたいというふうに思っていると

ころです。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。総務課全般を通してありますか。池下委員。 

 

○池下委員 

 ７月１２日常任委員会に、委員長がパパスの話で道の駅にも関わらず休んでいるという話を

されて、前回８月８日の常任委員会の中で、課長がどういうふうな状況になっているか説明が

あったんですが、人は入っているみたいですが７月の月曜日は休んでいるという話は私も聞い

ておりましたし、現在の段階で、月曜日ではなくて違う曜日に休んでいるという話がちょっと

聞こえてきたんですが、その辺のこと町と確認はとっているのか、お聞きしたいんですが。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 今の池下委員の御質問でございますが、先回の委員会でも若干説明させていただきました。

７月までについては、月曜日レストラン休日ということで、お休みしたということで、８月に

つきましてはパパスさっつるさんの方からお盆の曜日の関係については、８月は金曜日を休み

ということで前回報告をさせていただいたところでございます。その折１名、レストラン厨房

の職員の採用が決まったということで、その決まった職員がどこまで対応できるかわからない

ということで、それによって休みについてどうかということで、お話をさせていただきました。 

９月以降の関係でございますが、まだ慣れていないからもう少しと聞いております。最終確

認しているところでございます。後程報告させていただきたいというふうに思っております。

今言われたとおり週１回お休みしている状況については、今の関係で曜日が違っていたという

ことで９月から月曜日にしたい話がありましたが、それも含めて報告させていただきたいと思

います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 まだはっきりわからないんだろうけども、９月から月曜日だとか何曜日だとかというより

も、やっぱり繁忙期に道の駅だから、普通のレストランじゃないわけですから、うちの町に１

個しかない道の駅だから指定管理に任している分、そういう部分に関して休みをとること自体

は理解できない。それで厨房に２人入っているという話も聞いているので、それなのに平日休

みを取るということは、ちょっと理解できないですけれど、これがどういうふうな指導でやっ

て行こうとしているのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 レストラン営業の関係でございますけども、メインのシェフ以外に１名辞められるというこ

とを聞いたときから、そういう状況であれば困るということで会社の方に人の補充をして営業

してもらうようにというような話なり指導はずっとしてきたところでございます。ハローワー

クの方には、去年の秋１１月以降から募集をかけていたわけでございますが、その間、何回か

申し込みもありまして面接試験等もやったところでございますが、なかなかうまくいかなかっ

たということで、その状況等を聞きながらこちらでも早急に池下委員お話した通り道の駅でも

ありますし、お客さんがかなり来られるということもありますので、休みなく対応してほしい

ということをずっと言っていたわけでございます。シェフが一人辞めた関係上メインのシェフ

１人だけでは負担ということで、会社の方と相談して１日週１回、当面の間きちんとプラスア

ルファのシェフなり厨房を担当できる職員、採用まで週１回で休日等設けながらということで

お話を伺ってそのように進めているところでございまして、その辺については幾度となく改善

してもらえるようにということで今回も一人採用が決まったということで、なるべく休みはな
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いように過ごしているところでございます。 

９月につきましては金曜日を毎週ではなくて３回今のところ７日、１４日、２１日というこ

とで９月については休日を設けるということでございます。少しは毎週ではなくて休むことな

く、今後も営業してもらえるようこちらからもお話をしていきたいというふうに思っておりま

すんで、ご理解いただけたと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。全般を通してありますか。ありませんか。先ほど河口さん、そして加藤さ

んからも出ましたけれど、協定書の中身の精査というか、なかなか線引きが難しくて使ってい

る側の不可抗力とかいろんな感じのものは、書かれていると思うんですけど、普段の清掃を怠

ったことによる故障とかそういうものってのはきちっとやっぱり線引きした方がいいんじゃ

ないかなと思います。よろしくお願いします。 

次に１２０周年開町７５周年記念式典について。課長。 

 

○総務課長 

 まずは、委員長から言われたことも進めていきたいというふうに思っておりますんで、よろ

しくお願いいたします。 

１２０年開町７５周年記念の式典の関係でございます。皆様に御案内しているところでござ

いますが、内容等につきまして、改めて案内ということも含めて、お話しさせていただきます。 

９月２日でございますが、生涯学習センターの方で行います。内容次第については、８時４

５分から竜神太鼓の演奏１０名で行って頂くように進めております。開式の言葉から国歌斉

唱、黙とう、町民憲章表彰状並びに感謝状ということで記載の表彰、感謝状、それから来賓紹

介、祝辞、祝電報告、まちづくり宣言、未来へのメッセージ、友好都市の協定の調印というこ

とで、考えているところでございます。 

それで式典終了を１０時までにしたいというふうに思っております。１０時以降につきまし

ては、ふるさと産業まつりがモトエカ広場で開催されますので、またモトエカ広場で行います。

産業まつりのオープニングが北海道警察の音楽隊・カラーガード隊ということで、式典にやっ

ていただくために呼んだんですが、式典あわせた形で産業まつりの関連事業なもんですから皆

さんに見ていただく方法ということで、産業まつりステージの方でやっていただくということ

で、引き続き式典終了後そちらの方でオープンニングとして、北海道警察の音楽隊の以降につ

きましては、産業まつりの各種歌謡ショーですとかいろんな行事を行っていくということで式

典に参加された皆様も産業まつりの方で、参加体験をしていただければというふうに思ってい

るところでございます。 

それから同日でございますが、御案内するところでございますがニュージーランド訪問団の

歓迎パーティーということで、５時半から１時間半の立食パーティーで行いたいというふうに

考えてございます。場所はホテル緑清荘ということで内容については歓迎挨拶、訪問団挨拶、

記念品の交換等を予定してございます。参加者については記載のとおりで、４１名ほどになる

かなというふうに思ってございます。一番下ニュージーランドからの訪問団６名ということで

書いてございますが、タスマン地区市長のリチャード・ケンプソンさん、それからモトエカ議

会議員のポールコークスさん、それからモトエカ清里友好協会のメアリーラフレンツ、ジムラ
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フレンツ御夫妻、それから同じく友好協会の方でリチャードホーレルご夫妻ということで計６

名の方が清里町に来町されます。お忙しいと思いますが、よろしくお願いしたいというふうに

思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただいま清里町１２０年開町７５周年記念式典についての説明がございました。委員の皆様

方からありませんか。 

 

○総務課長 

 すいません、口頭で申し訳ございません。職員の採用の関係でございます。報告させていた

だきます。８日の委員会の時に中途採用の関係で１名９月１日からということで、お話させて

いただきました。元ホーマックに勤務された方ということで、予定どおり９月１日から採用し

て働いていただく、実際３日になるんじゃないかと思いますけどもそのような運びとなってお

ります。 

また、前回の委員会でも、池下委員から８月の２６日に私の方からも２次試験募集している

関係、職員採用の関係を行いますよということで、募集状況あるんだということが話されてお

りました。実際８月２６日に２次試験のほうを実施いたしまして、当日来ていただいたのが障

がい者枠で２名、それから保育士２名、消防の救急救命士１名が２次試験を筆記、面接、一部

実技もございます。今後、試験の結果によりまして、採用内定の手続きを進めたいと思ってお

ります。障がい者等については１名募集のところ２名だったということで、保育士については

３名募集のところ２名でございます。消防の救急救命士については、当初２名の申し込みがあ

ったんですけれど、当日来れなくなって、１名の募集の所、１名というような状況で２次試験

の方実施をさせていただいたところでございます。 

今面接の結果が出てくるんですけども、いろいろ筆記試験ですとかケーススタディー等の結

果が来週早々にも出るのかなというふうに思っているところでございます。結果によりまして

採用内定等の手続を進めていきたいと思います。現在その結果によってはまた人が足りないと

ころ、また保育士については３名募集で２名ということがございますし、結果のいかんに問わ

ず、足りない部分もございますので、その辺については早期にまた引き続き募集、手続等周知

等を行っ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。 

それからの最近新聞等でいま障がい者雇用の水増し問題がでております。本町の状況であり

ますけども国、地方公共団体の法定雇用率でございますが本年の４月から２．５％となってご

ざいます。本町につきましては１．２７％でございます。本町については水増しの報告はして

いなくて、不正算入しておらず、ありのまま現状の数値を報告しているところでございます。

それから障がい者手帳の確認等は行ってございます。ただ、いずれにしても、法定雇用率が２．

５で１．２７ということで、大きく下回っておりますので先ほども障がい者枠の関係を報告さ

せていただきましたけども、障害者の雇用にも努力をしていきたい。当然受け入れ体制の関係

もあるのかなというふうに思いますが、それらも含めて努力を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ので、新聞等で話が出ている関係について報告させていただきまし

たので、よろしくお願いいたします。 
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○勝又委員長 

 ただいま職員の採用について、説明がございましたけどありませんか。池下委員。 

 

 

○池下委員 

 今説明のあった枠の中でうちの町が１．２７という事で、今回１名募集に関して２名来てい

るということなんですけれども、２名とも雇うというふうな考えはどうでしょう。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今のところ募集しているのが１名ということで、その方が試験の結果が良ければというか、

こちらの方と合致すれば、採用していきたいというふうに考えてございますが、今後また試験

の結果にもよるのかなというふうに思います。前回の６月に１度障がい者枠の試験をやって、

その結果が余り良くなかったという部分で、採用に至らなかったということで、今回につきま

しても、今まだ結果は町の状態でございますが、現状で１名の予定でございます。ただ法定雇

用率が２．５ということで、その１名採用して、２．５％を超えるかというのは障がいの程度

とかいろんな関係がございまして、完全に１プラスとかいう形にならない部分がございまし

て、いろいろ率で計算されたりするので、それはちょっとまだ達成できるかどうかわかりませ

んが、いずれにしても法定雇用率を上回るような方策をとっていかなければならないのかなと

いうふうに思っているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 保育士が３名中２名、消防が１名、これらについては町内からの応募はどうでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 保育士を２名は１名が地元の方、もう１名が町外の方でございます。救命士につきましては、

隣町の小清水出身の方で今現在専門学校生の方でございます。 

 

○勝又委員長 

 総務課職員採用について、全体をとおして他にありませんか。以上持ちまして総務課を終わ

りたいと思います。 
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○勝又委員長 

 消防署清里分署、平成３０年度一般会計補正予算清里分署所管分について。分署長。 

 

 

○消防分署長 

 消防署清里分署からの提出議題、平成３０年度一般会計補正予算。清里分署所管分について

ご説明いたします。 

私からは、補正予算の概要と９月定例町議会に提案することとなった経緯につきましてまず

御説明をさせていただきます。 

初めに今回の補正につきましては、４月１日付人事異動による分署長の人件費と被服装備

品。また、３名の職員昇格に伴う人件費それぞれの増額補正となります。 

次に、９月定例町議会に提案させていただく経緯につきましては、今回の補正の内容が４月

１日付人事異動と昇格に伴う補正ですから分署といたしましては、６月定例町議会へ提案すべ

く準備を整えておりましたが、斜里地区消防組合議会への提案時期を含め斜里本署、小清水分

署と協議調整する中、９月定例町議会へ提案させていただくこととなったものであります。補

正の内容につきましては係長よりご説明させていただきます。 

 

○勝又委員長 

 係長。 

 

○予防係長 

 それでは６月定例議会に提案いたします。平成３０年度一般会計補正予算清里分署所管分に

つきまして御説明いたします。１ページをお開き願います。 

８款消防費、１項消防費、１目消防費の斜里地区消防組合清里分署負担金事業につきまして

４月１日付人事異動と昇格等に伴う人件費の増額及び分署長被服装備品の購入費用を合わせ、

合計で１５１万７千円を増額補正するものです。財源にあっては一般財源となります。人件費

の内訳につきましては、給料で７７万３千円、管理職手当２万９千円、時間外勤務手当３万６

千円、期末勤勉手当４１万８千円、人件費の合計は１２５万６千円の増額となります。消耗品

につきましては、分署長の制服、活動服、雨衣、消防長靴、防寒アノラック等、被服装備品の

購入費用として２６万１千円の増額となります。なおこの補正予算につきましては、９月の１

７日開催予定であります斜里地区消防組合臨時議会に上程する運びとしております。以上で御

説明を終了します。 

 

○勝又委員長 

 ただいま平成３０年度の一般会計補正予算清里分署所管分についての説明がございました。

委員の皆様方から質問意見等ございましたら。消防全般を通してありませんか。無ければ以上

で、消防清里分署を終わりたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 生涯学習課２点ございます。①清里町立学校設置条例の一部を改正する条例について。課長。 
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○生涯学習課長 

 生涯学習課からは２点でございまして、①清里町立学校設置条例の一部を改正する条例、光

岳小学校の閉校に伴います条例の改正でございます。また②平成３０年度一般会計補正予算で

ございますが学童保育、それから通学バスそして給食センターの修繕につきまして３点御説明

を担当からさせていただきます。はじめに、設置条例の改正条例から担当より御説明いたしま

す。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは、私の方から清里町立学校設置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。資料の１ページをご覧下さい。町立学校につきましては、清里町立学校設置条例に基

づき設置しておりますが、光岳小学校が本年度末をもって閉校となることから、関係条例の変

更を行うものであります。 

２ページ目の新旧対照表をご覧ください。ページ右側改正前の別表第１に記載されておりま

す光岳小学校の名称と位置の方を削除いたしまして、左側、改正後は清里小学校のみとなって

おります。別表２につきましては、中学校の規定でございますので省略させていただきます。

附則につきましては、平成３１年４月１日から施行することを提案しております。以上で提案

理由の説明といたします。 

 

○勝又委員長 

 清里町立学校設置条例の一部を改正する条例の説明がございました。委員の皆様からありま

せんか。次に移りたいと思います。②平成３０年度一般会計補正予算生涯学習課所管分につい

て。担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは、資料３ページより生涯学習課補正予算書を説明させていただきます。まず、学校

教育関係で２点でございますが１つ目の通学バス停留所等整備事業の説明の前段といたしま

して、資料４ページお開きいただきまして、平成３１年度からの見直し内容を説明させていた

だきたいと思います。現在、小・中学生が使用する通学バスにつきましては、昨年度の緑町小

学校、本年度末の光岳小学校の閉校に関連しまして、教育委員会では児童生徒の利便性の向上、

安全性の確保を考えて通学バス全面見直しの検討を進めてまいりました。 

まず現状における課題といたしまして、①の緑線でございますが、閉校学校の児童が今後利

用することから調査人数の増加というところが課題としてありました。また、現在路線バスを

活用しているという状況でありますので、学校の日課に合わせた時間調整ができない、このよ

うな課題もございました。 

平成３１年からの通学バスにつきましては、これら課題へ対処するため、教育委員会としま

しては、路線バス活用ではなくて、通学バスとして運行委託を進めていくこと、そして１路線
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でありました緑線を２路線に分割して路線拡充をしていく考えでございます。また小学校閉校

に伴って、遠距離の低学年児童のバス利用者が増えてまいりますので、小学校の低学年用の日

課に合わせた、下校便の増便もあわせて実施していきたいと考えております。 

次に②の上斜里・江南線ですが、こちらは現在も通学バスとして運行しております。しかし

ながら上斜里地域を周回し、江南地域を周回するといったことで経路が長距離に渡っておりま

した。また下江鳶地区、向陽西地区など回れていない地区もありました。これら課題への対処

ということで、緑線同様に路線の拡充と下校便の増便、こちらを実施していきたいと考えてお

ります。 

この路線の分割、拡充につきまして５ページ目の素案の図面をご覧頂ければと思います。ま

ず上斜里・江南線につきましては、①と②の上斜里方面、向陽・江南方面の２つに分割を考え

ております。新たな上斜里線としましては、現在の運行地域と大きく変わりませんが、分割に

よりまして、登校時間の適正化が図られると考えております。向陽・江南線では、１線道路を

運行しまして、下江鳶地域の児童生徒の乗車ができる考えでおります。また江南地域を周回し

向陽西地区も経由しまして、中学校、小学校と運行を考えております。 

次に緑線ですが、③の緑、札弦方面。これと④の神威線に分割を考えております。まず緑、

札弦線でございますが、ちょうど９線から川向地区を回りまして、ずっと裏を走って、青葉会

館のところから、道道に出て、緑市街地で折り返すというようなところを考えております。折

り返し後は道道、水上線の方を経由しまして、札弦市街地に向かうという状況です。ここで札

弦市街地の乗降場所でございますが、児童生徒の安全を考えますと、現在道道で停留している

ところではございますが、札弦センター前での乗降場所となるように迂回する経路、こちらを

考えております。その後は光岳小学校前のバス停留所を経て、中学校、小学校へと運行を考え

ております。次に神威線でございますが、こちらが現在右回りにするか左回りにするかという

検討、確認を行っている最中ではございますが、路線といたしましては摩周湖斜里線から町道

９線、こちらより神威西地区を周回しまして、清里止別線、そして１６号道路を経まして小学

校、中学校と運行を考えております。 

資料４ページの中段に、これまでの対応の経過につきましてご報告となりますけれども、昨

年、一昨年前と学校の統廃合協議にあたりまして、それぞれ地域保護者の方々とは、通学バス

に関しましても意見交換をしてきたところです。先月には平成３１年度以降の通学バスの見直

しの基本的な考え方といたしまして、光岳小学校のＰＴＡそして緑地域の保護者へ説明を行っ

ております。また現在、通学バスを利用している清里中学校、清里小学校、こちらにつきまし

ても平成３１年度以降バスの利用を想定する保護者へ案内いたしまして説明会を実施してお

ります。運行の見直しにあたりましては、除雪体制の確保など、関係機関との確認、調整を行

ってまいりましたが、引き続きこちらにつきましては路線決定に向けて調整や要請をしてまい

りたいと考えております。 

また路線見直しに伴いまして、新たな待合所や自転車、駐輪場の整備も進めていかなければ

ならないというところで考えております。一部、来春早々より活用できるように、今回一部箇

所の整備につきまして、９月定例議会で提案して年度内の整備を実施していきたいと考えてい

るところでございます。 

基本的な考え方の説明というところで、前段説明させて頂きました。前段の話長くなりまし

たが、３ページにお戻りいただきまして補正予算概要説明をさせて頂きたいと思います。 
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表１段目、予算科目でございますが教育費、教育総務費、教育諸費の通学バス停留所等整備

事業でありますが、先ほどご説明した通学バスの全面見直しに伴う、必要な停留所や駐輪場を

整備するものでございます。今回停留所の設置は１カ所を計上しております。札弦センター前

への設置を考えてございます。駐輪場は３カ所計上しておりまして、新たに設置する札弦セン

ター内の停留所の横、そして緑センター前、そして旧緑小学校前の停留所の横、こちらの３カ

所に設置を考えてございます。補正額につきましては、それぞれ経費の合計額８３万円計上し

ておりまして、財源は全て一般財源となります。 

続きまして表の２段目予算科目、教育費、保健体育費、学校給食センター費の給食センター

施設修繕事業でありますが、給食センターで使用している蒸気ボイラー、こちらが経年劣化に

伴い、不具合が生じております。適正に改修し、安全で安定的な給食の提供を図りたいと考え

ております。蒸気ボイラーの修繕費といたしまして１２９万６千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。まずは学校教育グループからの説明は以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○生涯学習課主幹 

 続きまして社会教育グループの関係でございます。３段目学童保育備品購入事業でございま

す。こちらにつきましては、学童保育利用者の増加に伴いまして、今後、使用する部屋が増え

ること。また現在、代替品の別な棚でロッカーとしてございますから、専用のランドセルロッ

カー３台を購入費用としまして購入費４５万１千円を計上いたします。財源につきましてはす

べて一般財源でございます。 

続きまして、生涯学習総合センター費の学習センター創作活動室、改修工事でございます。

こちらにつきましても学童保育利用者の増加に伴いまして、現在使用してございます、創作活

動室隣接の倉庫部分を減築しまして、子供たちの活動部屋の拡張を図るものでございます。合

わせまして、今後、学童保育で使用予定してございます、和室Ｂにつきましても入り口の扉部

分を、窓付に改修しまして、外からの見通しができるよう改修行うものでございます。工事請

負費としまして１６２万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全て一般

財源でございます。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま平成３０年度一般会計補正予算についての説明がございました。委員の皆様方か

ら。質問、意見等伺いたいと思います。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 すみません、ちょっと単純に１点だけなんですけれども、４ページの平成３１年度からの通

学バスの見直し内容の中で、見直し路線図案及び時刻表案別紙と書いてあるんですが時刻表と

いうのはどこにあるんですか。 
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○学校教育Ｇ総括主査 

 失礼しました。時刻表案につきましては、今回添付してございませんでした。 

 

○伊藤委員 

 はい、わかりました。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ５ページ見た時に札弦・緑３８人という人数が出ているんですけれども、今までより多くな

るというのははっきりしているので、これでいくと一般の人は乗れないということですか。そ

の辺のことはどうなんでしょう。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 バスの定員がございますので、もちろん今後、その地域に子供の数がどれくらい増えていく

のかというところ数年先くらいまでしかわかりませんので、乗車人数の増える分というところ

は、定員分まではあるのかなというに思っております。 

現在、基本的には児童生徒の乗車というところを教育委員会側としては考えて設定をしてお

ります。ただこの地域を回る、その地域の方々その乗車もあるのではないかという想定で、教

育委員会としては考えておりまして、その部分につきましての乗り方につきましては、ある程

度数を把握しながら乗車していただく必要があるかなと思っておりますので、こちらまだ案で

はございますが、例えば定期券を発行するなり、事前登録制で乗っていただくそのようなとこ

ろができればなと。そこまでは内部検討しているところでございます。この定員までは乗るこ

とが出来るかなと。ただ急遽団体で人数を超えるようなことがあって、子ども達が乗れないと

いう状況は教育委員会としては避けたいというふうに考えておりますので、事前登録制で定期

をお渡しして、例えば病院に通うとか、定期的に通われる方に対応したいというふうに考えて

おります。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 学校の通学バスという観点で運行するんでしょうけども、子ども達だけという事になると、

また新たに町として、住民のためにバスを出すというような、二重経費になるようなことをし

ないで極力乗って来れるものであれば、みんなで乗ってきた方がいいわけですから。そこら辺

十分まだ時間もありますから、良い方法を考えながらやっていただきたいというふうに思いま
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す。 

それと一般会計補正予算の所の部分で給食センターの修繕費ということで蒸気ボイラーの

修繕なのに１２９万と高額なんですけれども、これはもう何年位経っているものなんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 ボイラー本体につきましては５年位前に改修を行っているところなんですが、今回修繕いた

しますのが、ボイラーに付属する軟水機。それと膨脹タンクを改修していくというようなとこ

ろで、こちらはこれまで改修していなかったというところで、もう既に２０数年経過をしてい

るという状況でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これ修繕でおよそ１３０万と見ると大きいなというふうに思うんですけれども、実際例えば

修繕でなくて、新しく買いかえると言ったら、相当な金額になるんですか。将来的なことを考

えたら修繕でなくて買った方がいい場合もあるのかなというふうに思うんですけれども。新し

く新品を入れた場合はどのような金額になるというのは、わかる範囲でいいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 施設修繕、蒸気ボイラーと言っておりますが、大きな設備でございまして、そのパーツを新

品に取りかえるということで全体を取りかえるということでの考え、それから積算等はしてい

ない状況でございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

 他委員さんから。河口委員。 
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○河口委員 

 路線バス活用ではなく、通学バスというのは、これはすべて斜里バスさんを使われるのか、

どういう形で運行されるのかっていうと。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 現在想定しておりますところで、今現在運行委託をしておりますのが、今運行しております

のは上斜里、そして緑線につきましては斜里バス。そして町内には清里ハイヤーということで、

こちらは別件になりますが小清水からのバスと、そちらは清里ハイヤーの方に委託しておりま

す。今回拡充するにあたりまして、両者に相談を事前相談させていただいております。やはり

どちらの業者も２路線をいきなり増やすということは、ちょっと難しいというお話であります

が、ただ１路線であればまだ可能かなということで伺っておりますので、今想定しております

のは、それぞれ斜里バスさんに１路線拡充分。清里ハイヤーさんに１路線持ってもらえないか

というようなことで、今調整している最中でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 通学バスということで、先程池下議員からの町民が使う路線バスはなくなるんだろうと思い

ますけども、この辺は関連してどういうお話し合いか何かはされているでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 今回通学バスにつきましては、教育委員会で協議し、そして町に相談をさせていただいてい

るところでございます。これにつきましては既に理事者、そして担当しております、企画政策

課と協議をしておりまして、路線バスの部分については、現在企画政策課が斜里バスともコン

タクトをとりながら、今後について協議をしている最中でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 路線バス、特に緑線については調べさせて頂いて、数字上は通学バスの町民利用は基本的に

ゼロになっていたというのが現状なんで、だけど江南線については一定の数字が出ていたと思

うんですね。実践は通学バスで走ったときに、公共交通機関、清里はＪＲとバスが両方ありま



 

- 24 - 

すよと言ったところが路線バスは当然なくなるんだろうと思いますね。だから地域交通、将来

についてですね、そういう面では通学の部分と、地域交通の部分、所管がそれぞれ違うと言い

ながら、十分連携して将来のための交通をぜひ知恵を絞っていただきたいと。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 はい、ただいまのご意見でございますが、当然私共も、あとは知らないよということでは決

してなく、常に町側と協議をしながら進めているところでございます。先ほど緑線が０ではな

く、ほんの少しは利用されている方が年間おります。いずれにしましても、そのような実績が

ありますことから、そのような方が御不便にならないような形を町側と協議しながら、スクー

ルバスとしても先ほど担当より御説明申し上げましたとおり、何らかの形で御乗車いただける

ようなスタイルを取って行きたいというふうに考えておりますので御理解いただきたいと思

います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○河口委員 

 もう１件。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 給食センターの修繕事業の中で、私実際給食センターの状況を常時見てるわけでないんです

けども、非常に働くあの給食センターの環境が非常に暑さだとか、その辺劣悪だということを

聞いておりますので、食品を扱う部分ですし、将来ともやっぱり大きな目で、ここの働く環境

の環境づくりについて、ぜひ検討していただいた方がいいかなと思いますので、現状どうなっ

ているかというのをちょっと調べていただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 はい、給食センターでございますが、ほぼ２５年ほど経過している中、実は食器洗浄機など

の機器もだいぶガタがきております。と同時にボイラーの施設全体を床下等を通っている配管

なども一部漏れが発生するなど発生しております。これがトータルに計画的に見直し、修繕改

修又は新品への取りかえをしていく。そのようなことで年次計画を立ててということで協議を
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している最中でございます。その中に今回御意見ございました、働く環境。働く場所の温度が

高すぎるということもあるんだと思いますので、その辺につきましては、働いてらっしゃる方

々の御意見も伺いながら改修の際、対応できるようしてまいりたいと考えますので御理解をい

ただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんから。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 あの１点だけ確認させてもらいたいんですけども、通学バスということで、小学校、中学校、

高校を３つを含めた捉え方で良いのかということなんですけども、それぞれ夏休み冬休み始ま

る時期が違ったり、色々あるんですけども、それ以外にも不定期に学校が休みになったり登校

日になったりという事があると思うんですけども、その３校、高校までを含めて通学バスとい

うことで対応して行くのかどうなのかというのを確認したいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 現在利用しているのが小学生、中学生、高校生。町内の高校生が町内の路線を活用している

状況でございます。今回の見直しにあたりましては、まずは町立学校バスということで清里小

学校、清里中学校の生徒、こちらへの対応をまず考えておりました。 

今回、小学校の低学年用のバスということで１便増便いたします。この便、増便の分をうま

く活用しながら、小学校の日課に合わせた形も運行取れるのかなというふうに考えておりま

す。またこれまでは中学校のバスを利用していたということで、小学校のその土日の運行とか

もございませんでしたが、次年度からは小学校へのバスという事で、土日参観日、運動会、こ

のようなバスも運行できるかなというふうに考えてございます。 

中学校につきましては現在も中学校のバスということで運行しております。最終の部活用の

バス、部活がない午前授業、５時間授業、早帰りのときには、そのバスを振替えてうまく日課

に合わせた調整をしているという条件でございますので、そのような調整ができるかなと思っ

てございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 早い下校のバスに関しては、高校生とかは乗れないというふうに理解しますけれども、例え

ば高校が早く冬休みが始まるとか、登校が始まるとかっていう場合においては、高校の登校日

に関する配慮はないということですか。 
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○勝又委員長 

 はい。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 はい、今のところは、その高校の対応というところは、その特別運行というところまでは考

えてはございません。これまで通りでございます。小学校・中学校の日課に合わせたバスを利

用していただくという形で今進めております。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 これはもし検討事項になるのかなというふうに思うんですけれども、高校生の利用がある程

度多いとは思うんですけども、そこら辺をもうちょっと検討していただいて、高校生も不自由

なく利用できるような方法が取れるように、是非検討して頂きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 申し訳ございません、今何名の高校生が乗っているか、手持ちがないもんですからうまくお

答え出来ない部分もございますが、いずれにいたしましても、まず小中学校をまずは完璧に走

ること、それを踏まえた中で、高校についても高校だけで走ることが可能かどうか、内部検討

はしてまいりたいというふうに考えます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川委員 

 はい。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の話にかぶさっていく話というか、もうちょっと深い話になる。具体的な話なんですが、

確かに大変な部分はわかるんですけど、今清里高校の現状を見ていますと帰りのバスなんです

が小清水の方に通学バス支援されていて、最終が例えば高校まで７時だったかなという状況で

確か運行していると。だいたいそれぐらいの時間運行しているんですけど、小清水から通われ

ている清里高校に通われている生徒たちはその時間にバスがあるから、部活が終わってバスが
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あるから帰れるんです。だけど清里町内から清里高校に進学している高校生で市街地以外の方

々は結局そういうバスがないものですから、保護者のお迎えとかになっていくって言う、保護

者的な部分の心情的な問題になるのかもしれないんですがっていう話を結構聞くものですか

ら、なかなか僕もこう今強く、また上手くは言えないんですけれども、本当に色々検討してい

ただいた中でより良い通学バス制度にしていただきたいなと思います。 

 

○生涯学習課長 

 はい、委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 只今の委員の質問でございますが、高校生の日課等に合わせていくとなると今度は高校支援

というスタイルになってくるのかなと思います。決してすべてこれはこれ、これはこれという

ことに考えるつもりはございませんが、今回提案申し上げましたのは、まずは義務教育の児童

生徒の足の確保ということでございます。御指摘の意見があるということにつきまして、教育

委員会事務局といたしましても受けとめさせていただきましたので、そのことも踏まえ、また

教育委員会で協議をしてまいりたいと考えます。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、ありませんか。はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 ちょっと１点、今回明年度から路線バスを４つにするということなんですが、これ所要時間

はどんな状態。時刻表はいいですけど、時刻表はいいですけどかかる時間、この今課長が言わ

れているように、小学生低学年の問題、こういうのを踏まえた中で、所要時間はどのぐらいの

状態なんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 現在こちらで乗降車時間、そのような時間も含めながら案を検討しているところでございま

すけれども、現在確認している中につきましては、上斜里線、それから向陽・江南線、そして

神威線については、おおむね３０分程度、その始発から学校までですね３０分かかるかなと。

札弦・緑につきましては、最初に乗る子が学校に着くまでとなりますと４０分かかるというよ

うな形で今見ているところでございます。 
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○勝又委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 極力地理的な問題があってやむを得ないと思うんですけど、低学年、先ほど課長の説明の中

にあった義務教育中心でということは、そのとおりだろうというふうに思いますが、その辺を

十分に考慮した中でこの負担のならない部分の運行というもの、これを見たときに路線の中で

は、もうちょっと改善する路線の方法によっては経費の削減といいますか、効率的な運用とい

うのが図られるのが年によっては変わってくるだろうというふうに思いますが、臨機応変にひ

とつ計画を練っていただきたいなというふうに思うんですが。 

それと高校生の問題に関しては、私空いている時間の利用というのは、是非一般の人の利用

はＯＫですよと、こういう形を取って行ったほうがいいのかなというふうに思います。先ほど

長距離の中では定期券をという話がありましたけど、交付を受けているから乗れる、交付を受

けているから乗れないとかそういうことでなく、実態にあった中では数少ない人しか乗車しな

いということですので、そういう環境の中では、時間帯にあった中ではＯＫですよという。た

だ団体で乗る場合については申し込みを必要としますよとか、その場で断る場合もありますよ

という、そういう環境の中で基本的には住民サイドに立った運行っていうものをぜひ教育委員

会の中全体を考えたときに、学校教育だけでないんで、その辺を踏まえてひとつ行っていただ

きたいなというふうに思うんです。 

それと先ほどの伊藤委員の意見というのは十分に必要な部分があると思うんですが、それば

逆に明年度からおける小清水との定期バスの生徒を高校支援の中で無料にしているというこ

の部分。この部分が有料になった時、町内の人方はそしたらどうするのかという部分もあると

思いますので、この辺のことも含めた中で十分に内部協議を速やかに進めていただきたいとこ

のように思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいま関係でございますが、まず１点。通学バスのルート等につきましては、これは３１

年からここ数年の中で入学するであろうお子さんのいる住宅、それもある程度ピックアップし

た中での案でございます。今後児童がいないところを走るということにはなりませんので、卒

業、入学の中で見直しをしていきたいというふうに、臨機応変にしていきたいというふうに考

えているところでございます。 

また現在先ほどご説明しました定期券ではなくという部分につきましても、児童生徒のいろ

んな安全確保の観点等ございます。また先ほどの団体利用をされてはという部分もありまし

て、１つの案として今検討しているということですのでなくて乗れるようにということも踏ま

え、最終的に決めてまいりたいというふうに考えます。 

それから３点目が高校支援にまつわる部分でございますが、ここにつきましては、平成３１

年度入学者よりバスの有料化ということを検討しております。高校ＰＴＡ、高校とも現在協議



 

- 29 - 

を進めているところでございます。ただしこれはあくまでも小清水町の生徒ということを限定

に考えておりまして、町内のこの義務教育のバスをうまく活用されている高校生、町内の方に

ついては料金徴収をする予定は全く考えておりません。いずれにいたしましても、そのような

形で何とか今小清水町からの高校バスについては有料化を検討している最中でございますの

でご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤副委員長 

 それで良いと思うんです。そのことによって清里の義務教育のバスについて、可能な限り清

里の高校生が利用する場合はどうぞということで。ただそれを高校生の時間に合わせるのは、

これちょっと１歩考慮、時間的なもので私は無理なのかなというふうにも思いますんで、時間

帯の中で合うのはどうぞ大いに利用してくださいという、そういうパターンを基本にひとつ進

めていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 これは要望です。 

 

○生涯学習課長 

 委員の御意見も考慮しながら最終的な路線バスの計画を進めてまいりたいと考えます。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さん。ありませんか。前中委員。 

 

○前中委員。 

 今スクールバスの提案がありましたけれども、今の答弁の中でも年度年度に柔軟性を持った

中でスクールバスの路線変更という考えを提示されたわけですけれども、その中でちょっと今

回も予算の中で見られている、待合所、駐輪場の整備。これも同じような柔軟性の中でこうい

う案件が出るのかなとちょっと思ったりもした部分がした部分がまずひとつ。 

それと全面的にこの通学、遠隔というか、小学校から遠い地区に関して通学路線を活用する。

利用しますよと言う教育委員会からの周知の中で、なると思うんですけども、今本町における

遠距離通学に対する助成措置の兼ね合い。これはもう廃止の方向が必然的に見えるのか、それ

とも残すのか、今後の協議になると思いますけども、そこら辺ある程度はもう完全に通学バス

の利用を１００％お願いしますというそういう方向で持っていかないと、またそこで人数の確

認等々乗っている、乗っていない万が一事故、安全の部分での確認の部分で、結構バスの運転

手さんも気を使うのかと思いますので、そこら辺の周知というか図り方ってどのような方向で

検討しているのか、そこ２つちょっとお願いしたいなと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○生涯学習課長 

 ただいまの御質問、まず路線につきましては１年１年で細かく見直すということではなく、

これを基本としながら、大きくこの路線で乗る子がゼロになったりした場合、見直しをいずれ

にしても柔軟に考えております。バスの停留所、小屋ということですか。 

 

○前中委員 

 うん、駐輪場もですけど。 

 

○生涯学習課長 

これにつきましては、基本的には多くの子供がそこで停留をしなければならないという状

況。それが変わってきた段階で、これはまた臨機応変にとは思っておりますが、基本的にはま

ずは今回提案させていただいたスタイルで、当面は進めさせていただきたいと考えます。 

それから遠距離通学費補助でございますが、これにつきましては内部で現在も検討を進めて

いるところです。と申しますのは基本的には今回この補助にあてはまる家庭はゼロでございま

す。であれば廃止してもいいのかなというふうには思いますが、ただどうしても今後、バスが

そこまでいけない。どうしても回れないという路線によりまして、そういうような状況が生じ

たときには必要になってくるのかなということで、新年度適用される家庭はございませんが、

制度としては残しておく方が良いのかなということで、内部検討しているところでございま

す。 

 

○前中委員 

 この場で議論はあれですけど、検討しているということで答弁あったんですけど、ただ待合

所、駐輪所を完全な固定の設置にしてしまうと、今言ったように変更のときに移設だとか、結

局は設置したけども果たしてその必要性が今後発生するのかどうなのか。今の普通とおり路線

バスの停留所で活用されている中でも、ほとんどその利用実態がない停留所も中には散見され

るんだけれども、そこら辺、可動式であれば問題ないけども完全に固定で設置してしまうとな

かなかどうなのかなというのが、ちょっと思っている部分なんですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 今回設置いたしますのは、札弦支所等の大きな所などに設置いたしますし、当然風とかで飛

ばないような形での固定はいたしますが移設ができるような形を考えているところでござい

ます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 
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○前中委員 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さん。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 細かな事なんですが、１点だけちょっと。今時刻表がここにはないという話だったんですけ

れども単純に今回こうやって４路線で分けていくんですけども、今までの中でも例えばその本

当に朝が逆にとても早い７時２分とか３分というパターンもありながら、だから小学校に先に

着いちゃって小学校が開いていなくて、外で待たされるという案件もあったそうなんですけれ

ども、今回４路線でわけて行って一番早い時間はだいたい何時くらいを想定されているんです

かね。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 １番時間がかかるところが、札弦・緑線になります。今想定している中といたしましては、

１番その子が乗る時間といたしましては７時１０分代での乗車が１番早い時間になろうかな

というふうに考えております。到着時刻につきましてはすべての路線７時５５分。そこで小学

校なり、中学校なりに最終到着できるようにということで、今まだ案ではございますが検討を

しているというところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さん。ありませんか。無いようですので、生涯学習課全体を通し

て何かありませんか。はい。以上を持ちまして、生涯学習課終わりたいと思います。どうもご

苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 大きな２番、意見書の検討について。道教委これからの高校づくりに関する指針を抜本的に

見直す全ての子どもに豊かな学びを補償する高校教育を求める意見書について。事務局。 

 

○議会事務局 

 はい、それでは２番の意見書の検討について記載の通りの意見書が１件持参提出されており

ます。資料は議会事務局の資料、１ページをお開きください。 

総務文教常任委員会所管は清里地区連合会長、和田恭男氏が提出の道教委これからの高校づ

くりに関する指針を抜本的に見直しすべての子どもに豊かな学びを保障する高校教育を求め

る意見書です。 

４ページをお開きください。昨年も同様の意見書が提出されておりますので、ここでは変更
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点のみ説明させていただきます。 

まず題名です。以前は新たな高校づくりでしたが、今回は、これからの高校づくりに関する

指針。ここの題名が変更になったことが１点。次の変更点は、項目の４で５月１日現在の第１

学年の在籍者が２年連続して１０人未満になった場合もというところがありますけれども、こ

この部分が前は２年連続２０人を下回った場合は統廃合とするという基準を解約しないこと

でした。ですので、基準の変更による内容の変更ということになると思われます。 

その他の項目については変更ありません。以上ですが、９月定例会に委員長での意見書を提

出。また内容のご協議をお願いいたしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、意見書の検討についての説明がございました。委員の皆様方から。定例において取り

扱うという事でよろしいでしょうか。それでは大きな３番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回でございますが１０月４日木曜日９時からこの会場で予定しておりますので、よろしく

お願いします。 

 

○勝又委員長 

 次回委員会１０月４日木曜日そういう事でよろしくお願いしたいと思います。大きな４番そ

の他について。ありませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第１０回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時 ３分） 

 


