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第１４回総務文教常任委員会会議録 

平成３０年１２月 ４日（火） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １１時４６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年末年始の消防団行事予定について 

 

●企画政策課 

  ①平成３０年度清里町一般会計補正予算（第６号） 

  ②緑地域活性化対策事業について 

  ③知床図柄入りナンバープレートデザインの選考について 

  ④斜里岳山小屋の指定管理者の選定について 

  ⑤商工振興計画の進捗状況について 

 

 ●総務課 

  ①健康増進法の一部を改正する法律の施行について 

  ②清里町国民保護計画の一部改正について 

  ③北海道胆振東部地震災害に係る支援等について 

  ④土地の取得について 

  ⑤平成３０年度清里町一般会計補正予算（総務課所管分） 

 

●生涯学習課 

  ①平成３０年度清里町一般会計補正予算（生涯学習課所管分） 

   

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  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 
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○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

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

■企画政策課長     本松 昭仁    ■企画政策課主幹   永野  宏   

■まちづくりＧ総括主査 水尾 和広    ■まちづくりＧ主査  半澤  忍 

■まちづくりＧ主任   長屋 智洋 

■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     

■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１４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 

 定例議会前の委員会でございます。活発な意見交換をされることを望んでいるところでござ

います。大きな１番、町からの協議報告事項、消防署清里分署１点ございます。分署長。 

 

○消防分署長 

 消防署清里分署からの提出議題、年末年始の清里消防団行事予定につきまして係長より説明

させていただきます。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○予防係長 

年末年始の清里消防団行事予定について、ご説明いたしますので１ページをお開き願います。
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（１）歳末特別警戒活動の実施につきまして、①の実施期間につきましては、平成３０年１２

月２６日水曜日から３０日日曜日までの５日間で実施いたします。②の期間中の行事につきま

しては、啓蒙サイレンの吹鳴を実施期間中の午後７時から３０秒間吹鳴いたします。次に夜間

広報活動を１２月２６日水曜日に清里地区、１２月２７日木曜日に札弦地区、１２月２８日金

曜日に緑地区。いずれの日程も午後７時から午後８時の間で実施いたします。 

（２）清里消防団出初め式につきましては、①実施日につきましては、平成３１年１月４日金

曜日。②の開催行事につきましては、午前１０時３０分から分列行進。コミット前から町民会

館まで、午前１０時４５分より町民会館内において式典を実施いたします。ご来賓の方々への

御案内は１２月中旬に発送予定です。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま年末年始の消防団行事予定についての説明がございました。委員の皆様方から質問

ございましたら。ありませんか。 

無ければ清里分署全般としてありますか。無いようですので、以上で清里分署を終わりたい

と思います。 

 

○勝又委員長 

 企画政策課５点ございます。①平成３０年度清里町一般会計補正予算（第６号）について。

担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 私のほうから平成３０年度清里町一般会計補正予算第６号について御説明させていただきま

す。まず、１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４千９８５万４千円を追加し、予算の総額を５7

億９千１４０万２千円とするものでございます。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。 

はじめに下の段の歳出の補正内容から御説明申し上げます。まず総務費でございます。北海

道胆振東部地震義援金事業につきましては、平成３０年９月６日に発生いたしました北海道胆

振東部地震により被害を受けた自治体に、日本赤十字社を通じて義援金を送るものでございま

して、１００万円の補正となってございます。また旧新栄小学校等解体設計事業に４２０万円、

町民会館前土地購入事業に１千２００万円、寄附金基金積立事業につきましては、町にいただ

きました３件の寄附金を各基金に積み立てるもので、１千３０万５千円。広報作成用パソコン

端末等更新事業に６６万円。防災備品購入事業につきましては、冬期災害用の防災備品の購入、

停電対応用の投光器及び発電機の購入に４６６万４千円となってございます。また職員住宅修

繕事業１５０万円、指静脈認証システム移設事業に４０万円、緑地域対策事業に３５万円、知

事道議会議員選挙事業に２８８万６千円となっており、総務費合計といたしましては３千７９

６万５千円の補正でございます。 

続きまして、民生費でございますが、障害者生活支援事業につきましては給付費の増加によ

る扶助費の追加で８００万円の補正となってございます。 

衛生費につきましては、保健センター管理事業、燃料費価格の高騰による燃料費の補正に２
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３９万６千円となってございます。 

農林水産業費につきましては、焼酎事業特別会計繰出金が事務職員の減少に伴う人件費減に

よりまして８７２万２千円の減額となってございます。 

商工費につきましては、神の子池トイレ駐車場基本設計事業に１６０万円となってございま

す。 

教育費につきまして、清里小学校施設管理事業に１３０万円、光岳小学校施設管理事業の５

８万円、中学校施設管理事業１４８万円につきましては燃料価格の高騰による燃料費の補正と

なってございます。続きまして中学校空調整備工事実施設計事業でございますが、中学校の冷

房設備を設置する工事にかかる設計業務委託料といたしまして、２３０万円となってございま

す。また教師用指導図書購入事業は、中学校道徳教科書の教師用指導書の購入に８万５千円、

清里トレーニングセンター管理運営事業は燃料価格高騰による燃料費の補正に１００万円、給

食センター施設管理事業は、燃料費の補正に７０万円と施設整備の修繕に８７万円の合わせて

１５７万円。給食調理事業は停電において食材廃棄に伴う賄材料費不足分の補正といたしまし

て３０万円となっており、教育費合計で８６１万５千円の補正となってございます。 

続きまして歳入をご説明いたします。まず普通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、３千２３４万９千円を計上いたします。国庫支出金の施設介護

給付費の負担金４００万円とその下の道支出金の施設介護給付費負担金２００万円につきまし

ては、障害者生活支援事業の財源となってございます。また、同じく道支出金の知事道議会議

員選挙委託金といたしまして１２０万円、寄附金につきましては３件の寄附合わせて１千３０

万５千円がありましたので計上いたしております。歳入歳出の補正額は、それぞれ４千９８５

万４千円となり、補正後の予算額は５７億９千１４０万２千円となってございます。 

続きまして２ページから４ページには、今回の補正予算の概要について記載しております。

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、私の方からは企画政策課所管分の補正に係る概要を説明させていただきます。２ペー

ジをご覧ください。 

２款総務費の寄附金基金積立事業でございますが、総務費寄附金を基金に積立てるものでご

ざいまして、公共施設整備基金積立金として１千万円、財政調整基金積立金といたしまして３

０万５千円、合わせて１千３０万５千円の補正となってございます。財源は全額が寄付金とな

っております。次に広報作成用パソコン端末等更新事業でございますが、広報作成用のソフト

ウエアの更新といたしまして６６万円の補正となっております。続きまして緑地域活性化プロ

ジェクト運営費補助でございますが、緑地域に設立された地域協議会に対する活動費の助成と

いたしまして３５万円の補正となってございます。 

次に６款商工費の神の子池トイレ駐車場基本設計事業でございますが、現在のトイレと駐車

場の位置から６００メートルほど離れた場所に新たなトイレと駐車場を設置するための基本設

計の委託料といたしまして１６０万円を計上いたしております。以上が平成３０年度一般会計

補正予算第６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 

 ただいま、平成３０年度清里町一般会計補正予算第６号の説明がございました。委員の皆様

方から質問ございますか。池下委員。 
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○池下委員 

 神の子池トイレ駐車場基本設計１６０万円、６００メートル離れた規模として、これは基本

設計料。どういったトイレを作ろうとしているのか。まずお伺いしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今池下委員おっしゃるとおり、基本設計ということで想定しているトイレが幾つかあります。

規模としましては前回お話をさせていただいたと思いますけど、５０台程度の駐車場。今の駐

車場と同程度ぐらいの駐車スペースが図れるような形でいこうかというふうに思っております

し、今おっしゃられたトイレにつきましては、いろいろなトイレの様式がございまして汲み取

り方式だとか循環式がありますんで、そういった部分基本設計の中でいろいろと出していただ

いて、どういったものが良いかというものを精査していきたいというふうに思っておりますん

で、いくつか案を出していただきながら事務局レベルでもつめさせていただき、当然のことな

がら議会、常任委員会等でも幾つかの案を提示していきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今回こうやって６００メートル離れたところをという事なんですが、既存の駐車場はどうい

うふうな活用を考えていくのか。その辺いかがですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今の駐車場につきましても基本設計の中でいろいろと詰めていかなければならないわけであ

りますけども、今段階の事務レベルの考えでございますけども、自然再生を基本的にしていく

方向でおりまして、そのままそちらの方も駐車場として使う予定は、今のところでございます

けども無い予定でございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 神の子池のトイレから離れるんですが、この上の緑活性化プロジェクトの案件についてお伺

いしたいんですが、３５万円が今回出ますが、その中で先進地視察というふうになっているん
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ですが、これはどこへ行こうとしているんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 このあと②で地域活性化対策事業についてということで説明をさせて頂きますけれども、行

く先については、今道内で精査中でございます。道内２泊３日で行ける範囲で案としては幾つ

かもう上がっております。ただ上がっておりますけれども、その中でどこに行くかという最終

詰めをしているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 まだ行き先が決まってないということなんですが、それでも８名の方が２泊３日で行くとい

う予定になっている。予算も２５万ついているんです。行き先が決まらないのに、こうやって

予算先につけちゃうっていう考えでいいですか。それとも大体、大枠で行き先が決まっている

のかなというふうには思うんですが、その辺いかがですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今申し上げましたとおり道内をピックアップしているところが幾つかございます。その中で

どこに行くか精査をしているということでございますから、その範囲内でプロジェクト委員会

の方でも、後ほど説明させいただきますけどもいくつかピックアップしているところでござい

ますので、その範囲内で行ける所ということで、委員会の中でもなかなか３泊４泊ということ

は無理だろうと。ただ、せっかく行くんだから２カ所、３カ所見たいということで、もしかし

たらこれが２泊３日ではなくて、１泊２日になるかもしれませんけども、予算としては２泊３

日で取らせていただいて、できるだけこの範囲内で２つ、３つ見れるといいねということで、

今プロジェクト委員会の中で精査をしている所でございます。 

 

○勝又委員長 

 他、質問ございますか。無ければ次に移ります。②緑地区地域活性化対策事業について。 

 

○まちづくり担当総括主査 

 私の方から緑活性化対策事業の経過につきまして、ご説明の方をさせていただきたいと思い

ます。５ページをご覧ください。現在緑活性化プロジェクトなる地域協議会的な団体を組織い

たしまして、緑地域の活性化に向けた協議を始めたところでございます。構成委員といたしま
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しては、工藤一仁さんを代表に８名の方が参画しておりまして、町からは企画政策課、本松・

水尾。そして緑地域、地域おこし協力隊でございます篠原さんの合計１１名にて現状活動スタ

ートしてございます。地域おこし協力隊の篠原さんには、会の事務局として議事設定、提案資

料作成、議事進行補助など、円滑なプロジェクトの進行を担っていただいているところでござ

います。合わせまして北海道の独立行政法人でございます北海道立総合研究機構にも参画をい

ただいておりまして、緑地域活性化プロジェクトに対する助言、資料提供、議事参画などによ

る活動支援をいただいているところでございます。 

これまでの経過といたしましては１１月１６日を初めに４回の協議を行っております。また

そのうち第２回及び第４回につきましては、道総研にも出席をいただき、資料提供及び助言を

いただいているところございます。これまでの協議内容といたしましては、活性化とは何か、

どうなれば良いかから始めておりまして地域の抱える現行の諸課題の解決解消。また将来へ向

けた活性化がテーマになるということで現状確認をしているところでございます。 

６ページご覧ください。今後はこれらの解消のために具体的な方向性を協議していくことと

なります。併せまして協議会といたしまして地域へ向けたアンケートの実施や旧緑町小学校活

用のため、また地域活性化のための視察等の実施などを協議しているところでございます。以

上で説明の方を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま緑地域活性化対策事業についての説明がございました。委員の皆さん方から質問ご

ざいますか。ありませんか。はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 一つも意見がないというのはちょっと。これ非常に大切な内容だと思うんですが、これ緑の

自治会との兼ね合いの部分というのは、どういう形で進めていこうとしているのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 当然のことながら、このプロジェクトの関係につきましては緑地域でいろいろと地域活動、

いわゆる自治会活動。さらには緑地域で起業をされている方。さらには緑地域に移住、それか

ら民間として既に事業を行っている方とそういったことで緑の活性化にいろんな形の中で関与

していただける方ということで選定をさせて頂いております。この選定につきましては、今副

委員長おっしゃられたとおり、自治会と言いますか、地域の方々の了解、了承が必要かなとい

うふうに思っておりまして、そういった部分の中でも当然のことながら浅野修一さんにつきま

しては自治会長という立場でありますし、地域の方々にもそういったいろんな場面を通じて、

こういった事業が立ち上がっているよということの報告をしているところでございますし、今

後まず地域の方々にそういった共通認識を持ってもらうため、さらには地域の方、それぞれ一

人一人から緑地域の課題やどういった方向性が望ましいかというようなアンケート調査を早速

道総研の力を借りて実施しようということでありまして、副委員長おっしゃられているとおり
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地域の方々の理解が非常に重要な部分だというふうに事務局も認識しておりますので、地域が

この活性化によって衰退するのでは全く意味がありませんので、地域と一緒になって、この活

性化を進めたいというふうに思っておりますので、常に地域の方々には情報共有できるような

体制をとってきて行きたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 意味は十分に解るんですが、これが機能していくと逆に自治会の運営そのものがこちらにお

任せしちゃうよという形というか、常に事業の協力体制がないとできないと思うんです。とこ

ろが両組織が上手に機能するというのは非常に難しい部分で、どうしてもどちらかがその指導

権を握ったという形でなっていくんだろうというふうに思うんです。そういう時にこのパター

ンにお任せという形になっていかないのかどうなのか。結果としてその地域の維持可能になっ

ていくという、コミュニケーションが取れて推進していくということであれば良いんですが、

その辺の兼ね合いというのは十分にしていかないと。結果的にこういう形でやったけれども、

自治会活動の方が中途半端になったり、結果として思った方向にいかないということが無いよ

うに十分その辺気をつけてと言いますか、事業の推進に当たっていただきたいなと。 

このことは逆を言うと、今緑という形になっていますが、例えば学校跡地はちょっと内容が

変わってくるだろうと、地域的に。清里、札弦、緑と離れた環境の中における緑地域という形

の中でどう進めて行くか。当然のように自治会活動も大変だしという形の中から、それを本当

にどうして行くんだという時に、それぞれの清里の町全体での自治会活動なり、今度は札弦の

運営なり、あるいはもうちょっと具体的にいくと江南環境はどうなの、神威環境がどうなの、

あるいは新栄の環境どうなのっていう形の活動と、どういうふうに整合性を持たせていくのか。

この辺十分に後から自治会活動とトラブルが起きないと言いますか、上手く事業が展開される

ように、少し配慮をお願いしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今加藤副委員長おっしゃられた部分につきましては、事務局中で一番慎重にやっているとこ

ろでありますし、工藤代表につきましても、常にそういった部分に気を付けながらやらせてい

ただいている部分もあります。そういった部分におきまして、当然のことながら自治会の役割、

こういったプロジェクトの役割というのは、時には連動しながら、時には役割分担をしながら

ということで、活性化に向けてスムーズでなければならないと考えておりますので、十分そう

いった助言に注意しながら行っていきたいと言うふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。加藤副委員長。 
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○加藤副委員長 

 それと緑に支所があるわけですが、臨職で行っている人の活用や運営、協力体制というのは

どういうふうに捉えていくのか。これは自治会とも関連しますけど、この辺の取り組みや内容

というのは、どういうふうに整理されているんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今までの支所機能といいますか、いわゆる役場の支所機能、そういった中で自治会の支援と

言いますか、今いらっしゃる職員の方が担っている部分がございます。当然のことながら、こ

の篠原さんにつきましては活性化の方の役割ということでありますけども、今申し上げました

とおり、時には自治会の方を全く知らないよということにはなりませんので、活性化プロジェ

クトを中心に行ってきますけども、必要に応じてそういった自治会の支援と言いますか、協力

が必要であれば、それは時には職員同士、地域同士、地域と協力隊、職員と地域と協力隊とい

うような形の中で支援体制と言いますか、協力体制を行っていくときもあるかもしれませんし、

役割分担をしながらやっていかななければならないというふうに思っております。いずれにし

ましても、副委員長おっしゃるようにそういった部分間違えないように、地域の方が解りづら

くならないように、より地域の生活が安定するように努めていきたいというふうに思っており

ますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 結果的に地域協議会の事務局の場所というのはどこに置くんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、このプロジェクトの事務局につきましては緑支所に置かせていただいております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 その辺を踏まえた中で２つの組織が上手に機能することを最大限に忘れないで行って頂きた

いと思うんですが、いろんな問題点についても、いろいろとこれからの緑地区の部分について
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は考えて行かなきゃならない課題がたくさんあると思うんですが、きちっと将来に向かって維

持可能な、そして低コストでやれる運営方法。そして、そのことが本当に機能するような形で

前に一歩進める努力というのを一つしていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 冒頭、副委員長もおっしゃられました、他の部分の関係もございますので、ぜひこの緑の活

性化につきましては他の地域の模範となるような、そういったプロジェクトを進めていきたい

と思いますので、今後とも必要に応じて常任委員会等でも報告させていただきたいと思います

ので、いろんなご助言、ご指導賜りたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。その他。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 加藤議員だとか、池下議員からの話も一つなんですけども、この緑地区をどうするのかいう

話の中に大きな選択肢が僕はあまりないような気がするんですね。ここの資源の持っているポ

テンシャルが非常に大きいといろんな人が言われるけれども、そこを良く考えてみると、緑の

地区に例えば神の子池があり、いろんなダムがあり、牡鹿の滝だとか、いろんな部分がここに

集まっている。そして自然の斜里岳の部分が江南地区にある。あるいは江南と緑地区というの

は清里を代表する、清里の景勝地に非常に大事な部分になるだろうと思います。 

その中で緑地区、大変いろんなポテンシャルを持っているよって言いながら、どのようにす

るのかと言うと、やはり町の資源という先ほどの観光資源をかみ合わせて、しかも過疎地にな

ったっていう中で人の呼び込みというのは、あそこは民間で分譲がされているし、十分住む環

境も整っている。そういう中でそしたら何をするかというと、やはりあそこの温泉があり、ス

キー場があり、その辺をどう組み合わせた部分で、そこで地域のお年寄りがその部分に関わっ

ていく仕組みをつくるっていう面では、大きな選択肢は僕はないんだろうと。産業を起こすで

もないし、あそこの自然をどうまとめて、移住者がそこに心地よく住んでいる。あるいは短期

間住んでもらう。その中のどういう形で地域の住民が助けていけるかという仕組みしかないん

だろうと思うんで、一つは短期間で住める場所。ホテルというかコンドミニアム的なことだと

か、そこにゆっくりくつろぐ施設だとかいう部分の中に、あそこはそういう部分と農業生産と

この２つしかないんだろうと思うんですよ。生み出すものは、そういう観光及び関連する部分

と農業生産の部分。それから農業生産の商品開発も一つですけど、それにあそこの地域住民が

どう関わりあえるかという仕組みが問題なのかなと思っておりますので、ぜひ清里の代表する

景勝地と言いますか、あそこはゆっくりくつろげる空間が僕は非常に良い場所だろうと思って

おりますので、その辺含めて今後のいろんな話し合いの中身について、教えていただければと

思います。 
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○企画政策課長 

 まさに河口委員がおっしゃられたような部分も何回かの会議の中で出ている意見でございま

すので、そういった部分、今後先程説明させていただいたとおり方向性を定めているところで

ございますので、地域との連携も含めた中で、より良い活性化になるように、またそういった

状況に応じて、議会とも十分に相談をさせていただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他。池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっとお伺いしたいんですが、メンバー８名、名前読みますと高齢者の方が多いのかなと、

ちょっと思うんですけども、この中に若い方ってどのくらいいるんですか。 

 

○企画政策課長 

 何歳以下が若いというとあれなんですけど、３０代・４０代という部分でいけば、石井卓也

さん、石井勝之さん、菅野又さん、このあたりはたしか４０代かなというふうに思いますし、

後は５０代、６０代。まあ４０代・５０代・６０代ということで、ある程度緑地域に長く住ん

でいる、移住されている方もいらっしゃいますけども、そういった部分でいろいろな立場、そ

れから緑を熟知されているというような部分の中でこう言ったプロジェクトメンバーとなった

ということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今聞いたら２０代・３０代の方がいないんだなと思ったんですけども、今回視察に行くとい

うことは、まだ具体的な取り組みの何もない状態で行って視察をしてから煮詰めていく。そこ

には緑町小学校を閉校したところを活用していくという事がこれからの課題になってくる部分

もあるのかなというふうに思うんです。そうやって見ると決して８人ばっかりじゃなくて、若

い方も入れた方がいろんな意見が出ていいんじゃないかと思うんですけども、８人が決定とい

うことであればまた別なんですけども、これは一大プロジェクトだと思うので、すごい難しい

取り組みだというふうに思うんです。ある程度の年齢を重ねた方は知識も豊富かなと思うんで

すけども、若い人の奇抜な発想というのも、使う・使わないは別にして、そういった案も聞け

るような場というのは作った方が良いかなと私は思うんですが、そこら辺はどういうふうに考

えていますか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 
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○企画政策課長 

 今回につきましては、今回の視察予定につきましても、まずたたき台と言いますか、方向性

を定めていくための視察であり、今回先ほど申し上げました方向性を決めていく状況でござい

ますので、道総研の方からもこういったところに行くと参考になるよというような助言も頂い

たり、それをもとにどこに行こうかというようなことも決めているような最中でもありますの

で、池下委員おっしゃられるとおり、すべてをこのプロジェクトで進めるのではなくて、今回

アンケートもさせていただきますけども、状況に応じて地域の方々、若い方々にもおろせるチ

ャンスがあればおろしていきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 この過疎地域を活性化させるってことは、本当に簡単なことではないなというのは解るんで

すけど、視察に行って何カ所か見て、それをたたき台にしてやるっていうことなんだけども、

非常に何年もかかるのかなというふうに思う反面、動き方によっては１年２年でいろんなこと

ができるのかなというふうに思うんですけども、是非緑の町がそういったプロジェクトによっ

て、活性化できるということになったら、札弦そして本町。いろんなことも考えていかなきゃ

ならないのかなというふうに思うので、是非総力をあげて応援していって欲しいし、私たちも

陰から支えていかなければならないんだなというふうに思いますので、ぜひ頑張ってやってい

ただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 他、加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 １点だけ忘れないでやっていただきたいのは、緑小学校の活用のためにやるということを絶

対頭の中で外していただきたい。将来持続的可能な緑地区を住んでいる人方が本当に住みやす

い、利用しやすい地域として、どうやって成り立っていくのか。そのことを踏まえたときに今

ある支所、風呂、そして小学校。こういうものを通して実際は、これから先５年後１０年後ど

うあるべきか、施設のあり方。そして利用しやすさ。活性の前に住み続けることのできる素晴

らしい環境ということを忘れないで、すべての事業の展開をしていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 小学校というのは一つのキーワード的なものでありまして、他にもおっしゃる通りスキー場

であったり、温泉だったり、支所だったり、いろいろとキーワードがございますので、その中

の１つのキーワードということで捉えていただければいいのかなというふうに思いますので、
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副委員長おっしゃられるとおり、いろんな施設、いろんな人的状況もございますので、そう言

ったことを全てトータル的に捉えながら、活性化に向けて取り組んで行きたいと思っておりま

す。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、質問ございますか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今、皆さんからの様々な意見等あったんですが、もしかすると今までの意見と逆的な意見に

なってしまう可能性もあるんですけれども、ここは皆さん認識は一緒だと思うんですけど、緑

活性化プロジェクトって、本当に凄い一大プロジェクトというか、ある意味全国でもなかなか

これを上手く実現して、その活性化につなげていった事例って多くはないと思うんですよね。

かなり少ない、それくらい難しいプロジェクトになっていくなって思っています。でもこれは

地方にとって、こういう課題を抱えている自治体があると思うんですけど、先ほど来言ってい

る地域の方々に課題を認識してもらい、地域の方々の意見を組み取り、活性化につなげていく。

これ確かに凄く大事なことだと僕は思っています。 

ただ例えば地域おこし協力隊で篠原さんに来ていただいて、活性化プロジェクトをお願いし

ていきたいという形で応募をかけて、今実際住んでもらって、そして地域の方々と一緒に暮ら

しながら、その地域の課題を一緒に見つけていく。そこまで僕も凄く良いことだなと思ってい

るんです。ただ町として言葉がちょっと間違っているかもしれないんですが、丸投げみたいな

雰囲気になっちゃうのがすごく怖いなと思っていまして、もちろん地域の意見が一番大事なの

は解っているんです。ただ地域の意見を尊重するからこそ、そちらにほぼお任せしますという

言葉は使わないと思いますが、そちらの意見を大事にします。だけでやっていくと、逆に地域

の方々からは町から見捨てられたのかという思いを持ってしまうこともあり得るような気がす

るんです。 

なぜこんなことを言っているのかと言いますと、これ日本の縮図だと思うんですよね。日本

も今の地方創生と叫ばれている中、一極集中して地方がどんどん過疎化になって、我が町も残

念ながら辿ってしまっている状況なんですけど、その中で国が何をやったかというと地方創生

と言って、その地方でアイデアを出しなさいと。ひと・まち・しごと総合戦略によって、良い

アイデアがある分だけ、その地方を助けるじゃないですけど、お金を出しますと。あれってよ

くよく考えると、すごい乱暴な話だったなと僕は思っているんです。もちろん自分たちが地方

として自主的に考え、様々なアイデアを出して、それで生き残っていくっていう部分では良い

んですけれども、国がやったことと同じような感覚になってしまうと地域の活性化とかってす

ごく大変なことですし、具体案はなかなか出てこないし、そこでもがき苦しみながらやらなき

ゃいけないからやっていくことだと思います。でもそれを地域の人の意見が大事だから、地域

の課題がわかっている人達が集まってもらって頑張って協議して下さい。そこに良い意見がな

かなか出ないから、道総研とかからも助言いただきますと。それは解るんですが、町としても

ある程度の本気で篠原さんに任せますじゃなくて、町としても具体的に本当に入って行かない

と僕は逆に駄目かなと。向こうに任せるよとかじゃなくて、僕は頑張ってもらいたいな。じゃ

なかったら緑地域の方々も、もちろん篠原さんも正直大変だなって。そしてそれが本当に実現
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していくって結構難しいことなのかなって思っているので、そんな簡単な綺麗事の話じゃない

ような気がしているんで、そこだけちょっと思っていて頂きたいなというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今、伊藤委員おっしゃられたことは非常に重要なことかなと思います。この背景につきまし

ては、当然のことながら私と水尾と二人で常に会議につきましても一緒に参画をさせていただ

き、時には正直ブレーキをかけることもあります。そして常にこの会議の前段には、篠原さん

と打ち合わせをさせていただいて、篠原さん的にはこういうふうに進めていきたい。町的には

こういうふうにしたらどうかといような、常に連携をとりながらやっております。昨日も２時

間ほど篠原さんと打ち合わせをさせていただいたところでございます。 

この会議すべて役場が入るかというとそうではなくて逆に地域の中でもちょっと話してみた

いという時も１回ございましたし、役場が積極的に入る時、地域の中で少しつくってみたいと

言われる時もございますので、時には助言をさせていただきながら、時には町の意見も言わせ

ていただきながら、当然協力隊とも連携をしながら、伊藤委員おっしゃるようなことを肝に銘

じて進めていきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。他、質問ございますか。議長。 

 

○田中議長 

 私も思うんですが、この緑町の活性化プロジェクト、これは大変良いことだと思うし、しか

し非常に難しいことだとも思うんです。こういった中で町全体としても移住定住、それから色

んなことを頑張ってそれぞれやっているわけですけども、やはり減少、そしてまた少子高齢化

も歯止めがかからない状況になって、緑地域というのは特に限界集落になるような状況の中で、

本当にこれから新たに見つけていく。これは非常に難しいことだと思うんです。そこで今言わ

れている行政からのかなりの後押しがないと、これはなかなか難しい問題だなと。これはそん

なふうに思うんで、行政側としても任せっぱなしという事ではないと思うんですけども、そこ

ら辺やっぱり青写真みたいな大体のそういう構造というのを持っていかないと、そう簡単では

ない。そのように感じているので、そこら辺しっかりよろしくお願いしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今議長おっしゃられたような部分は、伊藤委員の補足ということかなというふうに思います

けども、当然のことながら、町の責務として時にはそういった意見も言わせていただきますし、

素案的な部分についても、地域おこし協力隊の方々とも連携しながらそういったことも、時に
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はつくっていかなければならないのかなと、いずれにしましても非常に皆さんおっしゃってい

ただいているとおり、そんな簡単なプロジェクトではないというふうに思っておりますので、

町も全面的に地域と協力しながら、時にはそういったリーダーシップも取りながら進めていき

たいというふうに思っておりますので、議員各位におかれましても御支援をいただきたいとい

うふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。他、質問ございますか。無いようですので、緑地域において協議会が

立ち上がりました。あくまでもやっぱり自主性を尊重した形の中で、きちっとサポートできる

ような体制だけはとっていただきたいなと思います。 

それでは次に移ります。③番、知床図柄入りナンバープレートのデザインの選考について。

担当。 

 

○まちづくりＧ主任 

 私の方から知床図柄入りナンバープレートについてご説明いたします。７ページをお開きく

ださい。 

始めに、経過からご説明申し上げます。広報等で周知を経まして、平成２９年１０月に地方

版ナンバープレート知床の導入の意向を表明しております。その後、平成３０年２月に羅臼町、

標津町、中標津町、別海町、斜里町、小清水町、清里町含めた知床地方版図柄入りナンバープ

レート導入検討協議会として北海道へ、知床ナンバー申し込みを行っております。その後同年

５月に知床ナンバーの導入が決定いたしました。決定を受けまして３０年の４月から８月にか

けて図柄デザインの募集を行っております。応募者内訳にも記載しておりますが、全国から１

７８作品の募集があったところでございます。９月には第１回選考委員会を行いまして、次の

８ページにも載せてあります１７８作品のうち選考委員会で５作品に絞りまして、その後１０

月に住民にアンケートを実施しております。１１月に第２回選考委員会を開催しているところ

であります。 

アンケート集計結果をご覧下さい。清里町につきましては町内５００件を対象にアンケート

調査を実施しまして、２５３件の回答をいただいたところであります。回収率につきましては

５１％ということで表にもあるとおり、他の町に比べましては、多い回収率となってございま

す。全体で申し上げますと５千４４０件送付したうち２千１５２件が回答ありまして、回答率

４０パーセントとなっております。このアンケート結果をもとに第２回選考委員会を行ってお

りまして、次の第２回選考委員会結果をご覧いただきたいんですが、本デザインにつきまして

は、協議会の方で最優秀賞１点、優秀賞２点を決定するという事になっていることから選考委

員会につきましては、各賞の案ということで選考してございます。 

最優秀賞につきましては、今回アンケート結果７町全てで一位を獲得しております。③のデ

ザインが最優秀賞で選んでおります。優秀賞につきましてはアンケート結果全体で２位になっ

ております。④のデザイン、それと選考委員会の方で事前投票を行ったところ選考委員８名に

対して５票獲得しております①のデザインの２点を案ということで選考してございます。この

結果をもとに明日行われます協議会に最終決定ということになります。 

最後に今後の予定についてご説明申し上げます。先ほども申し上げましたが、明日協議会を
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行いまして、図柄のデザインが決定いたします。この後すぐ報道発表を行う予定ということに

なってございます。報道発表を経て１２月中には北海道を通じて国土交通省に図柄提案書とい

うことで申請を行います。３１年度につきましては、今後国土交通省等で、知床ナンバーに係

るシステム改修等が行われることになっていることから協議会としましては図柄デザインの周

知及びＰＲ活動を行っていく予定となってございます。３２年度に図柄デザインが決定しまし

て、知床ナンバーの交付が開始となる予定となってございます。説明は以上となります。 

 

○勝又委員長 

 只今知床図柄入りナンバープレートデザインの選考についての説明がございました。委員の

皆様方から質問ございますか。無いようですので次に移ります。 

④番、斜里岳山小屋の指定管理者の選定について。はい担当。 

 

○企画政策課主幹 

 斜里岳山小屋の指定管理選定について御説明いたします。議案９ページでございます。現行

の斜里岳山小屋の管理でございますけれども、協定期間を平成２８年の４月１日から平成３１

年の３月３１日ということで、ＮＰＯ法人きよさと観光協会と現在基本協定を締結していると

ころでございます。 

今回期間の満了に伴います、３１年度以降の斜里岳山小屋の管理方法でございますけれども、

これにつきましては１０月４日の本委員会におきまして、清里町の公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例第５条にあります、公募によらない指定管理の候補者の選定等につ

いて指定管理委員会により内容を審議してまいりますということで御報告しているところでご

ざいます。公募によらない選定というところでありますので、これまで管理を受託しておりま

す、きよさと観光協会に申請書の提出を求めております。委員会におきましては１０月１９日、

１１月３０日、１２月３日にそれぞれ開催いたしまして、選定方法、書類審査、ヒアリング審

査を実施したところでございます。選定結果でございますけれども、議案に記載のとおりでご

ざいますが、指定の期間につきましては従来の３年から５年ということで改正をしております。

基準価格につきましては２５４万６千円となっておりますけれども、これの内訳につきまして

は次のページ。提示価格につきましては、きよさと観光協会の受託金額となっております。債

務負担行為限度額でありますけれども、提示価格の５カ年分というところで選定しております。 

次の議案１０ページとなります。斜里岳山小屋実績及び指定管理業務委託料の算定資料でご

ざいますけれども、現行指定管理料でありますが２０８万円ということになりますので、今回

基準価格を２５４万６千円ということで、差額の方はほぼ５０万と言うことで増額になってお

りまして、これに係る増の増額の主な項目でありますけれども、平成２７、８、９と３年間の

実績の平均で比較してみますと、まず賃金でありますが、こちらの方は２７万円ほどの増額と

なっております。理由でございますけれども、これは現行８千５００円としておりますけれど

も、１万円ということで見直しをかけておりまして、これにつきましては管理人の拘束時間が

長いという事もありますので、勤務形態を考慮しました改正としております。それと租税効果

でありますけれども、こちらにつきましては１５万円を増額ということになっております。こ

れにつきましてはきよさと観光協会が、平成３０年度より課税団体になっているということで、

予算計上したものでございます。それと水道水の運搬業務と自家発電維持化の委託であります
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けれども、これについては約１５万円の増額となっておりまして、これについては単価の見直

しの増となっております。 

今後のスケジュールでありますけれども、指定管理者の指定につきましては１２月の定例会

の議決となっております。その他指定協定関係でありますけれども、指定の告示と通知であり

ますけれども、１２月の下旬。基本協定の締結は同じく１２月の下旬となっておりまして、  

単年度の協定につきましては来年の４月１日という事で予定をしております。以上で説明を終

わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただいま斜里岳山小屋の指定管理者の選定についての説明がございました。委員の皆

様方から、質問はありますか。無ければ進みます。 

⑤番商工振興費計画の進捗状況について。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○企画振興課主幹 

 議案１１ページでございます。今年度予算計上しております、清里町商工振興計画策定業務

の進捗状況について御報告いたします。本計画でありますけれども、委員会形式と致しまして、

計１６名の策定としております。４月に策定員の一般公募と推薦依頼を行いまして、委員を  

しておりますけれども、加えましてオブザーバーという形をとりまして、これについては清里

町農協参事と北海道商工会連合会オホーツク支部長にも参画いただきまして、より広い視野を

もって策定業務にあたっているところでございます。現在まで策定委員会につきましては、５

回の開催。委員会の補完的な役割として幹事会というものがございまして、こちらにつきまし

ては８回の開催となっております。当初予定しておりました、開催回数よりも多くはなってい

るんですけれども、ここにつきましては策定委員各位より非常に積極的な意見が出されている

ところでございます。 

現在の進捗状況でいきますと、計画の策定につきましては来年の２月と見込んでいるところ

でございます。議案の１２ページをご覧願います。こちらのＡ３の資料でありますけれども、

本計画の骨子案でございまして、策定委員会の第３回目以降におきまして、具体的な政策とい

うことで検討資料としているものでございます。第２回目の策定委員会におきまして、現状分

析としまして商工業取り巻く現在の状況について討議を進めたところでありまして、これは承

知のとおり、人口減少ですとか少子高齢化などによります、社会情勢の変化でありますとか、

物を買うという行動スタイルの多様化によりまして、消費自体が流出しているという非常に厳

しい状況に置かれているのが現状であります。併せまして６月に消費者向けと事業者向けにア

ンケート調査を実施しておりますけれども、消費者の生の声。これにつきましては非常に厳し

い意見多く寄せられておりますけれども、しっかりと受け止めた中で商工業の振興対策につい

て協議をしているところでございます。 

このように町と関係機関、委員各位、相互に連携を取りながら、計画策定にあたっておりま

すけれども、商工業に携わる方々が主体となって取り組み、計画には実行性の高い取り組みと
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いうふうに明確にこの部分が位置づけられるように意識しているところであります。 

本計画におきましては、統計資料ですとか先ほどご説明しましたアンケート結果に基づいた

協議を実施しておりますけれども、その中である程度方向性ですとか計画の軸でありますけれ

ども、この部分が見えてきたところでございます。本計画におきましては計画の軸という物を

何にするかという事で、方向性が凄く変わってくるんですけども、商店街の活性化というとこ

ろに軸を置きまして、短期の実効性のある政策ですとか、中長期ビジョンに基づいた政策につ

いて検討を重ねているというところであります。特に第４回と第５回目の委員会でありますけ

れども、これにつきまいては１０月と１１月に開催しておりますが、この表の真ん中に３つの

柱といたしまして、目指す商店街の姿。それと目指す産業連携の姿、目指す商工業者支援の姿

ということで、それぞれグループワークにおきまして深く課題を掘り下げた中で、討議を進め

ている所でございます。 

今回町が計画策定しまして、町としては商工業の活性化を通じて、持続可能な町づくりとい

うのを推進していくことになりますけれども、この計画の主体となっていくのはあくまでも商

工業者の関係者でありますので、商工会が策定しております経営発達支援計画というものもご

ざいますので、そちらとの整合性もあわせた中で計画の方を煮詰めていきたいというふうに考

えているところでございます。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただいま商工振興計画進捗状況についての説明がございました。委員の皆様方から質

問ございましたら。河口委員。 

 

○河口委員 

 この振興計画については非常に関心をもって取り組みについて、中身をまだ知りたいなとい

うのが私の感情でありますが、先程の緑地区じゃないけど、大きな選択肢がないんだろうと思

っています。 

大きなヒントは今まで商工会もいろんなところを視察してきている。これが何一つ生きてい

ないと思います。札幌圏のハツキタの部分なんて今言われている宅配の拡大、この部分の延長

なんだろうと思いますので、この部分をどう清里版に変えていけるのかっていうことが大きな

部分かなと思いますので、ぜひ今までいろんなところを研修してきた中から、この町に取り入

れられる部分。ぜひこの辺も過去をひも解いて、この部分はすごく生かされるのではないかと

いうのはあると思いますので、ぜひその部分も検討にやっていただきたい。目指す商店街の姿

の部分はありますけれども、これはなかなか難しい部分がたくさんあると思います。あくまで

も町民が必要とされる店があるいは商店街が町民にどうやって必要とされるかということにつ

いて、十分今度の中に入れて行って頂きたいと思います。以上です。 

 

○企画政策課長 

 河口委員がおっしゃったように、今まさにいろんなご意見、先ほど主幹の方で説明させてい

ただきましたグループワークの中でいろんな提案がされております。ただおっしゃるとおり、

全て実行できることはないので、そういった部分をある程度ブラッシュアップしながら、当然

のことながら、すぐにでも来年からにでも始めなければならないこと、それから中長期的に捉
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えてやらなければならない事という形の中で分けて進めているところでありまして、そういっ

た事例を出していただきました、宅配とかそういった部分につきましても、議論をされている

ところでございます。 

どちらにしましても、先ほど中央商店街が解散して、商店街そのものの疲弊が心配されると

ころでございます。そういった活性化を軸により効果の上がる事業でなければいけないのかな

と。消費者にとってもそれぞれ商店主にとってもいけないのかなというふうに思っております

ので、そういった部分におきましては商工会を中心に実施していかなければならないことは多

いのかなと思いながらも、当然町も積極的にそこに関わらさせていただくということで、この

委員会につきましても町が主導権をいただきながら、進めさせていただきながら、実施につき

ましては今申し上げましたとおり、商工会関係者が一生懸命やっていただく。そこに町もしっ

かりとアプローチしていくということが大切かなというふうに思っておりますので、今後とも

御支援をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。他、質問ございますか。加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 質問じゃないんですが、これ、結果として２月に計画書ができるわけです。今課長が言われ

たとおり、５カ年計画の中ですぐスタートできるものはして行かないとならないという中で、

課長が言われました基本的に商工会の自らしないとならないスタートをやっぱり十分に後押し

をして、きちっと３１年からスタート出来るようによろしくお願いをしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 商工会とは常に連携をしながらと言いますか、お願いをしていると言いましょうか。そうい

った部分で話し合いをして、副委員長おっしゃられたような部分も常に申し入れをしていると

ころでありますので、そういった部分は引き続き一緒になってやっていきたいというふうに思

っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さんありますか。無いようですので、１から５番まで終わりまし

たけど何か質問漏れございましたら。ありませんか。課長。 

 

○企画政策課長 

 議題ではございませんけども、情報提供ということで店舗出店の関係につきまして、まず情

報提供させていただきたいと思います。この店舗出店の関係でございますけども、１件認定し

たところがございます。申請者につきましては、刀祢信さんとおっしゃいます。元教員をやら

れて退職された方で、緑地域いわゆる分譲地の地域でカフェ並びにいわゆるコーヒーの焙煎、
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コーヒー豆を販売するというような事業展開をしようとしているところでございまして、それ

に関わります建物の改修費。それから焙煎機の購入等々で対象事業費が４００万ちょっととい

うことで、３分の２の補助申請額２６８万１千円を先日の１１月１６日の審査委員会で認定を

したところでございます。さらに、今相談が来ている件数が２件ほどございまして、１点は健

康器具導入と言いますか、そういった関係。それからもう１件につきましては宿泊ガイドを連

動させた事業ということで、これはあくまでも相談ということで、ご連絡をしておきたいとい

うふうに思っております。 

それからもう１点でありますけども、オレンジ色のペーパーにつきましては、平成３０年度

特産品の夕べを開催させていただきたいというふうに思っております。１２月７日金曜日コミ

ュニティセンターで、今までの方法はどちらかというとお土産をしっかりと用意して変な話来

ても来なくても、ちょっとお土産を持って行って下さいみたいな、そんな感じの部分も多少あ

ったんですけれども、今回はお土産なしで是非来ていただいて、清里の食材を使った新たな食

の提案というところで料金も下げて、実際に来ていただいて、焼酎を飲んだり、こういったも

のを食べていただいて今後の特産品の可能性を探るというような部分もございますので、もし

お時間があれば企画政策課の方にチケットを用意しておりますので、御購入いただければとい

うふうに思います。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 只今、課長の方から情報提供ということで、店舗出店関係と特産品の夕べの報告がございま

した。ちなみにこれ１５０名限定って券は現在どのぐらいの状況になっているんでしょうか。 

 

○企画政策課長 

 残り３～４０ぐらい。 

 

○勝又委員長 

 そうですか。 

 

○勝又委員長 

 加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 出店店舗事業について、可決されたやつについての説明と、後２件申請中ですよとあるんで

すが、できれば議会の委員会ぐらいには、可決する前の提案内容についての方向についても、

提示されていくようにした方が私は基本的にいいのかなと。結果こうですよというよりも、こ

ういう形で今提案されていて、今検討されていますという形での提案も必要だと思いますので

よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 



 

- 21 - 

○企画政策課長 

 私の方で説明した２件については相談中なので、まだ申請段階の前の前ぐらいな感じでござ

いまして、この１件につきましても審査委員会がちょうど１１月１６日という部分もありまし

て、できるだけ副委員長がおっしゃられたような部分で、タイミングがあえばなるべく早い段

階で説明できるような状態に持っていきたいというふうに思っておりますのでご理解を賜りた

いと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、はい。これに関連することですよね。 

 

○前中議員 

 いえ違います。 

 

○勝又委員長 

 前中さんからいいですか。 

 

○前中議員 

 図柄入りナンバーに伴って、ちょっと疑問というか質疑なんですけれども。３２年度をもっ

てマイナンバーに変更するという形で進んでいるんですけれども、清里町の場合、仮ナンバー

の申請業務を現状で取り扱っていないと思うんですね。近郊、斜里だとか小清水まで出向いて

仮ナンバーの申請っていう業務だと思うんですよ。この点について、新しい図柄入りナンバー

になったときに、仮ナンバーがあるかどうか僕はわかりませんけれどもそこら辺の認識、今後

どう対応するのかしないのか。そこら辺も含めてちょっと回答は良いですけれども、そこら辺

も考慮していただきたいなと思うんです。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 その件につきましても、本町だけがやっていないということを認識しているわけであります

けれども、今後どういった対応が出来るのか、その辺もちょっと精査していきたいと思ってお

ります。 

 

○勝又委員長 

 他ありませんか。無ければ以上で企画政策課終わりたいと思います。大変ご苦労様でした。

ここで休憩します。２０分再開。 

 

休憩  午前１０時１４分 

再開  午前１０時２０分 
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○勝又委員長 

 それでは、総務課５点ございます。①健康増進法の一部を改正する法律の施行について、主

幹。 

 

○総務課主幹 

 ①健康増進法の一部を改正する法律の施行について、1ページをご覧ください。 

改正の趣旨は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応

じ当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を

有する者が講ずべき措置について定めます。 

施設の区分として、敷地内禁煙対象施設は学校、病院、児童福祉施設、国及び地方公共団体

の行政機関の庁舎などで、原則屋内禁煙対象施設は、敷地内禁煙対象施設以外の多数の者が利

用する施設です。公布日は平成３０年７月２５日、施行日は平成３２年４月１日です。以上で

説明といたします。 

 

○勝又委員長 

 はい、健康増進法の一部を改正する法律の施行についての説明がございました。委員の皆様

方から、質問はありますか。無ければ進みます。 

②清里町国民保護計画の一部改正について。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 清里町国民保護計画の一部改正について、説明いたします。武力攻撃事態等における国民の

保護のための措置に関する法律に基づき、清里町国民保護計画について一部改正を行います。 

 今年度改正を行った内容については、基本指針の変更に基づく改正等、知事協議が必要な改

正のため、北海道と協議を行っています。 

 改正内容については、別紙新旧対照表のとおりです。 

 以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、清里町国民保護計画の一部改正についての説明がございました。委員の皆様方から、

質問はありますか。無ければ進みます。 

③北海道胆振東部地震に係る支援等について。 

 

○総務課主幹 

 北海道胆振東部地震災害に係る支援等について、説明いたします。 

 １、義援金については金額１００万円で、１２月定例会にて補正予算提案後、日本赤十字社

に送金いたします。 

 ２、職員の派遣については、９月３０日～１０月６日に４名が安平町に、１１月４日～１０

日に１名が厚真町に派遣し、罹災証明交付事務を行っています、 

 ３、その他として、被災地市町村、北海道等からの支援要請依頼があった場合対応致します。

以上です。 



 

- 23 - 

 

○勝又委員長 

 はい、北海道胆振東部地震に係る支援等についての説明がございました。委員の皆様方から、

質問はありますか。無ければ進みます。 

④土地の取得について。 

 

○総務課主幹 

 土地の所得について以前よりお話がありました、札幌の石川達雄さんより清里町羽衣町１４

番地ほか７筆について取得いたします。平成１２年度より町民会館駐車場及び緑地として使用

し、無償借受していたところです。取得金額は１千２００万円で、１２月定例会において補正

予算提案後取得いたします。 

 以上となります。 

 

○勝又委員長 

 はい、土地の取得についての説明がございました。委員の皆様方から、質問はありますか。

無ければ進みます。 

⑤平成３０年度清里町一般会計補正予算（総務課所管分）について。担当。 

 

○総務課主幹 

 平成３０年度清里町一般会計補正予算（総務課所管分）について１３ページをお開きくださ

い。 

 歳入、道支出金、道委託金、総務費道委託金、選挙費委託金は知事道議選挙費委託金として

１２０万円。２段目の寄附金、総務費寄付金、総務管理費寄付金については、３件の御寄附に

より１千３０万５千円です。 

 次に歳出、総務費、総務管理費、一般管理費、北海道胆振東部地震義援金事業１００万円は、

９月６日に発生した北海道胆振東部地震により甚大な被害を受けた自治体に義援金を送るもの

です。次の総務費、総務管理費、職員福利厚生費、職員住宅修繕事業費１５０万円は、水元町

の職員住宅床等の修繕に係るものです。次に総務費、選挙費、知事道議選挙費、知事選挙事業

２８８万６千円は、知事道議選挙の執行に係る経費です。 

 次のページをお開きください。総務費、総務管理費、財産管理費、旧小学校等解体設計委託

４２０万円は、旧新栄小学校敷地内の施設解体撤去の設計を行うものです。次は、さきほど説

明いたしました総務費、総務管理費、財産管理費、町民会館前土地購入事業１千２００万円で

す。次に総務費、総務管理費、防災対策費、防災備品購入事業４６６万４千円です。はじめに

冬季災害に備えた防災備品としてストーブの追加整備と段ボールベット、投光器の購入を行う

ため２６６万４千円。２点目として庁舎のインターネットサーバー及び電話回線を稼働させる

発電機を購入するため２００万円。計４６６万４千円を計上します。次に総務費、総務管理費、

行政情報システム移設事業、指静脈認証システム移設事業４０万円です。指静脈認証システム

の移設を行い適正な審査を図るものです。 

 以上で補正概要の説明といたします。 
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○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 災害備品として、ポータブルストーブを計上しています。これは一般的な電池とかのやつで

すか。いざ使用するときに消耗していたり、電池の備蓄がないという状況もあり得ますので、

空気電池等検討してはどうか。 

 

○総務課長 

 ポータブルストーブの関係でございます。今回ポータブルストーブ２０台ということで予算

の計上をさせて頂いているところでございます。河口委員からおっしゃられた通りですね、こ

ちらの方でも空気電池ですか、その辺についてはまだ検討はしていない所でございましたが、

保守管理も含めてメンテナンスを十分に行っていくようにしていきたいと思っております。ご

理解のほどをお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。他、委員さん。堀川委員。 

 

 

○堀川委員 

 新栄小学校の解体に関してですけども、自分もこの４２０万というのは解体の設計に随分高

いのがかかるんだなというのを思ったんですけども、総体で想定されるその改定費用がだいた

いいくら位になるのかというのを教えていただきたいのと、確認になるんですけども、現在入

居されている校長住宅、教頭住宅の扱い。それとこの後の解体スケジュールを教えていただき

たいんですけども。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 解体費用の関係でございます。今回４２０万ということで確かに多額の設計費がかかってい

るかなというふうに思います。先ほど担当の方から説明したとおり、いろいろ壁とかそういう

素材とか手作業でということで、今回この４２０万という設計費がかかるということで、考え

て計上をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

実際の解体費用でございますが、本当にまだ見えない部分もありますけども、ただ先ほども

説明しましたが、校舎それから上斜里総合施設、教職員住宅それから学校周辺にあります遊具

ですとか、また倉庫等も含めて、今回この設計費。また解体費用となりますと、本当の外と言

いますか、大体全部校舎だけではなくて５～６千万かかるのかなというふうに考えているとこ

ろでございます。それについては本当に設計やらなければ解りませんけども、その他にプール
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とか遊具とかありましたら、その辺も含めて考えてみますと、かなりの経費がかかるのかなと、

今予定をしているところでございます。 

また現在、校長教員住宅につきましては、現在教職員の方が入居されておりますが、将来的

には教育委員会の方の話になりますけども、町の中に教職員についてはしていただいて、あそ

この住宅につきましては今後必要がなくなってくるということで、教育委員会の方については、

使用はしないということを聞いておりまして、町の方に移管になるのかなというふうに考えて

おります。その後につきましては、町としてどういうふうに行うかというのは、今後検討課題

になっておりますが、あそこ一体を更地にした場合の今回解体設計費ということで、それぞれ

施設ごとに出していただくという部分がありますので、もしかしたら先ほど言った費用がかか

るんであれば解体も、その１、その２みたいに分けることも、もしかしたら必要になるのかな

と考えているところでございます。 

スケジュールにつきましては、今回の１２月で補正をさせていただきまして、また６月に、

費用等の補正を行って、その後解体に進んでいくのかなということで、今のところ考えており

まして、時期的なものについては未定な部分もありますけども、内容等、今考えている部分に

ついてはそのように進めて行きたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 はい、堀川委員。 

 

 

○堀川委員 

 スケジュールはまだ流動的だということなんですけども、最終的に更地になるということで、

その更地になった後の利用方法を早い段階から計画をしっかり立てていただきたいと思います

のでよろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今堀川委員おっしゃられたとおり、あそこ今回解体が進めば更地になるということで、更地

になった場合の本当に有効活用だったり、今後どうしていくかというのが本当に検討して行か

なければ更地にしても、意味がないと言いますか、今後どういう方向かをちゃんと示さなけれ

ばならないと思っておりますので、更地になった場合について検討を進めていきたいというふ

うに思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○堀川委員 

 はい。 
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○勝又委員長 

 他、委員さんから質問。加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 今の新栄小学校の解体関係なんですが。単独事業で解体をしていくという中で、解体する費

用について、大まかにどういう状態で整理するかという設計というのは必要だという論法なん

ですが、実際にそれを含めて解体業者に選考をかけて入札をかけるという方法を考えてみたこ

とはないのでしょうか。これから町内における公共施設等についての問題というのは、非常に

多く出てくるんだろうと思うんです。図面上やいろんな設備については、データとしてはきち

っと残っているわけです。これらを提示することによって解体業者は算出できる方法もできて

くるんではないかなというふうに思うわけです。そういうものを合わせて入札をかけるという

手法が取れないのかどうなのか。また同時に、それの場合の単価や期間的な問題というのもあ

ると思うんです。補助事業でないということを踏まえていった時に、やはりこれからの公共設

備は適当に壊せばいいという事では無く、基準に則った中できちっと壊していかないとならな

いわけですが、そういう資料を提出した中では、ある意味では合算することによって経費の削

減できる部分も私は出てくるような部分もあると思う。ただそのためにはまず法律的にそのこ

とが可能なのかどうなのか。あるいはそういう設計がなくても入札をかけて受けてくれる業者

があるのかどうなのか。あるいは受けてくれたとした時の単価がどうなるのか。この辺を一度

検討してみたことってあるんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 ただいま加藤副委員長のご質問等の関係でございます。この新栄に係ると言いますか、それ

以外でも公共施設の解体に係る部分かなというふうに思います。今回、お話にあったとおり設

計費を解体のところに含めた中で検討されたかということだったんですけれども、今回につい

ては、その辺については建設の方と解体に向けて設計費等を積算しておりますけれども、その

辺については検討しておりません。今回は建設サイドと協議しまして、まずは設計費が必要だ

ということで今回設計費の積算をさせていただきまして、それに基づいて解体費を出して解体

をしていくというような形の手法を取らさせていただきました。 

今加藤副委員長が言われた手法も含めて、今回はそういった検討はしていなかったわけでは

ございますが、そういう方向も出来るのかも含めて、今後公共施設、学校以外にもまた解体等

が今後出てくるのかなというふうに思います。その辺の手法ですとか経費が削減になるような

方法も含めて検討していきたいというふうに思っておりますので、今回それらについて、勉強

等、検討し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なというふうに

思っております。 

 

○勝又委員長 
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 他、委員さん。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 今加藤副委員長が言われた部分。自分のところで持っている情報って、どうやって生かして

いくかということが非常に大事なんだろうと思うんですね。自分だけがもっていて整理整頓す

るところだけを委託しちゃうよというところに、町から逃げてしまうという経済的な部分があ

るんだろうと思いますので、今までそういう面でたくさんの蓄積された情報っていうは、行政

で持っていると思うんですよね。この建物すべての細かいところのデータは当然建築の時から

のデータはすべてある。積算と言いますか、これをどうやって町の中の業者が上手く使ってい

けるかという工夫が必要なんだろうと思いますし、行政含めた中で、自前で出来ないものなの

か。この設計が本当に町の力でできないのかということを十分に熟議していただきたかったか

なと思いますけども、全くここの町では出来ないんだよということであれば、これは委託せざ

るを得ないんですが、これからもどんどん続く中で、積算ができる能力を是非持っていただき

たいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 ただいま、河口委員から町の情報等を活用した中で、町内等で出来ないかということも含め

まして、今後どういう手法がとれるか含めまして検討していきたいと、今の御意見等を参酌し

ながら検討を進めて行きたいというふうに思っておりますので、ご理解頂ければというふうに

思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さん。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 この防災に関してなんですけども、今回防災用品を買うわけですけども、真冬の本当に一番

寒い時期のことを想定してというような準備という事なんですけども、本当に電気が無くなっ

て想定外のことが起こるわけですよね。その想定外のことを想定しながら準備しなきゃならな

いんですけども、北見で地震が起きる前に真冬の停電を想定して、厳寒でどういう事が起こる

のかというような体験を赤十字病院と連携しながら体験会をやっていたという番組を見たんで

すけども、素足で１分間体育館の床に立っていられるのかだとか、車の中で人は何時間、１時

間我慢できるかと。着込んだ状態でも、暖房のない中で我慢出来るのかというような、そうい

うような体験をやっていたんですね。できることならばそういうような情報を提供してもらう。

清里町でも想定外の部分も色々勉強していけたらいいのになっていうふうに思うんですけど

も、ぜひ北見でそういう体験会をやった情報とかを提供していただいて想定するということも

考えてもらいたいなと思うんですけども。 
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○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今堀川委員のおっしゃられた北見での体験会、研修会というのは日赤看護大が中心となって

やった研修会でございまして、実は、来年出席するようになっております。 

 

○堀川委員 

 そうですか。 

 

○総務課長 

 また情報的にいただくことはできるかというふうに思いますし、日赤看護大ではもう数年前

から調査研究を進めているということを聞いておりまして、その中で実は今回計上させていた

だきたく提案しております。段ボールベットにつきましても日赤看護大がかなり前から実は調

査研究を進めておりまして、今回の胆振東部にもたしか４００セットか５００セット向こうの

方に送って、有効に活用されたということを聞いております。そのような情報を貰いながら、

今回も冬期の災害対応ということで、段ボールベット。またその他の今回厳寒期で本年だった

ら１日宿泊して体験する研修会になっておりますけれども、そのような研修会等にも参加しな

がら、今後の防災対策に生かしていければなというふうに思っておりますので、ご理解頂けれ

ばなというふうに思います。 

 

○堀川委員 

 わかりました。しっかり体験して来て下さい。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんからありますか。 

 

○加藤委員 

 ぜひ１人じゃなくて２人くらい、若い人もつれて。 

 

○勝又委員長 

 前中さんから発言、よろしいですか。 

 

○前中議員 

 ２点ほど質問させていただきます。まず新栄小学校の件。教員住宅の件で今堀川委員からも  

でありますけれども、あの教員住宅自体は管財管理なのか、教育委員会付の教員住宅としての

管理なのか。まずそこの確認と、解体すると言う方向で今進んでいますけれども、貴重な住宅

なんだとかという、転用の可能性もあるのかないのか。当初は全解体という方向で移ってはい

たんですけども、職員が住まれているってことで、ここはちょっとないがしろにした経過があ
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るので、そこのまず確認。 

それともう１点。災害時における今回予算計上の中でポータブルストーブいろいろあります

けれども、今回の事例の中で清里町も事業所との災害連携ということで協定を結んでいますけ

ども、一度確認していただきたいのは燃料の備蓄に関する協定なりをやはり早期に進めていた

だきたい。要するに発電機あるいは車両もそうですけども、行政の車両は緊急指定でそういう

スタンド指定はありますけども、町民の中でも緊急的な車両でガソリンがないだとか、今回事

例の中ですべてのガソリン放出したという事例がありますけども、そこら辺の協定の中で、あ

る程度の備蓄っていう概念を行政サイドでは協定なり持っていかないと、なかなか厳しいのか

なと。それに付随して灯油も同じような形で、やはり安定的に最低限の備蓄的な協定を行政と

しては進んでいく方向で検討していただきたいと。ハードばかりじゃなくて燃料がないと、ど

この震災でもそうなんですよね。そこら辺もちょっと含めて、今後検討の中で取り進めて頂き

たいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 まず１点目の新栄小学校の関係でございます。教員住宅につきましては、今現在は教育委員

会の方の財産ということで、教育委員会で管理を行ってございます。今後解体等する場合も含

めてでございますけども、町の方に移管されるのかなというふうに思ってございます。教育委

員会につきましては、今後新栄の住宅につきましては、今現在の情報ですと教職員については

先ほども言いましたけども、町の中の方に移動も含めて考えてということで、その後の住宅の

活用につきましては町の管財の方で考えて行かなければならないのかなというふうに思ってご

ざいます。現在の解体設計につきましては、全部の解体も含めた設計費用となってございます

が、今後住宅の利活用も本当にあるのかなというふうに考えてございます。また更にあそこ井

戸の関係もありまして、その辺も含めてどういうふうに今後行っていくのか。全部解体した方

が良いのか。利用できるものについては利用した方が良いのか、その辺については十分、今後

ちょっと検証していきたいというふうに思ってございます。 

それから災害に係る燃料の備蓄の関係です。今回災害の９月６日のブラックアウトの時にお

きましては、町内の業者さんの協定を結んでおりませんが、町関係、災害対策部の関係につき

ましては、そこの業者と連携をとりまして町の分については燃料の方を確保していただきまし

た。実際には協定までは行っていない部分がありまして、その辺は課題ということで、今回も

協定について検討をするべきということで、課題として整理をしているところでございます。

当然燃料がなければ発電機ですとか色んな部分。車もそうですけれども、動かないわけですの

で、その辺の早急な協定等も含めた燃料の確保対策は必要と考えておりますので、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。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さんありますか。加藤副委員。 
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○加藤副委員長 

 課長の答弁の中に、教員住宅として今使用されているものを今後検討していくなんて表現が

あったんです。今解体の設計の段階で４２０万全部の施設を解体するための経費ですと言って

いるわけです。その結論というのは、事業を出す前に出てないと駄目なんですよ。その辺のこ

とを踏まえて、もう一度御説明願います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今回の解体設計につきましては先ほど言ったとおり、旧新栄小学校の敷地内に校舎ですとか

上斜里総合施設また教職員住宅その辺も含めて全部更地にした場合の解体費用を、今回設計費

として見ているわけでございます。ただ、今加藤副委員長からもありましたが、今後教職員自

宅については教育委員会から町の方に将来的には移管されるのかなと思っておりますけれど

も、その辺については先ほども言いましたけれども、多額の経費が係るということで、今回に

ついては全部解体した部分の設計費ということで考えてございますが、実際については町に移

管になった場合について、基本的には解体の方向で進めておりますけども、利用ができる分に

ついては検討もしていかなければならないのかなというふうに思っておりますし、その辺につ

いては今現在、解体経費についてそれぞれの所で入っておりますので、その辺見極めながら進

めていければ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 

 加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 意味は解るんですが、全部解体するための経費が入っているんですよ。もしも残すとなった

ら、無駄な経費を使うということになるんです。そういうことを踏まえて、管財に来たときは

壊す。答弁が非常に中途半端なんで、是非この実施設計、予算ですので実際に設計を行う時点

までには、その辺についても結論を出した上で契約をしていただきたい、このように思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 十分に検討していきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんありますか。無ければ質問漏れありますか。以上で総務課終わりたいと思いま

す。 
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○勝又委員長 

 引き続き生涯学習課、平成３０年度清里町一般会計補正予算生涯学習課所管分について。課

長。 

 

○生涯学習課長 

 生涯学習課からは、１２月定例会に上程を予定しております、一般会計補正予算生涯学習課

分について御説明をさせていただきます。早速担当より説明をいたします。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 私の方から資料１ページから生涯学習課補正予算等を説明させていただきます。資料１段目、

予算科目教育費、小学校費、学校管理費の小学校施設管理事業でございますが、こちら灯油燃

料タンクの高騰に伴いまして、小学校での暖房用燃料の不足分、こちらを清里小学校で１３０

万円、光岳小学校分で５８万円、こちらを見込みまして合計１８８万円。増額補正を計上する

ものでございます。２段目の中学校費における中学校施設管理事業でこちらにつきましても燃

料単価高騰に伴う燃料費不足分といたしまして、清里中学校が１４８万円。こちらの方増額補

正計上をするものでございます。小学校と中学校分ともに増額補正に係る税財源につきまして

は一般財源となります。 

続きまして、表の３段目、予算科目教育費、中学校費、学校管理費の清里中学校空調整備工

事実施設計事業でございますが、こちら文部科学省におきまして、児童生徒等の熱中症対策と

しての空調設置事業に対しまして、平成３０年度限りの臨時特例的な措置となります新たな交

付金制度を創設することに伴いまして、清里中学校の普通教室や特別教室などへの空調設備を

整備する設置工事にかかる設計業務を委託するものでございます。この臨時特例的な交付金に

つきましては、国庫補助率につきましては３分の１、他の制度と変わりありませんが、残りの

自己負担分をすべて地方債の充当を導入することができまして、また交付税措置の割合が高く、

実質自己負担が少なくて済む制度となっております。また、事業繰越が認められることとなっ

ておりますので、整備工事の本体事業につきましては、３月での補正予算計上によるスケジュ

ールを見込んでおりますので工事内容につきましては改めてご協議させていただきたいと思い

ます。 

なお、小学校への空調整備に関しましては清里小学校の校舎の老朽化に伴う、大きな改修工

事を計画しているところでありまして、その改修事業の中で整備を進めていきたいと思ってお

ります。１２月定例議会での提案といたしましては、中学校への空調整備工事にかかる設計業

務委託料といたしまして２３０万円を計上しております。財源はすべて一般財源です。 

続きまして表の４段目教育費、中学校費教育振興費、教師用指導書等購入事業でございます

が、こちら平成２７年３月の学校教育法施行規則改正によりまして、特別の教科である道徳と

いうことで位置づけされまして学習指導要領の一部改正と移行措置によりまして、平成３０年

度からは小学校、平成３１年度からは中学校での全面実施となりました。この平成３１年４月
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から使用開始となります中学校での教師用教科書、指導書、資料につきまして各学年に１セッ

トずつと共通の資料１つを確保するということで、４月からの指導体制を構築するものでござ

います。補正額につきましては、８万５千円。財源は一般財源となります。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 変わりまして教育費、保健体育費、トレーニングセンター費の清里トレーニングセンター管

理運営事業でございます。こちらにつきましては、他の教育施設同様、燃料単価高騰に伴いま

して、トレーニングセンター暖房用重油燃料費の不足を補うため、これまでの影響差額並びに

今後の見込み額としまして合計１００万円を計上いたします。財源についてはすべて一般財源

となってございます。引き続き給食センターの関係でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは引き続きまして、表の６段目、予算科目、教育費、保健体育費、学校給食センター

の給食センター施設管理事業でございますが、各施設同様に灯油燃料単価の高騰に伴う給食セ

ンターでの燃料費への影響による不足といたしまして７０万円を見込んでおります。また施設

の老朽化に伴う水道管からの漏水や冷蔵庫、冷凍庫など施設整備の保証が頻発しておりますの

で、安心安全で安定的な調理体制を確保するためにも、修繕対応が必要な状況となっておりま

す。これら修繕にかかる費用といたしまして８７万円、こちらを計上するものでございます。

給食センター施設管理事業といたしましては、燃料費７０万円と修繕費８７万円、合計１５７

万円の補正額となりまして財源はすべて一般財源となります。 

続きまして表の一番下段になります、予算科目は同じく学校給食センター費の給食調理事業

でございますが、こちらは９月６日に発生いたしました、平成３０年北海道胆振東部地震。こ

れによります全道的な停電の影響によりまして給食センターに保管しておりました冷凍庫の食

材の保管状況、これが悪化したことによる廃棄をせざるを得ない状況となりましたことから給

食調理の運営再開に当たって、再調達を行っているところです。この再調達にかかる、賄い材

料費の経費といたしまして３０万円の補正額を計上するものでございます。こちら財源すべて

一般財源でございます。以上、生涯学習課の補正予算協議事項７事業の説明とさせて頂きます。 

 

○勝又委員長 

 只今、平成３０年度清里町一般会計補正予算生涯学習課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ございましたら。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 ３項目目の空調設備の業務委託料について２３０万円が組まれているんですけども、小学校
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については改修計画があるんでやりません。これ３０年度に国の予算化と言う事は待ったなし

でやろうとしていることで、それに対して小学校の改修計画はいつやるんでしょうか。その辺

の計画を含めて、早急な空調設備が必要であればいつ改修計画になっているんだということも

一つ情報として欲しい。 

それと、その中学校の委託料２３０万円。大きいですよね。非常に大きい金額だと思います。

単純に言うと２３０万円で下手すると３教室の空調設備出来るんですね、この金額で。実質計

画の中で高く見ても２３０万で２教室は整備出来る金額ですよ。これは業者一括の中で十分で

きる。わざわざここで委託して、実施計画をしなきゃならないことではないかなという気は一

つ思っています。 

ただし、国の補助の関係で、このきちんとした業務委託がないと補助を受けませんよという

ことなのか。それと、この３分の１を国が見てもらいますよと。案外補助金が出るというやつ

はコストが高いんです。下手すると倍以上のコストで施工しなきゃならないので、実質町が幾

ら負担するんだという計画が皮算用と言いますか、それを持ってらっしゃるんだったら、その

金額を教えていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 はい、まず小学校での改築計画。こちらの方というところで、今内部協議を進めているとこ

ろでございまして、こちら長寿命化計画ということで、国の方からも定めるようにという事で

指示が出てきているところでございます。こちらを次年度、長寿命化計画ということで、策定

の方、予算化も今検討しているところでございます。それに合わせまして、長寿命化の計画と

いうことで、これは数カ年に渡る計画となっていきます。この中で長寿命化の大規模改修とい

うことで、まだこれも協議中の段階ではございますが、３１年に実施設計いたしまして３２年、

３３年、そのようなスケジュールになるのかなというふうなところを検討している最中でござ

います。 

また実施設計の金額、今回２３０万円ということで中学校の分計上をさせていただきました。

こちらのコストも高くなるのではないかという今ご指摘をいただいたというところでございま

す。まずこちらの２３０万円の部分につきまして、業者の方とも調整確認を取りながらという

ところでございます。ただ、これが確定額ということでございません。内容に基づきまして実

施設計をしていただくということでの入札業務になるかなというふうに考えております。本当

にこちらの事業につきましては、国の緊急措置的な事業ということで、突然出てきた事業では

ございますが財源といたしましては、税措置というところも大きく出てきているところでござ

いますので、地方負担分につましては、他の事業でやるよりも少し優遇されているのかなとい

うふうに考えておりますので、中学校につきましては、この事業を使って実施して行きたいと

考えているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 
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○河口委員 

 よく回答の中身が確認できてないですが、結局小学校については３１、３２、３３年の実施

計画の後、その後に空調に手をつけるということなのか、実際３４年、３５年になるのかって

いうことの結論でいいのか。 

それと先ほどの中学校の問題は全体の金額はどのぐらいを予定している。３千万ですか、そ

れとも２千万の予定をしているのかということが、概算でもう解っているはずなんです。全部

出ていると思いますので、その辺が国が絡むっていうことになると実質１千５００万あればで

きる。１千万もあればできるというやつが２千万、３千万になっちゃうっていうことが、どう

なんだということを聞きたいんです。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 只今、河口委員の方からお話のあった部分、大変失礼しました。まず小学校の部分でいつ開

始になるかというところですが、まだ内容については内部でも協議中のところではございます

が、その大規模改修平成３２年、３３年、この中で一体的に国の別な補助事業を活用しながら、

整備をして行きたい。そのように考えているところでございます。 

また中学校の事業、本体工事そのものの概算の金額ということで、今お話があったところで

ございます。こちらも内部段階で協議をしている中での数字という事で考慮いただきたいと言

うふうにございますが、現在９部屋の普通教室、特別教室等を整備する予定でございます。本

当に概算というところでございますが、総体で２千万程度をまず見込んでいるというところで

ございます。こちらにつきましては、この実施設計の中で金額がまた正確な部分が出て来るか

なというふうに考えているところでございます。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 今中学校の問題で、大枠２千万。それの３分の１が町が持ちますということですよね、結論

的にはそういうことで良いんですか。町が持つ分が２千万という事で良いんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 国の補助の方が３分の１という形になりますので、まず一旦３分の２を町の方でとなってお

ります。その３分の２の１００％を起債充当とすることができます。そしてそのうちの国税措

置の割合が他の事業に比べて高いですよと。そのような構成になっているというところで、ご
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理解頂ければと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 ぜひ中身について細かい所はあれですけど、３分の２負担１４００万くらいしますけど、１

千万あればできる工事なんだろうと思いますけども、その辺十分に全部丸投げじゃない、その

中身を検討していただきたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。加藤副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 小学校の冷房の関係なんですが、３１年から見直しをかけていくと。大規模計画をすると言

いながら、早くても４年くらいかかっちゃいますよね。気候の変動が激しく、しかも小学生、

統合１カ所になった時点で、はたして大規模改修するからということだけで、来年度計画して

再来年実施してならいいですけど、４年ぐらい空くとすれば、これはやはり早急に来年つける

べき重要案件じゃないんですか、この辺。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいまの小学校の関係でございますが、その前段といたしましては、今回の空調設備でご

ざいますが、国といたしましては、備品購入は一切認めないということで工事ということでご

ざいます。ですから例えば家庭用の物を１教室に２台、３台設置し、室外機を壁につけるとか、

簡単な備品を買ってきて設置するというのは一切認められないということになっておりますの

で、それ相応の設備が必要というふうに感じております。 

その中で小学校につきましては、本当に待ったなしで改修していかなければならない状況に

ございますので、平成３１年度長寿命化計画を策定し、早ければ３２年から具体的に改修の工

事をしてまいりたいというふうに考えております。その中でこの空調につきましてはもちろん

工事の順番というのはあるかと思いますが、私どもとしましては、優先順位を上に挙げまして、

対応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。 

以上です。 

 

○勝又委員長 

 加藤副議長。 

 

○加藤副委員長 
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 長寿命化と言うけど、どのぐらいまでの規模でどういう感じでしようかというのは、今現時

点で決まっているわけでしょう。そのときに大改築、建物を大きく壊して建て替えする気をし

ているのか。そうじゃなくて、使いやすさにしていくのかということになっていけば、冷房関

係の設備をどういうふうにしなければならないかと当然のように今の時点で解るはずですよ。

そしたらそれがどのぐらいまで影響するかということも考えた中でいくと、どうもその辺そん

な簡単に今課長答弁している、来年度計算して再来年度から、はいなんて。私は不可能だろう

と。少なくとも５年ぐらいかかってしまうのかなと。そうするとその５年間というのはちょっ

と大きいんじゃないですか。そのことを踏まえて、その最善の方法を、ここで結論出る話では

ありませんので再検討をそれで重ねてお願いをしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんから質問ありますか。ありませんか。無ければ、その他。 

 

○池下委員 

 一点、今日議案にはないんですが、実は１０月４日の常任委員会に全国学力学習調査が常任

委員会の中で説明があった１２月の今月の広報にもこの結果載せているんですけど、改めて広

報を見ていると、中学校の生徒の学力に関してやや低いが多いという状況なんですけど、２７

年度かな、小学校、中学校にタブレット端末を入れている。その中で小学生に関しては、やや

高い、高いという項目が多いんだけど、中学校に入って実際こういうふうな結果になっている

ってことは、タブレット端末が本当に学力向上にしっかりと繋がっているのかどうかというこ

とをお伺いしたいなと思いまして、今日の議案にはありませんけども、一言答弁いただければ

と。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 タブレット端末につきましては、特別支援教育のため、そして学力向上のためということで

導入してまいりました。数字として現れてないという御指摘なのかなというふうに思います。 

今回の学力学習状況調査、また別な視点から分析したところ、中学校につきましては確かに

今年度低い状況が数字としてはございますが、この中学校３年生が小学校６年生の時にどんな

成績だったかという部分と比較いたしますと、明らかに全道全国平均との差が縮まっていると

いうことが、私どものこの数字を調査した中で現れております。ですから現れた結果としては

若干低い数字にはなっておりますが、小学校６年生からの伸び率という意味では、全道全国の

平均との差が縮まっているというふうに分析をしているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 
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 数字だけ見るとそういうふうに聞きたくなるんですよ。折角タブレットを導入して、タブレ

ットは日本全国ありますけど、やはり全国レベルに同じレベルになれという話ではありません

けど、少しずつでも差をつめていきながら、ほぼ同じというのはなかなか難しいかなと思いま

すけど、結構タブレット端末というのはお金もかかっていますので、そこら辺基礎を作るのは

小学生ですから、小学生時代からしっかりとそういった事業に力を入れて、これからも力入れ

てやっていただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 答弁良いですか。課長。 

 

○生涯学習課長 

 今、池下委員からの御指摘でございます。タブレットのみならず、学力につきましては夏休

み冬休みの学習サポート事業とトータルに今後も取り組んでまいりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。他ありますか。無ければ以上をもちまして、生涯学習課終わりたいと

思います。 

 

○生涯学習課長 

 委員長１点よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 はい。控室の方にペーパーを置かせていただきました。この度高校生の海外派遣研修の報告

会を開催することとなりました。１２月１８日、１９時からプラネットで開催をいたします。

例年開催しているところでございますが、御案内をさせていただきます。ただ特段御来賓紹介

とか来賓席を用意するというものではございません。もしお時間がございましたら生徒の発表

をご覧いただければと思いますので御案内を差し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。 

 

○勝又委員長 

只今、課長の方からニュージーランドの研修の関係の報告会１８日ということで、それぞれ

の控室の机にあると思いますので、参加のほどよろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 すみません。１点だけ聞こうと思って忘れていたことがあったので１点だけ聞かせて頂きた

いんですが、学校給食センター費の方なんですけども、停電によってこれだけ廃棄分というの

がこれだけかかっているというんですけど、実際冷蔵庫ですとか冷凍庫いろいろあるとは思う

んですが、それを停電の時にまかなえるようなもし発電機を買うと言ったら、どれくらいのも

のが必要かってことは把握されているんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 このたびの地震の部分で各教育施設、どの程度の最低限電力が必要か、それをまかなうため

の発電機については既に調査済でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ということは、今回いろいろ災害の関係で総務の方からいろいろ防災備品の購入の方出てい

るんですけど、これには今回はあくまで今回の停電のことではなくて、冬期の関係で当面とい

うイメージで次年度以降に検討されて行くっていう話でいいのかな。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 そのとおりでございます。今回補正協議におきましても、財源伴いますので町と御相談をさ

せていただいて教育施設、必要な発電機、全て御相談をさせていただいております。町全体の

考えとして今回は総務課で出したものということで、その後他の教育以外の施設も含めて一括

してまた御相談をさせていただくようになると思いますのでご理解頂きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。他、ありませんか。無ければ以上で生涯学習課終わります。どうもご

苦労様でした。大きな２番の次回委員会。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、１月２２日火曜日に９時からこの会場に予定しておりますので

よろしくお願いします。 
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○勝又委員長 

 大きな３番、その他。ありませんか。 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第１４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４６分） 

 


