
 

- 1 - 

第２回総務文教常任委員会議案 

平成３０年２月１９日（月） 

    開 会   午前  ９時１５分 

    閉 会   午後  ２時２３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３０年度清里町予算の概要について 

  ②平成３０年度一般会計当初予算主要施策事業（企画政策課所管分） 

  ③地域おこし協力隊の内定について 

 

●総務課 

  ①清里町地域資源活用交流促進施設条例の廃止並びに町民会館条例 

   及び札弦センター条例の制定について 

  ②平成３０年度一般会計当初予算主要施策事業（総務課所管分） 

 

●消防署清里分署 

  ①平成３０年度一般会計当初予算（清里分署所管分） 

 

●生涯学習課 

  ①平成３０年度一般会計当初予算主要施策事業（生涯学習課所管分） 

  ②平成３０年度公立高等学校入学者選抜出願状況について 

  ③平成３１年度からの清里高等学校総合支援対策事業について 

 

２．議会費予算について 

 

 

 

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（６名） 

    委員長  勝 又 武 司     

     委 員  村 島 健 二    委  員  池 下   昇 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之     

 

 

○欠席委員    なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

■総務課長       伊藤 浩幸    ■管財Ｇ総括主査    吉田 正彦   

■総務Ｇ主査      吉本  淳 

■消防清里分署     野呂田成人    ■予防係長       内野 智也 

■企画政策課長     本松 昭仁    ■企画政策課主幹    清田 憲弘 

 ■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主任   半澤  忍    ■地域振興Ｇ主任    田巻 宏章 

 ■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    ■学校教育Ｇ主査    小泉めぐみ 

 ■学校教育Ｇ主査    阿部由美子    ■社会教育Ｇ主査    武山 雄一 

    

 

○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２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 

 おはようございます。今日、副委員長加藤さんにおかれましては葬儀のため出席されており

ませんので、その旨了解のほどよろしくお願いします。 

それでは早速始めたいと思います。大きな１番、町から協議報告事項ということで、１番目
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に総務課の方から進めたいと思います。その課２点ございます。はい、課長。 

 

○総務課長 

 それでは総務課の協議報告事項につきまして私より概要を説明して、その後担当者により説

明を申しあげます。 

１点目、清里町地域資源活用交流促進施設条例廃止並びに町民会館条例及び札弦センター条

例の制定につきましては、清里町地域資源活用交流促進施設の名称を町民会館及び札弦センタ

ーへ変更するため条例の廃止及び制定を行うものでございます。２点目につきましては、平成

３０年度の一般会計当初予算主要施策事業、総務課所管分につきまして御説明を申し上げます。 

それでは担当よりご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

それでは１番の清里町地域資源活用交流促進施設条例の廃止並びに町民会館条例及び札弦セ

ンター条例の制定についてを説明させていただきます。まず１ページをご覧ください。  

清里町地域資源活用交流促進施設条例の廃止についてを説明させていただきます。 

清里町地域資源活用交流促進施設条例につきましては、町民会館と札弦センターの２つの施

設の管理についてを定めた条例です。 

１番の廃止理由につきましては、施設の名称が条例の中でそれぞれ清里地域資源活用交流促

進施設と札弦地域資源活用交流施設となっているため、わかりやすく町民会館と札弦センター

に名称変更するため清里町地域資源活用交流促進施設条例を廃止し、新たに町民会館条例と札

弦センター条例を制定するものであります。２番の廃止内容につきましては、条例の全部廃止

でございます。３番の施行期日につきましては、平成３０年４月１日からの施行としています。 

続きまして、町民会館条例の制定についてを説明させていただきます。６ページをご覧くだ

さい。 

１番の制定理由につきましては、施設名称を清里地域資源活用交流促進施設から町民会館へ

変更するため、名称変更後の施設管理について定める条例を制定するものです。２番の制定内

容につきましては、７ページをご覧ください。内容につきましては、廃止する清里町地域資源

活用交流促進施設条例の名称関係を町民会館に変更するものでございます。 

第１条の目的につきましては、地域活動の活性化を図るため、町民会館を設置し管理その他、

必要な事項を定めることを目的とするものです。 

第２条の管理運営につきましては、施設の管理運営に必要な事務は、総務課が掌握すること

としております。 

第３条の名称については町民会館としております。 

第４条の施設の使用許可と使用条件について定めております。 

第５条は使用料について定めております。 

第６条は使用料の還付についてを定めております。８ページをご覧ください。 

第７条は使用の制限を定めておりまして、公の秩序または風俗を乱す恐れがある場合、建物
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毀損若しくは滅失する恐れがある場合、その他管理運営上支障があると認められる場合は、許

可をしないということができるというものであります。 

第８条は使用許可の取り消しについてを定めております。 

第９条は損害賠償についてを定めております。 

第１０条はこの条例の施行に関して必要な事項を別に定める規定であります。附則は施行の

日を示しております。９ページをご覧ください。第５条に定める使用料につきまして別表に定

めております。料金等の金額につきましては変更しておりません。６ページにお戻りください。

３番の施行期日につきましては、附則にありましたとおり平成３０年４月１日からの施行とし

ております。 

続きまして札弦センター条例の制定について説明させていただきます。１０ページをご覧く

ださい。 

１番の制定理由につきましては、施設名称を札弦地域資源活用交流促進施設から札弦センタ

ーへ変更するため、名称変更後の施設管理についてを定める条例を制定するものです。２番の

制定内容については、１１ページをご覧ください。内容につきましては、廃止する清里町地域

資源活用交流促進施設条例の名称関係を札弦センターに変更する他は変更しておりません。ま

た各条文につきましては、先ほど説明させていただきました町民会館条例と同じ構成でありま

すので説明については、省略させていただきます。１０ページにお戻りください。３番施行期

日につきましては、平成３０年４月１日の施行としております。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただいま①番の清里町地域資源活用交流促進施設条例の廃止及び町民会館条例及び札

弦センター条例の制定についての説明がございました。 

委員の皆様方から。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 これ時間は何時から何時までというか基本的な時間と例えば葬儀やなんかにどういう時間帯

で計算されるのかっていうのはわかりますか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 すいません。時間についてはちょっと今、詳細わかりませんけども、町民会館の使用料金表

のですね。別表のその他特別用の場合は、別に使用料を定めることができるということで、葬

儀の関係については定めております。 

葬儀についてはお通夜それから告別式、２日間かかるということで時間わかりませんが２日

分ということで６万という設定をさせていただいているところでございます。 

 

○河口委員 

 時間的な制約はありませんということ。 
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○総務課長 

確か９時から、朝から次の５時くらいまでの感じで６万という形か、もしかしたら１日目は

午後からだったか、ちょっとすいません、その辺また調べさせて連絡させていただきます。い

ずれにしても２日分葬儀に支障のない準備も含めて終わった後も含めてその関係で葬儀につい

ては別に料金の方を定めさせていただいています。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか、ほか委員さんからありませんか。無いようですので終わりたいと思います。

それでは②番、平成３０年度一般会計当初予算主要施策事業、総務課所管について。 

はい、担当。 

 

○総務Ｇ主査 

 １４ページをご覧ください。総務課所管の平成３０年度一般会計当初予算における主要政策

事業といたしまして、私の方からは総務グループ関連について御説明いたします。 

 一番上の欄２款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費、清里町１２０年開町７５周年記

念事業の内容といたしまして、平成３０年度において記念式典及びニュージーランドモトエカ

町との友好都市協定の再調印式を実施するものであります。事業費の内訳につきまして、報償

費として１０１万２千円、事業費として２１３万６千円、役務費として３５万２千円。計３５

０万円となり、全額一般財源において計上するものであります。 

次に、１７目職員福利厚生費、職員住宅修繕事業の内容といたしまして、今後世帯持ち職員

が増加する見込みであることを踏まえ老朽化した世帯向け職員住宅を年次的に修繕していくも

の、また羽衣南の単身職員住宅の給湯ボイラー、こちらが更新時期を迎えることからボイラー

給排機等についてあわせて更新するものであります。 

事業費の内訳につきまして修繕料として世帯向け住宅修繕分３００万。単身者住宅ボイラー

給排機等修繕分１４９万円。合わせて４４９万円となり、財源内訳につきまして全額一般財源

として記載しておりますが、申し訳ございません。これは誤りでございまして、その他財源と

して職員住宅使用料２９３万１千円。残り１５５万９千円が一般財源となりますので、御訂正

くださいますようお願いいたします。 

次に同じく１７目職員福利厚生費のうち職員単身者住宅建設事業の内容でありますが、これ

は平成２９年度において補正予算対応により建設しております職員単身者住宅につきまして、

翌年度に実施するとしておりました駐車場芝等の外構整備であります。事業費の内訳につきま

して、職員単身者住宅外構整備工事請負費として５６１万６千円であり、全額その他特定財源

において計上するものであります。 

総務グループ関連は以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 
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○管財Ｇ総括主査 

 私の方から管財グループ分の事業につきまして説明させていただきます。 

１５ページをご覧ください。２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費の公用車、備品

購入事業につきましては、公用車にドライブレコーダーを設置し安全運転の意識向上と事故発

生時の自己責任の明確化及び処理の迅速化を図るもので、一般共用車１４台分のドライブレコ

ーダー購入のための備品購入費５１万５千円を計上するものです。財源はすべて一般財源とな

ります。 

続きまして、同じく財産管理費の緑清荘管理運営事業は指定管理による施設の管理運営を行

う他、経年劣化による施設の修繕及び客室金庫の購入により施設の長寿命化及び利用者の利便

性の向上を図るため、Ｂ館客室室内内装工事、冷房設備更新工事、脱衣室断熱改修工事の工事

請負費が７４８万円。客室金庫購入のための備品購入費５５万８千円など、合計９２８万２千

円を計上するものです。財源は公共施設整備基金から７４０万円、残り１８８万２千円は一般

財源となります。 

続きまして同じく財産管理費のパパスランド管理運営事業につきましては、指定管理者によ

る施設管理運営を行う他、町内外から利用促進を図るためリーフレット増刷の印刷製本費４３

万２千円、指定管理業務委託料、特殊建築物定期報告書作成業務委託料など９１９万６千円。

合計で９７６万４千円を計上するものです。財源はすべて一般財源となります。 

続きまして同じく財産管理費の緑温泉管理運営事業につきましては、指定管理者による施設

管理運営を行うほか、経年劣化による施設の修繕、施設周辺と緑駅前広場の維持管理用の乗用

草刈機を更新することにより、施設の長寿命化及び利用者の利便性の向上を図るためおもいや

り風呂浴室改修の修繕料２０５万円、指定管理業務委託料７４２万円、常用草刈り機購入のた

めの備品購入費１８１万５千円など、合計１千１４４万円を計上するものです。財源はすべて

一般財源となります。 

続きまして、７目防災対策費の全国瞬時警報システム更新事業につきましては、全国瞬時警

報システムＪアラートの通信速度向上のため、平成３１年度より新型受信機のみでの運用とな

るため新型受信機への更新を行うものです。備品購入費として２５３万８千円を計上し、財源

は緊急防災減債事業債から１９０万円、残り６３万８千円が一般財源となります。 

続きまして同じく、防災対策費の避難所看板作成設置事業につきましては、災害対策基本法

の改正による避難所看板の表示内容の変更や海抜表示の追加により避難所看板の修繕更新を行

うことにより、避難場所の周知や迅速な誘導を図るもので、修繕料として１１０万１千円を計

上するものです。財源はすべて一般財源となります。１６ページをご覧ください。 

続きまして、同じく７目の防災対策費の防災計画概要版作成事業につきましては、防災計画

の概要版を作成し全戸配布することにより、町民の防災意識の向上を図るもので防災計画概要

版作成業務委託料として１７０万７千円を計上するものです。財源はすべて一般財源となりま

す。 

続きまして、１０目町民会館費の町民会館維持管理事業につきましては、漏水により地下配

管の防音材が損傷したため保温材の補修を行い施設の長寿命化を図るもので、修繕料として２

００万円を計上するものです。財源はすべて一般財源となります。 

続きまして１３目緑センター費の緑センター施設修繕事業につきましては、煙突と鉄骨中の

舗装補修及び経年劣化した浄化槽ブロアモーターの修繕を行い、施設の長寿命化を図るもので
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修繕料として１４９万円を計上するものです。財源はすべて一般財源となります。 

続きまして、１４目町民活動施設費の町民活動施設、管理運営事業につきましては施設維持

のための事業費２７６万８千円。同じく役務費２０万５千円。施設管理業務委託料として５１

８万４千円。パークゴルフ場土地使用料として５８万７千円の合計で８７４万４千円を計上す

るものです。財源は施設使用料１９万円。残り８５５万４千円は一般財源となります。 

続きまして、１８目行政情報システム管理費の光ファイバー移設事業につきましては道路拡

幅や歩道の新設の際に行われる電柱の移設に伴い、強化している光ファイバーの移設を行うも

ので工事請負費として３９１万円を計上するものです。財源は道道工事分の移設補償金として

１６８万７千円。残り約２２万３千円は一般財源となります。 

続きまして同じく行政情報システム管理費の職員用端末機器購入事業につきましては、職員

の事務用パソコンの故障や新規職員等用の予備を購入するものとインターネット用端末の追加

整備を行うことにより、円滑な業務運営を図るもので備品購入費として３８８万８千円を計上

するものです。財源はすべて一般財源となります。 

続きまして、７款土木費、２項都市計画費、１目公園費の公園等整備管理事業につきまして

は、施設維持のための事業費、役務費及び施設の草刈り及び点検等の委託料としまして、各公

園・広場にかかる維持管理費用と緑ヶ丘公園の老朽化したブランコ遊具の整備費用として、工

事請負費１９０万円を含む合計６９４万３千円を計上するものです。財源はすべて一般財源と

なります。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今平成３０年度の総務課の所管分、主要施策の関係の説明がございました。委員

の皆様方から。質問や意見等拝聴します。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 総務管理費の中の先ほどの説明頂きました、その他の財源の２９３万１千円のその他という

部分は。 

 

○総務課長 

 職員住宅使用料が２９３万１千円でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

今修繕費の方で４４９万ありますよと。２９３万１千円というのは、住宅使用料ですよね。

これは今まではどういう収入があった部分は、そのままそっちの方は逆に減るよということで

すか。今まで職員からいただいた住宅費が入っていますよね。年間いくらって入っていました

よね。そのうちの２９３万１千円がこの修繕費に使いますって話ですよね。 
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○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今の御質問でございますけども、職員からは当然職員住宅ということで年間９００万くらい

収入で使用料としていただいてございます。その内の財源として今回、職員住宅の修繕事業。

それからその下の単身者住宅の方に財源として、使用料を充当させていただいて残りを一般財

源という形で対応させていただきたくということで、今回使用料の財源充当をするということ

でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。  

 

○河口委員 

 ということは、今まで９００万入っていますよって言うのが、２９３万１千円少なくなりま

すよということですよね。 

 私は住宅の使用料は９００万で入る、これは一般会計できちんと見た方がわかりやすいんじ

ゃないのかなって。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今までは大きな修繕等がなかったので、この使用料、修繕とかには充当してなくて例えば給

与とかそっちの方に充当していた。いずれにしても充当はしていたんですけども、今回給与で

はなく、住宅の修繕ですので、外構工事それから住宅修繕の方に充当させていただきたいとい

うことで、そういう財源の充当ということで御理解をいただければというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 いいですか。河口委員。  

 

○河口委員 

 皆さんからいただいている住宅の家賃を今までは９００万は、収入として扱っていたってい

うことですよね。修繕で２９３万１千円あるから、反対に６００万の収入になりますっていう

話ですよね。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○総務課長 

あくまで職員の住宅使用料としては９００万。３０年度も予算的には見ています。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。ほか委員さんから。池下委員。 

 

○池下委員 

 まず１４ページのニュージーランドのモトエカとの友好都市ということで予算３５０万出て

いるんですけど、これは今回再調印ということなんですけども、初めて調印を結んだのは何年

前になりますか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 一番最初に、モトエカの方と友好都市を結んだのは、平成９年に友好都市の協定の方の調印

を結んでございます。その後２１年度のときに再調印ということで、１度結んでおりまして、

再調印からまた１０年程度経つということで、改めて両町の今後の発展を願って、１２０年記

念ということもありまして向こうから関係者を招きまして、友好都市の再調印を行っていきた

いということでございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これってやはりあれですか、何年か経ったら必ず再調印というふうな、やっぱり行わなきゃ

だめなものなのか、それともこういうふうに、うちの町が記念の年度ということで改めてやる

のか。それと今回はこれ３５０万出ていますけど、うちの町でやるのか、向こうでやるのか、

その辺はどうなっていますか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 まず再調印の考え方でございますけども、先ほど言った通り平成９年に１度正式なものを結

んでございます。その後再調印ということで先ほど言ったとおり、平成２１年にも再調印行っ

ておりますけども、今回１２０年の記念であることから結びたいということと、友好都市の関

係につきましては２１年の時もそうなんですけど、向こうのタスマン地区の市長さんが変わら

れた関係があります。例えばうちの町長が変わられたときに結び直すということもありまして、

その両方の意味も含めて現在２１年で結んだ協定につきましては、橋場町長と向こうのケンプ
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トンさんということもありまして、平成２１年の時も調印を再調印したということがあります。 

今回また先ほど言った１２０年の記念で今後の両町の発展、それからうちの町は櫛引町長に

変わっているのもありますので、そういうのも含めまして両方の意味で今回再調印ということ

で、記念のことも含めて、今後の両町の発展を願って行きたいというふうに思います。 

それから今回の１２０年に合わせた再調印でございますけども、向こうから関係者を招いて、

清里町で行っていきたいというふうに考えてございます。この３５０万にはモトエカとの再調

印、それから記念式典を行いますので、それらの経費ということでご理解いただきたいという

ふうに思います。記念式典には功労者の表彰ですとか、その他の関係の式典も開催する予定で

ございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 これは何月頃の予定なのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 これにつきましては記念式典等合わせて、産業まつりのときに合わせて今のところは９月に

予定をしていきたいということで、今のところ考えてございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 次に職員住宅の関係なんですけども。今回４４９万という予算なんですけども、これは世帯

向けの住宅の修繕ということで、どこの住宅なんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 １件は水元の第１にあります職員住宅１件ともう１件が石井組さんの向えにあるんですけど

も、そこの住宅を１件。今回２件の住宅につきまして２年前も入っているときにはなかなか修

繕ができないということで、今回住宅をあけて単身者に移ってもらったりとか、今入っている

羽衣第２の方の石井組の横の住宅につきまして、一時退去が出るということで、それに合わせ

て修繕を実施したいということで、その２戸を予定しております。 
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○池下委員 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 次に、公用車の備品購入ということでドライブレコーダー。今いろんなタクシー等で、事故

とか事件とか色々ありますんで、ドライブレコーダーって大事かなというふうに思うんですけ

ども、１４台分という説明があったんですけども、これざっと計算すると１台３万いくらもす

るんですけども、ドライブレコーダーって、そんなに高いものなんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 ドライブレコーダーの本体自体は、今予定しているのは２万円程度、２万ちょっとの部分で

すけども取りつけ工事が１台当たり１万ちょっとかかるということで、今のところ積算してお

ります。ただこれにつきましては、当然効果的な取り付け方法等で単価を下げるような努力は

しますけど、今現在算出しているのが、本体が２万１千円と工事費が取り付け工賃、それから

電源の取り出しコード等含めて１万４千円ということで、この金額ということで御理解をいた

だきたいというふうに思います。 

ドライブレコーダーにつきましてはこの金額ですけども、前方のみのということで、両方を

見れるとなったら、この場合８０万とかかなりかかったということもありまして、今回につい

ては前方のみの記録が出来るドライブレコーダーということで、ご理解いただければというふ

うに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 続いて、緑温泉管理運営事業ということで、これは修繕料が２０５万ですけども、風呂の改

善はどういうふうなことを行おうとしているのか、その辺ちょっと教えていただきたい。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 
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○総務課長 

 緑温泉の修繕でございますけども、緑温泉に障がいを持った方とか高齢者の方が入る、おも

いやり風呂っていう多機能的な風呂があるんですけど、そのおもいやり風呂の天井の塗装等が

はげまして、それが下に落ちてくるとかっていうことで、ちょっと老朽化しているものですか

ら、そのおもいやり風呂の天井の修繕ということで御理解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。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 緑清荘の管理運営事業に戻りたいと思うんですけど、工事請負費で冷房設備工事ってなって

いるんですけど、７４８万、今までの冷房はどういうふうになっていたんですか。全くなかっ

たんですか。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 今まで客室にはエアコンはついておりましたけれども、年数がかなり経っておりまして、か

なりききが悪くなってきたという部分もありまして、今回新たに更新をするという内容でござ

います。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これはＢ館の客室内ということで載っていますけども、Ｂ館の客室の要するに客室全部を取

り替えるということなんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 Ｂ館の客室の内装工事ということで、内装、壁紙ですとか絨毯。こちらについても何年か前

に雨漏りをしたという部分もありまして、かなり傷んでいるという部分もありまして、内装工

事をまず行うということと、その B館の冷房につきましてはエアコンの老朽化ということで、

そちらも合わせて行うという内容でございます。Ｂ館については全館全室１２室。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい、池下委員。 
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○池下委員 

 １６ページの町民会館費のことで聞きたいんですけども、これ漏水が原因でということで２

００万の修繕ということで、これどう言ったことが理由で、こういうふうになったというか。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

 今回この漏水につきましては、これというものが実はまだわかっておりませんで、穴が開い

て水が漏れていたんですけれども、年数的にまあ起きうるものであるという部分で今回整理を

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 

 年数的に町民会館まだ建ったばっかりですよ。それで穴が開いて水が漏れてって、２０年も

３０年経っているならわかりますけどね。そんなことで穴があいて原因がわからないって。原

因がわからないのに直して。今後原因がわからないまま直して、また同じことが起こるってい

う可能性もありますよね。まだ１０年経つか経たないかですよ、町民会館出来て。 

ここら辺はちゃんとやっぱり調べた上でね、なにが理由でこういうふうになったのかってい

うのは、やっと調べないと。また同じことで、これ２００万ですよね。こういうことで使うの

って、理解できないんですよね。直すのは良いんですけど、しっかりとした事後対策を考えて

おかないと、私はそういうふうに思うんですけども。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今の当然原因究明というのは、今業者ともずっと原因については究明してもらうように。 

それから今池下議員言われたとおり、また建ってそんなに経ってないということで、もしか

したら工事自体に、また設備自体に問題なかったことを含めて、業者とは、またうちの建築サ

イドとも連絡をとりながらやったところですけども、１年２年というものではないということ

で、今回修繕はこちらの方で行うわけでございますけども、今言われたとおり、当然原因等も

含めた中で、今回は本材の方が損傷してしまったということで、今回補修について行うわけで

ございますけれども、当然原因もあわせて究明をしていくということで考えております。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 
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○池下委員 

 壊れたから直すとか町のお金だからすぐそういうふうにするとかじゃなくて、やっぱり二度

とこういうふうなことが起こらないような、ちゃんと対策をしていくっていうのが、町として

当たり前のことじゃないかなというふうに思います。そういうふうに向けて、ぜひやっていた

だきたいというふうに思います。 

それと最後に町民活動施設の管理運営事業ということで、パークゴルフの土地使用料が５８

万７千円で、なんか金額見たら、前より高くなっているような気がするんですけど、どうなん

でしょう。それと札弦の方にしたら、なくてはならないものなのかなというふうに思いますけ

ども、毎年５０何万払って今までも相当な年数が経っておりますけれども、この辺のことは、

どういうふうに町が考えているのか再度聞きたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 この町民活動施設管理運営事業の使用料及び賃借料でございますけども、ここに書かせてい

ただいてございます土地使用料につきましては、４８万８千円。その他に自動車借り上げ料そ

れからテレビ受信料と入りまして、５８万７千円ということでございます。土地使用料につき

ましては２９年度と変わってございません。この使用料につきましては、２９年度から新たに

土地の所有者と話し合いの結果、４年間の契約をまた結び直していただいて今回この４８万８

千円ということになってございます。この土地の関係につきましては過去から色々質問等いた

だいておりまして町としましては借りるのではなくて、購入したいということで相手の方にも

お話しているところでございますけれども、その辺の話し合いが借りるまでに至ってないとい

うことで、今現在こういうような形になってございます。 

今後につきましても町としては、あそこのパークゴルフ場につきましては、地域の方の健康

増進のための施設としても有効に活用されているということも認識しておりますので、それも

含めまして一番良い方法等考えていきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ４年間の再契約ということで、これはご契約ですから、４年間全うしてちゃんとお金を払っ

て貸していただくというのは当たり前なんですけども、あと３年ありますけどもね、３年の間

に例えば光岳小学校が今次年度廃校になりまして、あそこの活用の方法というもの今後また、

問われていくのかなというふうに思うんですけども。 

パーク場も更新があと３年ありますけども、この３年のうちにそういった光岳小学校の再利

用。それと校庭内の敷地をパークゴルフ場に移行していくとかそういった考えは、今のうちか

ら町自体が考えておかないと、すぐにパークゴルフ場なんてできるものじゃないですからね。
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そこら辺のことを十分、町としてどういったビジョンを持ってやっているのか。今委員会です

からね、余りそういった質疑もあれかなというふうに思うんですけども、町としてやはり数年

後のことも十分踏まえて、考えていかないとならない時期に来ているんじゃないですかと、私

は思いますけど。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

今の光岳小学校も跡地の活用も含めてのお題でございますけども、今後、光岳小学校につき

ましては３０年いっぱいで閉校ということが決まってございます。その後の施設また校庭等の

活用についても町として長期的なプラン含めて検討が必要かなというふうに思っております。 

パーク場につきましては、当然今はパパスランドの横の所で行っておりますけれども、光岳

小学校の校庭の活用ということで整備したらまたかなりお金もかかってくるのかなというふう

に思いますし、いろいろ今の場所でいいのか、また違うところでということも含めまして、先

ほど委員のおっしゃられたとおり早めの段階から検討していかなければというふうに思ってい

ますので、今後十分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 

よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 他の委員さん。河口委員。 

 

○河口委員 

 財産管理費の上の方から質問させていただくのですが、まず緑清荘の管理事業の中でＢ館室

内については、先ほど説明いただいた内装についてやりますよということと、全体的な大きな

質問の柱は中途半端な改修はしないでほしい。Ａ館と言いますか、新館のほうが非常に素晴ら

しい評価をいただいていて、Ｂ館についてはなかなか今の管理者もあんまりやりたくないんだ

っていう感じで進んできたんだと思いますけども、あそこの建物は町のやっぱり宝なんだろう

と思うんですね。これから宿泊ということについては、非常に大事な部分になりますので、あ

の部分を中途半端な室内改修でなくて、しっかりとした改修方法をやって欲しい。 

特にトイレの部分については昔の形になっていますし、和室の部分がああいう形でいいのか

というと繋げられ良いということのメリットもありますけども、実際にあそこに泊まると、隣

の音がうるさいだとか、非常に実際は使えない状態の客室だったわけですから、そういう面で

しっかりとした改修をする。中途半端な予算でなくて、この部分をやっぱり我々の宝にするよ

うな改修をしてほしいということが第一です。 

冷房設備についてはやっぱりメンテナンスをしない、ここが一番大きな問題なんだと思うん

です。メンテナンスをしていたんでしょうかというと、全くしてないんだろうと思いますね。

当初、工事やったあとはメンテナンスは２年置きぐらいに何回かやっているけど、その後一切
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やっていないんだろうと思います。正面の掃除だけをやって、なかなかきちんとしたメンテナ

ンスをやっていない。ですから機器の更新も良いですけども、それをどうやってきちんと管理

するかということもその辺を踏まえてやっていただきたい。だから中途半端な改修はしないで、

しっかりともう少し具体的にどうした方がここは売れる部屋になるのかっていうことを、しっ

かりとやってほしいということを思います。 

それとあと先ほどの中で、防災対策の中の計画概要版作成事業。委託料１７０万７千円。こ

れについては私も何度か質問させていただいていると思うのですが、できたらこれを自前で何

とか作れる方法はないのか。課長が学習センターにいたころから、これについては是非自分た

ちでコミュニティスクールの中の行事の中で、小中学生がきちんと作れる方法はないだろうか

ということで、再三質問させていただいていると思うんですが、単純に全戸に委託業者に任せ

て配布しちゃいますよということが本当にそれが身になるのかな。特に子供たちについては、

この安全な清里から出て行った時に防災の感覚と言いますか、問題視していかなければならな

い。こんな平和な清里町に住んできている。パンフレットだけパッと作るんじゃなくて、きち

っと自分たちでつくる方法もどうなんだろうかということについては、全く議論が無かったの

かどうかということをちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

まず緑清荘の修繕の関係でございますけども、今回の３０年度の予算の計上の中身につきま

してはＢ館については壁紙と絨毯が主なものということでご理解いただきたいと思いますけど

も、先ほど言われたとおりあそこの活用ということで、町の宝ということもありますので、そ

の辺については中途半端にならないようにということも含めまして、将来的にあそこの有効活

用が出来るような部分ということで考えていければなというふうに思っています。 

それからエアコンのメンテナンスの部分でございますけども、当然今回エアコンにつきまし

て更新する予定でございます。先ほど委員言われたとおりメンテナンスして管理した上で、当

然その機器も長く使える、機能も発揮されるというふうに思っておりますので、その辺のメン

テナンス管理もしっかりとやっていきたいというふうに思っております。 

それから防災計画の概要版の関係でございます。今回委託料ということで積算の方をさせて

いただいておりますけども、業者任せにならないように、当然職員とも携わりながら行ってい

きたいと思いますし、前々から委員からご意見あるとおり子供たちと一緒になってということ

もございましたので、どこまでできるかわかりません。どういう形で子どもたちと関われるか

は今のところちょっとあれですけれども、子どもたちも含めて業者任せにしないで、概要版の

方作っていきたいというふうに思います。業者からは当然サポートアドバイスをいただきなが

ら作っていきたいということで、内容につきましても町民の方にわかりやすい概要版を作成し

て配布ということを目的に行っていきたいといますので、子どもからお年寄りまでが解るよう

な内容にできれば良いかなというふうに思っているところでございます。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 はい、是非検討していただいて身になる部分をしていただきたいと思います。 

あと総務管理費の中で、光ファイバー移設事業、一気になおらないから、毎年同じぐらいが

ずっとかかっていく。これはやむを得ないことなんだろうと思うんですが、基本的にインター

ネットの光ファイバーの維持管理に相当の金額がかかっている。しかもイントラの設備、コン

ピューター関係も年次ごと更新していく。 

これ本当にＩＲＵの中でイントラに頼らない。むしろ光ファイバー、これはＮＴＴが管理さ

れているんでしょうけども、そういう事とあとはクラウド化っていうことを考えた時に自分た

ちのイントラの設備は一式ラインから全てを持つ必要があるんだろうか、新しい工夫っていう

必要があるんじゃないのだろうかと思うんですね。 

このイントラの部分については、機器合わせてやっぱり毎年相当な金額。いろんなことを考

えるとこういう移設からなにからやるとかなりの金額になると思うんですね。もう１千万超え

ている、年間の維持費から何から全てこれに関わっている金額、やっぱり莫大な金額をかけて

きていると思うんですが将来これをずっと維持管理していく考えなのか、あるいはインフラ整

備かなりされている。光ファイバーなんかも十分あるので本当にこれを維持管理していく必要、

自分たちでラインから機器から全て、しかもソフトウエアからすべてを管理する必要があるん

だろうかという疑問をちょっと思うんですけど。将来的なことについては何か考えはあるんで

すか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今の光ファイバーの移設の関係でございますけども、今回の主要施策に載せている分につい

ては道路の拡幅の新設に伴うものでございまして、委員おっしゃられたとおり、このほかに通

常の光ケーブルの申し込みがあった場合について、移設並びに設置の事業費については、これ

以上かかっているわけでございます。 

今言われたとおり、維持管理の部分がかかっている部分でございますけど、当面はこのＩＲ

Ｕの契約に基づきましてＮＴＴの方と、光ファイバーについては本町とＮＴＴの関係で維持管

理の方はうちの方で行っているわけでございますけども、これが過去に町全体を整備してから

年数等もかかっておりまして、当然その整備した光ファイバー自体が、もうそろそろ更新の時

期というか、近い将来来るのではないかというふうに思っています。 

今のところ先ほど言った、ＩＲＵの契約に基づいてやっているところで、将来的な検討で全

部ずっと自分たちでやるのかというふうな御質問でございますけども、その辺何らかの手法等

あれば維持管理費の負担が減らせるような方策等あればまた検討していきたいと思いますけれ

ども、今現在はこのような形ということで、いろいろ他の町村等にも聞きながら、この関係に

ついては大きな問題、課題というふうに認識しておりますので十分検討させていただきたいと
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いうふうに思ってございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

今答弁いただいたのはＩＲＵの将来のことで、ＩＲＵ自身はＮＴＴの貸し出しと差額は若干

プラスになって、ただ新しく今年度の予算の中で追加したそういう投資についてを差し引くと

逆にマイナスになると思いますけれども。 

ただ私はそのＩＲＵの将来も当然必要なんですが、問題は役場の持っているイントラ。イン

トラの質問が主なんですけども、このイントラをずっと維持する必要が、こうやってＩＲＵで

町内が光ファイバー化されている時に自分たちの自前のイントラの光ファイバーが本当に毎年

メンテナンスと機器の更新だとか、こういうので必要なんだろうか。将来やっぱりここは、せ

っかくあるＩＲＵとダブルで光ファイバーあるっていうこと自身はやっぱり検討した方がいい

んではないでしょうか、という質問なんですけれども。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 庁舎内の役場で持っているイントラの部分との関係でございますけども、今現在うちの町に

つきましてはハード系の機器を自分の間で整備して維持管理の方も行っているということで、

他の町村もいろんなやり方を実はやっているところでございます。 

うちにつきましては、自分たちの自前の機器を整備しながら、ＬＧ回線またインターネット

回線等の分離をしながら、個人法情報、マイナンバー制度に則った方式を取っているというこ

とで、今現在うちとしてはこの方式、自前で機器整備を用意しながらということが一番良いか

なということで行っております。 

中には、違う町ではまた違う手法でやっているところもますけど、そうなるとまた大きな年

間の管理料を支払いとか出てきていますので、今現在につきましてはこういう形で、今のうち

の町のスタイルで進めていきたいというふうに思っていますけども、いろいろ手法については

検討の必要があるのかなというふうには思ってございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 ほか委員さん。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 １６ページの町民会館費なんですけれども、昨年９月の決算委員会の中で町民の方から車い

すの要望、結構上がっていますという話はしたと思っているんですが、それが今現段階でその

車いすはもう入っているものなのか、それとも平成３０年以降に予算考えているものなのか聞

きたいんですけれども。 



 

- 19 - 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 町民会館の車いすにつきましてはもう既に９月の決算委員会に質問をいただいたその後に整

備をさせていただきまして、今現在町民会館には２台車いすの方設置しております。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 あともう一点なんですが、先ほど河口委員のほうからもあったんですが、光ファイバーの関

係だったんですけども、平成２９年に何回かお話させてもらったんですけれども、ある一部の

区間で年間何回も断線してしまっているという事例があったんですよね。その部分、いろいろ

とあの後調べていただいたと思うんですが、それに対しての対応とか最終的にどうなったのか、

この中に入ってないですよね、たぶんね。 

 

○勝又委員長 

はい、担当。 

  

○管財Ｇ総括主査 

 去年、一部区間について何回か断線があったという部分で、今はそのＮＴＴの方と、今担当

者の方と対応策について、今協議しているところでございます。 

まだＮＴＴの担当者も現場の方はまだすべて把握できているわけではないという部分で、今

調べている状態ですので、またどのような対策方法があるのかを含めて、今後協議をしていき

たいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今、協議している段階だという話なんですけれども、平成２９年度だけじゃなかったと思う

んですよね、その方なりその周辺ですか。何年も前からちょこちょこあって、しかも大風が吹

くとだいたい同じ場所で切れる。電柱に当たって切れてしまう。向こうはたぶん把握はできて

いるはずなんですよね、そのたびに修繕しているはずですから。たまたま町の方で修繕したの

は一回だけだっていう話しを聞いたんですけど、それ以外の分はたぶんＮＴＴがやっていると
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思うんですよね。かなり把握はできていると思うので、あまり長い日にちかけないでというよ

うな事をもうちょっとＮＴＴの方にも言いながら、困っている人は本当に困っているみたいな

んで、その辺うまく進めていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長 

 

○総務課長 

 今の光ファイバー断線の関係につきまして、早急に協議等を進めて対応策を図っていきたい

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。ほか委員さん。ありませんか。課長。 

 

○総務課長 

 一点先ほど町民会館の葬儀の関係の時間、河口委員さんの方からご質問ありました、時間に

つきましてですけども、葬儀の利用目的の場合については９時から翌日の１７時までの３２時

間で積算をさせていただいているということで、葬儀の関係については料金の方を設定させて

いただいております。 

 

○勝又委員長 

 ほか委員さん。前中さんよろしいですか。 はい。前中さん。 

 

○前中委員 

 管財グループということで一点だけちょっとお聞かせ願いたいのは、３０年度の当初予算の

他に２３年度閉校で一般質問でもかなり質疑あったんですけれども、そして昨年の１２月にも

学校校舎等活用に関する事業提案３月３０日をもって提出期限あるんですけれども、３０年度

にどういう方向性をするかしないかはわかりませんけれども、仮にその財産管理するとなると、

今後補正で組むのか当初予算ではありませんからね。そこら辺、どのような認識で町は考えて

いるのかだけ、ここの場では詳しい詳細は良いですけれども、どういうような形で取り進める

のか。話せる部分だけお聞かせ願います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今の前中議員の御質問ですけども、江南と新栄の跡地の関係でございますけども、現在利活

用の方策につきまして、３月いっぱいをもって募集を進めているところでございます。 

その後募集とあわせて、内部でも利活用の方策等検討はしてございますけども、特に支援の

方につきましては従来から地域でも要望もあったということも踏まえまして、３月３１日で利
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活用が出てこない場合については、取り壊しの方を進めていきたいというふうに思ってござい

ますけど、その関係についてはこれからの協議になりますけども、補正の方で対応ができれば

なというふうに思っておりますが、今取り壊すに当たって担当の方と相談したところ、取り壊

しにも相当お金がかかりますし、その取り壊しの手法でいろいろ分けたりとかする関係につい

ても、もしかしたらその設計部分についてももしかしたら経費がかかるということも想定され

ております。そういう事を含めまして、今後３月で１度利活用の方で今しているところの区切

りをつけて、今後に向けて進めていきたいというふうに思っております。 

また江南の方につきましては、また新たに一応３月３１日でありますけども、それ以降につ

いても、もし可能であれば随時募集の形も検討しなければならないかと思っておりますけども、

いずれにしても江南・新栄につきまして、３月３１日で１度募集状況を見まして、今後また検

討していきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 それは重々理解しています。３月３１日をもって現に問い合わせがあるのか、ないのか。そ

こら辺も聞きたいんですけど、いかんせん無いと思いますけど。 

手順を踏んでいるのはわかりますけども、どういう形で財産管理、維持運営するのも管財の

グループの一つの責任かと思いますし、除却という部分の判断もやはり同じように、町の中の

１つの行政の責任かと思います。 

先程、緑清荘の冷暖房の維持管理の指摘もあったように公共財産でもう７年ですよ。そうい

う部分の管理を見た中で、除却というのはどうしようもなく紛れもない方向性に動いている中

で、はっきり言って本来であれば予算化するのが本来であって、それを補正で云々というのは

どうも理解ができないですけども。予算的にかなりかかるというのも理解しますけども、きっ

ちり町の姿勢は正確に提示していただければなと思うので、今後の中で改めて再度協議してい

ただけると。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今の関係でございますけども、当然３月まで募集しているということで、その結論を見て、

どうするかという判断になるのかなというふうに思いますけども、本当にそこでない場合につ

いては除却、取り壊しを含めて、当然検討していくということで御理解をいただきたいという

ふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さん、ありますか。 
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○勝又委員長 

 無ければちょっと私の方から１点だけ緑清荘の関係について。今回は補修の部分で計上され

ているような部分なんですけど、古い方の建物というか余り良い状態ではないような気がする

んですよね。今使用されている側との協議の中で補修部分も上がってきたんでないかなと思っ

ていますけど、今回やるような部分が将来見越した中で、町の顔だっていうような話もありま

したけど、大きく全面的な改修だとかそういうものも想定されるんじゃないかなとも思ってい

ますけれども、今後いつごろに向けてという部分と今回のこの対応がどの位の先を見越した形

の中で、この位もたせていけるだろうという考え方があるのであれば、お伝え願いたいなと思

います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 今回の緑清荘の関係の修繕等の予算につきましては、特にＢ館で今まで余り活用されていな

かった部分について、Ｂ館も含めてきちんと修繕をする中、利用者の増を図っていきたいとい

うことで、その辺で今回３０年度の予算を計上させていただきました。 

当然将来的には、緑清荘全体の修繕というのがかかって来るのかなというふうに思いますけ

ども、その辺を将来的なことも考えてこの緑清荘についてまたその他の施設もそうですけども、

利用増、来客の増に向けて検討を十分にしていきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 はい。 

 

○勝又委員長 

 旧館のそのＢ館の方の利用状況なんですけれども、実際に新館の方、すこぶる中が良いわけ

で、そんなにＢ館の方の宿泊っていうのが新館ほど利用されてないのかなと思っているんです

けれどもね。 

今回やっぱり整備するという部分に当たって、きちっとその利用状況を把握した形の中での、

整備が必要でないかなと思うんですけれども。そこら辺について。はい、課長。 

 

○総務課長 

 Ｂ館の利用状況でございますけども、Ｂ館の利用状況につきましても施設指定管理者の方か

ら報告等はいただいております。特に夏場におきましては、Ａ館、新館だけではなくてＢ館の

方も、かなりの人が入るということで聞いております。 

今回エアコン等の整備も含めまして、冬期的な部分で冬の関係の利用が少ないということを

聞いておりますので、その辺の売り込みの方で指定管理等協議し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ございます。 
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○勝又委員長 

 はい、わかりました。ほか、ありませんか。無いようですので、違う部分で何か聞きたいこ

ともあれば。それでは以上をもちまして総務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 

 それでは引き続き、消防署清里分署について。平成３０年度一般会計当初予算について説明

お願いします。 

 

○勝又委員長 

 分署長。 

 

○消防分署長 

 消防署清里分署からの提出議題であります、平成３０年度一般会計当初予算清里分署所管分

につきまして、係長より御説明申し上げます。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○予防係長 

 平成３０年度一般会計当初予算、清里分署所管分について御説明いたしますので１ページを

お開き願います。資料の上段清里町一般会計予算を説明いたします。 

清里町一般会計から斜里地区消防組合に負担金として支出するもので、消防本部費負担金が

１千５２０万４千円。清里分署負担金が１億６千２５５万５千円となっており、全体で１億７

千７７５万９千円となり、平成２９年度との比較で６９７万円の減額となっております。予算

の内訳につきましては、資料の下段、斜里地区消防組合一般会計予算で説明いたします。 

はじめに歳入ですが、清里町負担金１億７千７７５万９千円のうち、消防本部に対する負担

金として１千５２０万４千円。次に常備消防費負担金が１億４千４８５万１千円。非常備消防

費負担金が１千５１３万６千円。消防施設費負担金が２５６万８千円を予算計上しており、歳

入合計は１億７千７７５万９千円となります。 

次に歳出ですが、消防本部費は消防組合本部経費に係る経費で詳細につきましては２ページ

をお開き願います。斜里郡３町の負担割合は負担金額内訳表上段の表のとおり、条例で３定割

分、均等割分、負担割分となっており、本年度合計は歳入の手数料、繰越金等除く金額が全体

で９千６６２万１千円であり、そのうち清里負担分が１千５２０万４千円となっています。 

歳出の内訳は議会費及び本部職員の人件費、旅費、需用費、役務費、委託料、備品購入費、

負担金等の経費と公平委員会費、監査委員費、予備費の合計９千７５２万５千円となり、清里

町負担分として１千５２０万４千円で前年対比３９万１千円の増額となります。１ページに戻

りください。 

次に清里分署に係る常備消防費は、職員人件費、旅費、需用費、役務費、委託料等の経費１

億４千４８５万１千円で前年対比１２３万６千円の増額となり、主な増額の内容は共済組合負

担金率の上昇に伴う職員人件費の増額が主な理由となっております。 



 

- 24 - 

次に清里消防団に係る非常備消防費は報酬、賃金、旅費、需要費、委託料等の経費１千５１

３万６千円で、前年対比１９３万円の減額で減額の内容が、平成２９年度に北海道消防操法訓

練大会出場が終了したことによる経費減少が理由となっております。 

次に消防施設費ですが、２５６万８千円で前年対比６６６万７千円の減額で、平成３０年度

の事業は資料施策でご説明いたします。歳出合計は１億７千７７５万９千円となり前年対比で

６９７万円の減額となります。 

次に平成３０年度消防費予算の主な事業内容につきまして、資料施策で御説明いたしますの

で、３ページ目をお開き願います。 

８款消防費、１項消防費、１目消防費の消防職員用資機材更新事業につきましては、近年増

加傾向にある山岳災害事案に対応するために必要な職員装備や資機材の更新などに係る費用と

して、消耗品費８１万８千円、器具購入費１３４万４千円の計２１６万１千円を一般財源で計

上しています。消防団員用資機材更新事業につきましては、現在所有している経年劣化が著し

い消防用ホースを順次更新整備するための費用として、消防品費４１万７千円を一般財源で計

上しております。 

消防庁舎維持管理事業につきましては業者にて毎年点検している庁舎車庫のオーバースライ

ダーに伴うもので、経年劣化が著しいため修理が必要になり、修繕料６４万５千円を一般財源

で計上しております。 

消防水利設備維持管理事業につきましては清里地区にあります、焼酎醸造所の前の消火栓が

老朽化により排水の不具合が出ておりますので、更新する費用１１４万５千円を一般財源で計

上しております。 

救急用機材整備事業につきましては、口の中の奥をカメラで見ることのできる機材を導入す

る経費として、４７万８千円を一般財源で計上しております。現在救急隊員はカメラ無しの機

材で口の中の異物除去を実施していますが、これからはモニターで確認しながら確実に処理で

きることにつながり、医師への引き継ぎに必要な傷病者の細部にわたる観察等が可能になりま

す。 

ただ今説明しました予算計上は、２月２６日開催予定の斜里地区消防組合第１回定例会で上

程いたします。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今、平成３０年度清里分署所管分の主要政策についての説明ございました。委員

の皆様方から。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 確認させていただきたいんですが、消防費の消防団員用資材団員用で耐用年数って何年。 

 

○消防分署長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 分署長。 
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○消防分署長 

メーカーから言われているのはだいたい８年ぐらいと言われています。それで参考までなんで

すけども一番古いホースは、１９７３年のものをまだ現役で使っている部分もありますけれど

も、やはり災害現場等ではいつホースの方の穴が開くかわからないような状況でありますので、

随時更新をさせていただきたいなと思いまして今回計上したような形となっております。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 消防団員用とあえて団員用となっているのは、別管理されているんですか。 

 

○消防分署長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

一応車両につきましては１号車それから４号車が分署の車両。それから２号車、３号車、各

分団における車両につきましては、団の所有の車両となっておりますので、ご理解いただきた

いなと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さんから。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと聞きたいんですけども。最後の緊急用の機材整備事業ということで、ビデオ喉頭鏡

というんですか。これ救急車の中で例えば使ったりするのかなと思うんですけども。こういう

のって医師法とかにふれないんですか。 

 

○消防分署長 

 その部分については医師法にふれずに、救急の消防学校等の過程でも実施を行っておりまし

て、実際にどの消防でもやっているような形になります。 

今まであったやつはビデオがなかったものですから、入れて見える範囲の処置が出来たんで

すけれども、今度はその奥まで見えるような形になりますので、医師法等の違反にはなりませ

んので、ご理解いただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 ほか委員さん。ありませんか。無いようですので、消防署清里分署終わりたいと思います。

ご苦労様でした。ここで休憩にしたいと思います。３５分開始です。よろしくお願いします。

どうもご苦労様でした。 

 

休憩 午前１０時２５分 

再開 午前１０時３５分 

 

○勝又委員長 

 始めたいと思います。課長が葬儀の方から戻ってきましたので、企画政策課を進めたいと思

います。３点ございます。はい、課長。 

 

○企画政策課長 

すみません、葬儀の関係で本来であれば、平成３０年度の予算の概要について、まず皆様方

にお知らせをしなければならないところでありました。大変申し訳ございません。それでは担

当より、平成３０年度予算の概要について御説明させていただきたいなと思います。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは平成３０年度の予算の概要につきまして、御説明を申し上げます。別冊の資料１、

平成３０年度予算の概要ご覧いただきたいと思います。 

平成３０年度の予算編成方針につきましては、清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略を包

含いたしました第 5 次清里町総合計画に基づく施策事業の展開を図ることを基本といたしまし

て、人口の減少や社会保障費の増など、さまざまな課題、地方交付税の減少など、厳しい状況

にある中ではございますが、財政健全化の取り組みを継続しつつ産業の安定と振興、子ども子

育てに係る事業の推進、ケアハウス整備事業を軸にした高齢者福祉事業の充実などの住みやす

いまちづくり実現に向けた、予算の編成を行っております。 

各会計の予算を御説明いたします。５ページをお開きください。 

一般会計につきましては予算の総額が５０億３千３００万でございまして、平成２９年度当

初予算に対しまして２億９千２００万円の減で前年費９４．５％となっております。介護保険

事業から焼酎事業までの全会計を含めますと６６億３千９９６万８千円となりまして３億１千

９９０万１千円の減となります。前年比９５．４％でございます。 

一般会計の減の理由につきましては、道路整備及び橋梁の長寿命化、ケアハウス整備工事に

係る事業費の減が大きな要因でございます。 

介護保険事業特別会計につきましては、居宅介護サービス給付費の増に伴う増加。国民健康

保健事業特別会計につきましては、国民健康保険の広域化、いわゆる運営主体が北海道に移管

されることによります一部拠出金等が皆減するための減でございます。後期高齢者医療特別会

計につきましては、広域連合納金の増。簡易水道事業特別会計につきましては、水道メーター

更新等の工事請負費の増。農業集落排水事業特別会計につきましては、道営事業による農集排

に係る機器及び配管の補修計画策定による事業費の増。焼酎事業特別会計につきましては、施

設の老朽化に伴います補修の経費の増が主な要因でございます。 
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続きまして６ページをご覧ください。一般会計歳入の内容でございます。依存財源でありま

す、地方贈与税から地方特例法金までは、過去の実績等を勘案いたしまして予算計上をしてい

ます。 

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

額と近年の実績を勘案いたしまして、２２億７千万円を計上しております。前年度より９千９

００万円を減額しております。 

国庫支出金及び道支出金につきましては、施設整備等の補助事業等の終了に伴いまして、減

額した形での予算計上となっております。町債につきましても同様に減額して計上をしており

ます。 

次に自主財源でございますが、町税につきましては農業所得の堅調な推移等を考慮いたしま

して、４８０万１千円を増額計上してございます。 

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

等々のそれぞれの繰入れでございまして、あわせまして４千３４３万９千円の増額の計上でご

ざいます。 

７ページをご覧ください。歳出の主な増減要因につきましてご説明をいたします。 

議会費につきましては４５万６千円の減でありまして、視察研修事業の減が主な要因でござ

います。 

総務費につきましては１千５５万６千円の増でございまして、元々各課において措置してお

りました、臨時職員の人件費を総務課に集約したことが主な要因でございます。 

民生費につきましては、９６５万８千円の増額となってございまして、こちらは社会福祉協

議会の委託料の増が主な要因でございます。 

衛生費につきましては、清掃センター長寿命化改修事業の終了等によりまして、７千７４６

万２千円を減額となってございます。 

農林水産業費につきましては６５２万２千円の増でございまして、主に焼酎事業の繰出金の

増によるものでございます。こちらは先ほど申し上げましたとおり、施設の老朽化等に伴う補

修経費等の増額でございます。 

商工費につきましては７４８万１千円の増額でございまして、国立公園への編入等に伴いま

す、観光事業の増によるものでございます。 

土木費につきましては２億５千２４０万９千円の減額でございまして、道路整備事業及び橋

梁の長寿命化、公営住宅の建設費等の事業の減が主な要因となってございます。 

消防費につきましては、６９７万円の減額計上となってございまして、施設の減が主な要因

でございます。 

教育費につきましては、４千５０７万５千円の増額でございます。清里中学校のグラウンド

の改修事業こちらが主な要因となってございます。 

公債費につきましては、地方債の元金償還及び利子支払いでございまして、償還が進んでお

りますことから、３千３９９万６千円を減額としております。 

次に主な事業概要につきましてご説明申し上げます。２ページにお戻りいただきたいと思い

ます。それでは主要政策でございますが左表の左側につきましては、第５次清里町総合計画の

基本目標に対応したものとなってございまして、それぞれの事業を入れ込んだ形となっており

ます。なお、詳細につきましては、原課より説明があろうかと思いますので、私からは新規事
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業中心に概略のみ説明をさせていただきます。 

まず、安心安全なまちづくりでございます。新規事業といたしましては、清里町の防災計画

概要の作成、診療所への支援事業、合同納骨塚の整備を行ってまいります。継続事業といたし

ましては、予防接種や各種検診に係る保健事業、高齢者等の暖房費支援等の福祉事業、そして

引き続きケアハウスの整備事業等の実施をしてまいりたいと思います。 

次に教育環境の充実でございますが、新規事業といたしまして統合５０年周年を迎える清里

中学校のグラウンド改修事業を実施いたしまして、環境の充実を図ってまいります。 

外国人英語指導事業でございますが、新た外国語指導助手を招聘いたしまして、授業の拡充を

図ってまいります。継続事業としては、学校給食費補助事業を初めとした各種支援実施をして

まいります。 

３ページをお開きください。出産、子育てへの環境づくりについては、新生児聴覚検査事業

を新規で実施をいたします。その他、出産子育て等に係る支援につきまして、継続して事業を

実施してまいります。 

産業振興につきましては、新規事業として清里町の商工業の課題を把握いたしまして、今後

の商業振興の指針となる計画を策定する商工振興計画策定事業の実施をしてまいります。継続

事業といたしましては、農業・商業・林業に対する各支援策を実施してまいります。移住定住

の推進につきましては、若者交流活動支援事業実施をしてまいります。若者世代の交流の機会

を儲けて人の流れをつくり人口の増を図るものでございます。また継続事業といたしまして移

住定住の促進を図る事業を実施してまいります。 

４ページをお開きください。清里ブランドの強化と情報発信でございますが新規事業といた

しまして、観光客の町内の周遊滞在を図るため観光周遊促進事業を実施をしてまいります。引

き続きまして、ふるさと特産品ＰＲ事業、地方創生深化のための推進事業、こちらを実施して

まいります。 

起業・就労環境の構築でございますが、福祉医療従事者人材確保事業でございますが、人材

確保事業として事業者が行います福祉医療従事者への就学資金の貸付に対し補正を行うもの

で、来年度より新規で実施をしてまいりたいと思います。そのほか継続事業といたしまして、

新卒者、若者の雇用促進のための事業を実施をしてまいります。 

次に地域資源を活かした観光でございますが継続事業として日本でも美しい村連合に係る事

業の推進と本町の景観の整備、イベント支援等を行ってまいります。 

地域活動の充実と町民参加につきましては新規事業として清里町開基１２０年開町７５周年

を記念いたしまして、記念式典の開催及びモトエカ町との友好都市協定の再調印式等を行いま

す。その他、自治会の実施事業や清里会に対する活動の補助及び支援等を行ってまいります。 

次に地域生活の確保等につきましては道路整備及び公営住宅の建設事業等につきまして計上

いたしましてインフラ等地域生活の確保をあたってまいりたいと考えております。 

以上が平成３０年度予算の概要でございます。私の方から以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、平成３０年度の清里町予算の概要についての説明ございました。各議員の皆様方か

ら。ありませんか。それでは進みます。 

②番、３０年度一般会計の企画政策課所管分についての説明お願いします。 
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○企画政策課長 

 続きまして平成３０年度一般会計当初予算主要政策事業企画政策課所管分につきまして、ご

説明させていただきます。 

２款総務費、３項開発促進費、１目企画振興費、地域おこし協力隊事業につきましては、平

成３０年度から地域おこし協力隊２名を新たに雇用し、町全体の観光移住定住業務と緑地域の

活性化、支援業務を担っていただくための協力隊にかかる人件費、活動経費その他の必要経費

で社会保険料に８２万８千円、賃金に４８０万円、旅費に１１３万９千円、活動経費の燃料費

として需要費に４３万２千円、隊員の活動車両の借上げ料として、使用料及び賃借料に９６万

円、会議等の負担金に１２万７千円。合計８２８万６千円を一般財源で計上しております。 

次に情報交流施設管理事業につきましては、本町の観光拠点となる情報交流施設きよ～るの

施設管理運営に係る費用でございます。燃料費、電気、水道料として需用費に５１７万４千円。

施設の火災保険料に４万円、施設管理運営に係る職員給与・施設の保安補修業務の委託料に５

８０万３千円。合計１千１０１万７千円を一般財源で計上しております。 

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

くり事業につきましては、快適で潤いのある自然豊かな環境づくりを行うため花壇植樹等整備

事業に３３４万３千円、都市農村交流事業に１５３万２千円、触れ合いの散歩道事業に２６万

６千円。合計５１４万１千円を計上しております。財源内訳はふるさと基金から５２万７千円。

一般財源として４６１万４千円を計上しております。 

１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費 若者交流活動支援事業につきましては、少子高齢

化人口減少化が進行している中で、将来を担う若者に交流出会いの場を提供するための活動支

援経費でございます。イベント企画、運営セミナー会議等の旅費として４万８千円、婚活イベ

ント開催に係る補助として７７万円。合計８１万８千円を一般財源で計上しております。 

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、商工振興対策事業につきましては、地域商工業

の振興及び地域の活性化を目指して事業を実施する商工会を支援する経費といたしまして、商

工会補助に９０４万６千円、町民カレンダー等の各種事業に係る経費として、商工振興事業補

助に５７１万６千円。合計１千４７６万２千円を一般財源で計上しております。次のページを

ごらんください。 

商工振興計画策定事業につきましては、商工業を取り巻く現状と課題を把握し、今後５年間

で取り組む重点的な商工振興の方向性や具体的な施策を検討して商工会とも連携を図りなが

ら、新たな指針となる計画を策定するための経費でございます。商工振興計画策定業務委託料

として２９７万円を一般財源で計上しております。 

次に中小企業融資貸付制度事業につきましては、貸付利息の一部及び保証協会等の保証料の

補助で町内中小企業の安定した経営を支援するもので４３５万円を一般財源で計上していま

す。 

次に店舗出店改修等補助事業につきましては、地域の優れた資源を生かした商品の開発や空

き店舗の活用による新たな事業者や現に店舗を構えている事業者に対し店舗出店や改修費用の

助成を行うもので、店舗出店２件分６００万円、店舗改修４件分４００万円、合計１千万円を

一般財源で計上しております。財源内訳はふるさと基金から６３万円。一般財源として９３７

万円を計上しております。 
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次に住環境作り推進事業につきましては、住宅の改修等の促進として、住宅改修解体に係る

経費の補助として２５件分７５０万円、空き家の活用促進事業として５件分１５０万円。合計

９００万円を一般財源で計上しております。 

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

な運営を支援する経費で、事業費負担金、人件費として９１３万４千円、斜里岳登山道整備費

補助として９４万３千円。合計１千７万７千円を一般財源で計上しております。 

次に地域イベント支援事業につきましては、各実行委員会に補助する経費として、緑のフェ

スティバルに１９２万８千円、ふるさと産業まつりに５５０万円、ウィンターフェスティバル

に３０万円、特産品の夕べに３０万円。合計８０２万８千円を計上しております。財源内訳は、

過疎対策事業債７００万円、一般財源で１０２万８千円を計上しております。  

次のページをご覧ください。観光地に整備事業につきましては、清里町の貴重な自然環境を

守りながら、自然保全に配慮した清里町の観光地整備のあり方や方向性を定めるための観光地

整備基本計画を策定する経費でございます。業務委託料に３５０万円を一般財源で計上してお

ります。 

次に観光地周遊促進事業につきましては、平成２８年度に策定した清里町観光振興計画に基

づき、今年度におきましては観光地の周遊滞在の促進を図るための事業として、観光地スタン

プラリーと主要観光地でのパンフレットボックス作成設置に係る経費でございます。報償品、

印刷製本費、工事請負費に合計で７９万８千円を一般財源で計上しております。 

次にフォトコンテスト事業につきましては、清里町の魅力ある農村四季風景を表現する写真

を募集し、新たな視点により豊かな自然景観の発見と一般の部と合わせてインスタグラムの部

を設け、情報発信を兼ねたフォトコンテストを実施するための経費でございます。 

報償品、印刷代、各種新聞、雑誌広告料として合計で３７万４千円を一般財源で計上しており

ます。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

 続いて私の方から、平成３０年度一般会計当初予算における主要政策事業、企画政策課所管

分のうち、まちづくりグループが所管します事業につきまして、御説明を申し上げます。４ペ

ージをお開きください。まず２款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費ふるさと特産品Ｐ

Ｒふるさと納税返礼事業でございます。１点修正の方お願いいたします。消耗品を１０万円追

加し、ふるさと寄附金業務委託料を６３０万円に修正をお願いいたします。申し訳ございませ

ん。 

平成２８年１１月からふるさと納税のポータルサイト、さとふる等を活用いたしまして特産

品のＰＲを図ってきたところでございます。平成３０年度におきましても同様に委託業務を考

えてございまして、消耗品、報償品費、ふるさと寄附金業務委託料といたしましては、合計６

７０万円を計上するものでございます。財源は全て一般財源であります。 

４目ホームページサイト更新事業につきましては、新規事業でございまして現行のページが

５年を経過することから、閲覧者の方により使いやすく効果的に情報発信が行えるよう、トッ
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プページ等の再構築を行うものでございます。更新委託料といたしまして３３０万円の計上で

ございます。こちらも財源は一般財源でございます。 

続きまして５目自治振興費、地域活動推進事業交付金事業につきましては、記載のとおり、

自治会及び団体が行う地域の特性を生かした自らの参加と創意による個性的な地域活動や地域

おこしなどの活動に対しまして支援を行うものでありまして、運営交付金及び事業交付金合わ

せまして１千３００万円の計上でございます。財源は全て一般財源でございます。 

続きまして、１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費 日本で最も美しい村事業費でござい

ます。現在加盟しております、日本で最も美しい村連合を活用いたしまして、サポート企業と

の連携、知名度の認知向上及び交流人口の増加を目指して、改めて本町美しく保っていくと共

に平成３０年７月５日から７日で鶴居村にて開催予定の全国総会への参加、道内加盟市町村で

作る北海道連携会議幹事会を１０月ごろを目途に清里町で開催を行っていくものでございま

す。報償費から連合負担金等合せまして２８０万２千円の計上でございます。財源はすべて一

般財源でございます。 

同じく１目総合戦略費、地方創生深化のための推進事業でございます。こちらにつきまして

は本町の情報を発信や移住交流環境の構築を確立するため、清里町のブランディング等を図る

ものでございます。地方創生の深化のための推進事業といたしましては、最終年度となります。

報償費から清里ブランディング事業等に係る委託費まであわせまして合計１千７７４万５千円

の計上でございます。財源につきましては、国庫支出金８１６万６千円。こちらは地方創生推

進交付金でございます。残り９５７万９千円が一般財源でございます。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、平成３０年度一般会計における企画政策課所管分の主要政策についての御説明がご

ざいました。委員の皆様方から質問意見等伺います。河口委員。 

 

○河口委員 

まず開発促進費。町おこし協力隊は２名でよろしいでしょうか。 

続いて、開発促進費の中で情報交流施設管理事業。１千１０１万７千円この中身なんですが

観光協会補助事業とのリンクなんだろうと思うんですが、昨年度はここの部分が１千５０３万

４千円ありましたよと。今年度１千１００万円。この中身の主は委託料の５８０万３千円。昨

年は９７０何万ありましたよと。約４００万下がったんですね。燃料、光熱費が昨年度と同様、

役務費も同じ。むしろこの辺はどうやって経費を下げる工夫をしなきゃいけないのかなという

部分は、昨年と同じ需用費を見られているので、少なからず下げる工夫もしていただきたい。

それはやっぱり当初予算よりも、どうやって下げるかという基本的な考え方なんだろうと思う

んですよね。昨年と同じだから同じ使い方で良いという事ではなくて、経費を下げられるかと

いう工夫は必要になってくると思いますので、特に経費については特段の増える要素はないん

だったら、どうやって減らすかという工夫をやっていただきたいということと、先ほど観光協

会補助事業とのリンクですよねっていう確認をしたのは、昨年度協会には６０６万３千円で、

今年は１千７万７千円。ここで４００万増えている。その中身は人件費を観光協会の事業費に

４００万を増やして、こちらの交流管理費の方を４００万減らしているって、この部分はこの

辺の具体的な考え方の違いはどういう事であったのか。 
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昨年は質問の中で金額はその前よりも４００万増えたんで、この使い道は何だろうか。これ

は観光協会の総会の中では、いろんな回答得ましたけども、町からは事業としての中身につい

ては結局、回答いただけないで委員会は終わっているんですね。この４００万の増減の考え方

の違いは、どこにあるのかをちょっとお聞きしたいのですが。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 情報交流施設管理事業の関係でございますけども、全体額で約４００万円ほど減っていると

いうことで、河口委員のおっしゃったとおりです。 

中身については、要は平成２９年度の情報交流施設の実績が非常に良かったと。それから管

理費についても当然のことながらある程度抑えることが出来たというような部分でございまし

て、単純にその観光協会の部分をそっちに移行したという事ではなくて、情報交流施設だけの

歳入歳出の部分でございますので、そういった部分でいわゆる２９年度の情報交流施設の決算

が非常に良かったという事で逆に言ってしまえば、１年、２年目ということで２９年度の当初

の予算をちょっと大きく見過ぎたかなという部分もありましたが、スタッフの皆さんの御協力

やそれぞれの方の御支援をいただきまして、かなり利益があったということと管理費がさほど

かからなくて済むというような部分の積算をしたところ、このようになっているということで、

委託料につきましては先ほど申しましたとおり、５８０万ほどで済んでいるという。保守点検

とかそういうのも入れてでありますけども、委託料はそこの数字ですので。 

ご指摘ありました燃料費だとか光熱費の節減については、引き続き施設とも連携しながら節

減につとめてまいりたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 もう一つ意図とする部分としては、一つは経費の燃料費、事業費の部分については全く昨年

と同じ金額なんで、少なからず目標は例えばこの中で５１０万あるいは何万円少なくするんだ

という目標が僕は必要なんだろうと思います。これは生きた数字になるんだろうと思います。 

先程、課長から今ありましたように昨年度の予算少し上がった部分。それは物すごく私は評

価した部分なんです。やっぱりいろんなことに挑戦するというときに本当に使い道がすべて紐

で繋がったような予算というのは非常に何も生きたことにならない。僕はそういう面で、若干

そういう面では期待感のある予算だったと思うんですね、昨年は。その中身は何かっていうと、

人件費の部分もあるしというのは当初から言われていましたれども。しかし昨年の予算につい

ては、僕は思い切ったプラスの部分があったんだろうと。その中で一生懸命、情報交流施設の

中で働いている方がいろんなことをやって、利益を上げていったという部分なんだろうと思う

んですが。 

次の質問の中でそれだと観光協会事業費の補助については、順番でいくと後で答えてもらっ
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ていいんですけど、ここは増えている部分は何になるのかという。観光協会についても総会の

中で、ここの交流管理事業の部分は昨年多かったですね。多かった部分は観光協会側の方につ

いては、それは若干そういう面でいろんなことで予算をつけて最後余れば返せばいい。なんて

いう意見があったのでそれは違うだろうという話をされて。しかももう一つ肝心なのは、ここ

の施設でいつまでも財源があると思わないで、自分たちがきちんと商売、仕事が出来る。そう

いう事業のために投資されているやつをしっかり組み立ててほしいっていう意見をさせていた

だいた。そういう中で４００万下げれたんだよということについては、僕はやっぱり非常に効

果があったんだろうと思います。さらにこれが委託費じゃなくて、むしろそこの施設を借りて

いるから使用料を払いましょうという理想論になってくれればベストなんだろうと思いますけ

ども、少なからずその部分について観光協会補助事業のところの同じ。これトータルすると同

じなんですよね。昨年と同じ金額こっち４００万下げてこっち４００万上がっているっていう、

ここの部分を説明してほしいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

先ほど申し上げましたとおり、観光協会の運営の方と情報交流施設の運営の方はまた別問題

でありまして、その情報交流施設を管理する部分では、今河口委員の方からお話がありました

とおり、いろんなイベントでありますとかＰＲでありますとかそういったことをやったことに

よって、当初想定していた予算よりも相当売上があったのと管理経費についても抑えることが

できたという事から、約４００万ほど情報交流施設の管理については、削減をすることができ

たということであります。なので単純にお金を余ったお金を観光協会の方の運営の方にもって

いったということではありません。しからば観光協会の方の運営の方、どうして増えているの

かということでありますけども、現在観光協会の職員でありますけども、局長とあと臨時の事

務の方、この方で運営しているというような事になっていると思います。当然のことながら、

協力隊の２名は研修という中で、いろんなお手伝いや協力等々を行っていることは皆さんご承

知のとおりだというふうに思います。さらに、ご承知のとおり観光協会の局長についても、か

なり高齢というか、長い年月を行って事務局を賄っておりますので、今後交代の部分も出てく

るでありましょうし、さらに観光計画の策定に基づきまして、観光振興についてはさらにさら

に推進しなければならないというような部分がございますので、観光協会の方１人職員を雇う

予定でございます。その人件費が主な要因でございます。さらには先ほど申し上げましたとお

り、協力隊についても２名から１名ということで協力隊を単純にそこで足すと、話がややこし

いことになりますからちょっと置いておきますけども、そういった部分で職員を１人プラスす

ると。運営について職員を１人プラスすると、正職員を足すということでありますので、そこ

が増えている主な要因ということでご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 
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○河口委員 

４００万の件についてはわかりました。ただ、１つはその財源は今年度最終的に決算をした

ら、１千１００万ぐらいでおさまるということ前提なんでしょうか。この現在１千１００万今

年度組まれていますよというのは、２９年度の最終決算がだいたいそのぐらいで終わりますっ

ていうことの実績からこの予算が積み上がっているのかなという。観光協会の事業については

観光協会さんのことですから、とやかく言えることではない。 

ただし、こちらは昨年度４００万も多く出していますよ、これは観光協会さんが自ら、例え

ば事業が拡大して利益になったから減りましたよ。そこで売り上げが上がるようになったから、

ここをこれだけみなくて良いですよとなったということはその財源を使ってきちんと投資して

次年度から観光協会の補助金がむしろ下がる工夫をしてもらわないと。そこでこれだけ稼げる

んだったら事業費は今までと同じ、特別の事業費がここで組まれているんだったら別ですけど。

同じ事業費の中で例えばカフェだとかの売上が上がったってことですよね。基本的にこれは町

の事業になっていますよね。観光協会じゃなくて。そこでいっぱい売り上げが上がりましたよ

っていうことは、そこで稼げるんだよっていうことはここで当然、それだけの人が必要になり

ましたよ。さらに稼いだから人件費を全部見なくても良いんじゃないのっていうのが一般的な

感じなんだろうと思うんですね。人件費の補助分も増やしていく。そこに私は非常に疑問があ

るんですけども。 

そういう事で、できるだけここの部分を持ち出し。事業については持ち出し少なくて済むと

いうことが大事なことなんですけども、きちんと投資するところを投資して、むしろそこで商

売されている観光協会さんの人件費の補助をしなきゃいけないということについては僕は少し

疑問を正したい。将来これでいろんなことについては、すべて町の財源で補助していくよとい

う構図が僕は違うんだろう思います。どうやって１人立ちしていけるかということに、やっぱ

りきちんとした投資をしていって欲しい。それがきちんと伝わっているんだろうか。町が出し

てくれるから、出してくれる範囲の事業をやっているんであれば、いつになってもここは事業

が費用でしかないんですね。やっぱりそこには投資という考え方を町はしていって、そこで稼

いでもらう。是非していって欲しい。それが伝わってないんじゃないのかなという気はするん

ですけども。その辺は町の発信はどういうふうになっているんでしょうかね。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

ただいまの河口委員の御発言、非常に重要なことかなというふうに思います。そのひとり立

ちする投資というような部分のお話がありましたけども、そのとおりだというふうに思ってお

ります。 

今回観光振興計画ができまして、街と観光協会がタックを組んで連携しながら、いろいろな

事業を展開しているわけであります。初年度については、とにかく清里を知ってもらおうとい

うことで強く情報の発信をしてきたわけでありますし、３０年度につきましては、その情報発

信を基にこの後まちづくりグループでやっておりますホワイトツーリズムやグリーンツーリズ

ムの事業を商品化する。さらには移住定住につきましても強化していく。空き家を少しでも減
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らしていく。町全体を観光が担っていく立場というのが非常に出てくるのかなというふうに思

っております。 

そういった部分がある中で、当然観光協会の体制についてもしっかりとした中でやっていか

なければならないというような部分がございますが、御承知のとおり観光協会の体制について

もある程度リニューアルと言いますか、そういった部分をしていかなければならない状況にも

なっておりますんで、そういった部分において強化を進める上で人件費を一人、見させていた

だくということを御理解いただきたいというふうに思います。ですから、河口委員がお話して

いるとおり一本立ちする投資というような部分の中で、十分に観光協会ともさらにお話合いを

進めていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただ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。河口委員。 

 

○河口委員 

その件については、観光協会さんあるいは観光協会の総会の中でどういう事業が将来に向か

ってあるのかということを聞いていきたいと思っております。 

次に商工振興対策費。これ１千４７６万２千円。昨年度１千５６２万４千円ありました。１

００万ほど下がっていますよという中で、特産品の３０万が次の観光振興費、地域イベント支

援に回っているという部分はわかります。この中で昨年度は商店街活性化事業費７０万ほど入

っています。これがこの中では入ってないんですけども、この活性化事業ということについて

はどのように考えられているんでしょうか。 

 

○企画政策課長 

 今河口委員のお話であります、商工費の補助の中の商業振興対策事業ということになろうか

なというふうに思うんですけども、御承知のとおり特産品の夕べでありますとか昨年度予定し

ていた商工会さんの方で予定していた商店街活性化事業が無くなっております。  

だけども新たな事業として散歩でコミットだとかそういった事業も加えておりまして相対的

に差っ引きになりますけども、昨年度よりもちょっと減っているということになりますけども、

商業振興対策事業については引き続き商工会さんの御希望によって、事業を組まさせていただ

いているということであります。繰り返しなりますけども、特産品の夕べでありますとか商工

会さんが主体的に行っていたウインターフェスティバル。そういう部分については違う形で、

予算計上させていただいておりますので御理解いただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 ほかありますか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 地域おこし協力隊に関連して質問したいんですけども、新しく２名の方が採用されるという

ことで、１名は従来と同じく観光と移住定住を中心に仕事をしてもらう。もう１名が緑地域の



 

- 36 - 

活性化を関係で仕事してもらうっていうことなんですが。緑地域の活性化については、非常に

難しい大きな問題だと思うんですよね。今までも町全体で取り組んでいて、それがうまくいっ

ていたかというとなかなか厳しい現状は続いている。その中で新たに外から来てもらう若い協

力隊の人に頑張ってもらうというのはかなり難しいし、重い責任があるだろうと思います。緑

の活性化を進めていく中で、余り重い負担をかけるのも大変でしょうし、その辺はやっぱり緑

の地域の人方とまたそして役場の企画の方たちときちっとした話し合いをしてしっかりとした

青写真をひいてあげた上でやってもらわないと、初年度から活動というのはなかなか厳しいの

かなというふうに思うんですよね。その辺の町としての緑のこの活性化についての仕事の青写

真と言いますか、想定される仕事みたいなものをお聞かせ願いたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

緑の活性化において、地域おこし協力隊後程ご説明をさせていただきたいというふうに思い

ます。一人内定をさせていただいております。実はこの内定させていただいた方については、

実際に緑を見てみたい、緑を感じてみたいということで、実は今緑に来ておりまして、緑を実

際に見ていただいております。緑がどういうところかと清里がどういうところだというところ

を実際に今見ていただいております。 

堀川委員お話しのとおり、その活性化を進めるというのは非常に難しい部分があろうかなと

いうふうに思います。実は先日、緑地域の仮称でございますけども活性協議会みたいなものを

緑の地域の方々が一体となって作って頂いております。２０日に第２回のその活性化協議会の

会合がございます。そういった部分で一緒になって、今言ったどういった方向性をベースにや

っていくのかということをさらに協議をしてまいりたいというふうに思っております。 

協力隊のその負担の部分でありますとか、役場と地域の連携でありますとか、地域の主体性

でありますとかそういった部分が当然のことながら、うまく調和しながらやることが必要なの

かなというふうに思っております。 

当然役場も丸投げではなくて一緒になって連携しながら活性化に向けて取り組んでいく。地

域の問題でもありますんで、地域の主体性な部分を期待しながらやっていく。協力隊について

は、清里のことを余り知らない方であります、実は。客観的に物事を捉えて、数字的なものも

しっかりと導き出しながら、どういったことが必要なのか。今後緑小学校のあとの部分もござ

いましょうし、いろんな部分がございますのでそれをトータル的にとらえてですね、少しずつ

地域の方々ともコミュニケーションを取ってもらって、役場とも連携を取ってもらって一緒に

なって議会の皆様方の協力も得ながら、進めていきたいというふうに思います。非常に難しい

課題ではありますけども、一生懸命取り組んでい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。 
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○堀川委員 

新しく本当に知らない場所に来るわけですから、いろいろ心細いこともあると思いますけど

も幸いなことに前任者二人が清里に残ってくれるということなので、その辺のサポートもでき

ていくのかなと思いますけども、前任者の方々も町民と広く交流ができていたかと言うと、そ

こまで広く交流ができていなかったというふうに思いますので、新しく来られる隊員さんには

なるべく町民と広く交流できるような形で活動のびのびとやってもらえるような体制を取って

いただきたいと思います。 

 

○企画政策課長 

 十分に住民の方々と交流できるように、少しずつ準備を進めてまいりたいと思っております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さん。河口委員。 

 

○河口委員 

 一つ戻って申し訳ないのですが商工振興対策費なんですが、一つの考え方として従来と同じ

金額がほぼ出ていますよという解釈なんですが、なんとかここで先ほどの情報交流施設管理事

業の予算じゃありませんけど、町の事業については将来性を見て余分につけましたよっていう

ような感覚。やっぱり商工振興計画も従来どおりのことについては、補助しますよ。だけど将

来について結局は何も従来と同じことしかできてないのが現状だと思います。ですからぜひ新

しい事業について、これは町の振興、要するに先ほど言われました、商店街活性化であります

けども商店振興事業として、もう若干上乗せ、これについてはその町のこのイベントは別に組

んでいるけど、それ以外に新しい事業に組めるような予算を幾らかでもつけていかないと、商

工会あるいは商店事業者みんなが昨年と同じ中身については何もやっぱり発展性がないような

気がしますんで、ぜひその辺プラス予算を見ていただきたいなというのが本音です。 

それは昨年、中央商店街がなくなったときにその分を全部減らしていったよ。それを当事者

が問題視しなきゃいけない、２０年以上ずっと続けていたホームページもなくなりました、ス

キップの情報誌も全部やめました、それはどうして辞めたんですか。いや町からの助成金がな

くなって中央商店街のその部分がなくなったからもう出来ませんっていう。これが言い訳なん

ですよね、商工会の言い訳。これ全く違う。当事者がやっぱりきちんと継続するなり、価値観

をどこにもっているかだけれど、行政が少しでも予算をその部分絞ったらもうそのまま絞らさ

ったままになっている。だからぜひその辺は、課長にもなんとか根っこだけはなんとか残せる

予算を組んでほしいんだというお願いをしたと思うんですけども、その辺が十分に商工会さん

に伝わってないのかも知れませんが、その辺をまた新しく１歩踏み出せるような予算も少し見

ていただきたいなと思うんですが、いかがな物なのでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 ここに記載のとおり、基本的には商工会さんに対する補助については削減しておりません。

従来のお約束通りと言いますか、補助率等々についてもルールに基づいて行っております。さ

らに散歩でコミットというような新たな事業も申請がありましたので、ここに追加をしており

ます。一部こういった事業をやりたいという御相談もありましたけども内容がちょっとまだ整

っていないという部分でそれについては一部保留にしましょうという話をさせていただいてい

る事業もございますけども、そのほかの部分については基本的に昨年度来までのルールに基づ

いて補助を打たせていただくというようなことになっております。 

河口委員のお話にありましたとおり、当然のことながら今後とも商工振興に対して支援をし

ていかなければならないというような部分ございますけれども単純にじゃあどうやって支援を

するんだ。単純に現金を出すというようなことにもなりませんので、そういった部分について

は先ほど申し上げましたとおり、商工業を取り巻く現状と課題を十分に把握しながら、そして

そのことに対してどういった方向性が必要なのかということを導き出しながら、そして事業を

一つ一つ積み上げていく必要があるのかなというふうに思っております。そこには河口委員が

おっしゃられたように、商工会並びに商店の方々の自発性と努力も必要でありましょうし、町

と商工会。それから申し上げました商店それぞれの方々の協力。それからその三者が一致団結

して進めなければいけないのかなと。そういったベースとなるものを、平成３０年度商工振興

計画として策定をしてまいりたいというふうに思っておりますので、それらをベースに今後と

も商工振興対策を進めていきたいというふうに思っておりますので、ご理解を賜りたいという

ふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

わかりました。ぜひ商工振興費については名目はなんであれ若干増える形を是非していただ

けるといいかなと思いますので、ぜひ３０年度の予算については若干こうやって提示されてい

ますけれども、少し期待をしながら予算を見させていただきたいと思います。 

次に商工振興策定事業。これで２９７万が出ています。今お話しいただいた内容が方向性な

んだろうと思いますけども、まさしくこれはコンサルに出しますよっていう予算ですよね。い

ろんなアンケートだとか調べる方の費用がここに組まれているんだろうと思うんですけども、

問題は何の将来を描いているのかっていうことをもう少し具体的にこれは全く新しい事業で

す。ですからここで今いる議員の中に新しい事業のプレゼンするためには中身をまだまだわか

らないと。どういうことを目指した方向性があってそういう方向性の中にどういう資料をつく

るためにこういう費用が必要なんだという説明をいただかないと策定事業コンサルに任せます

よ。我々、町、商工事業者。自分らでやるプランニングを他の人に任せますよという話になり

ますから、それ以前の次元をまだまだ中身が解らないとそれで約３００万。まだまだ他の方法

もあるんではないだろうか。１つとしては、当事者である我々がどうやって皆が同じテーブル

で将来の商工振興なるかっていう、自分たち当事者が本当に知恵を絞ったり、いろんなことを

しているんだろうかっていうことに疑問を持っていますので、ただ、今ここの予算を計上する
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あたりどういう将来を目指しているのか、もう一度ちょっとお聞きしたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 まず商工振興費計画をなぜ作成するかということになりますが、商工振興計画につきまして

は平成２６年に小規模企業振興基本法が制定されて、その中の記述の中に地方公共団体におい

ても、小規模の振興に関する政策策定をする責務があるということが明記されております。そ

ういった部分があるということと、当然のことながら清里町内の商工業が非常に少子高齢化等

によって非常に衰退しているというような部分で、さらには河口委員を初めとする各議員の皆

様方からも、商工振興に積極的に取り組むようにというようなお話もある中で今回商工振興計

画を策定させていただくということになっております。 

先ほども多少触れさせていただきましたけども、商工業を取り巻く現状と課題の把握をしっ

かりした中で、今後の方向性それから重点的に、具体的に取り組むものというような形の流れ

になろうかなというふうに思いますけども。２９７万円については、今お話しのとおり、コン

サルティング会社に支払うお金でありまして、当然前回観光振興計画をつくったように、計画

をつくるものはコンサル会社ではなくて我々と商工会さらには商店の方々になっていくのかな

というふうに思っております。その方々が自発的に積極的に、この計画に携わっていただけな

いと、より良い計画ができないのかなというふうに思っておりますので、３０年度になりまし

たら、ただちに商工会とも具体的な話を進めて、今後の清里町の商工振興のベースとなるもの

をしっかりつくり上げていきたいというふうに思っておりますので、御理解を賜りたいという

ふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 非常にブランニングについては大切なんだろうと私も思っておりますし、何もそれを否定す

るあれでもないんですけど、ただいろんな計画、綺麗に作る作文ではやっぱり駄目なんだろう

と思うんですね。ですからそのコンサルする前にまだまだ本当に詰めなきゃならないことが沢

山あると思うんですよね。 

商工業者が何がほしいのか。将来この町の商店街ってどうやってなるのかということを本当

の当事者の中でやっぱり話していかないと駄目なんだろうと思いますね。これはきっとプラン

ニングした時に、こういう状態の時にいろんなことが全部出ていますので、観光振興計画の中

でも買い物だとかいろんなアンケート。要するにコンサルの作る資料というのは、大体限られ

てくるんだと思うんです。それは我々がどういう資料を作って欲しいんだということが先にな

いとそれはやっぱり一般論の一般で作るプランニングにしかならないんだ、計画にしかならな

いんだろうと思う。どういう資料が欲しいんだということがきちんとその前に、商工業者、我

々も含めて、非常に必要な部分だろうと思いますんで、その入っていく前座の部分を是非いろ
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んな形でやって欲しい。それは最初からコンサルにと一緒にということじゃなくて、コンサル

に入る前にまだまだ必要なことがあるんじゃないのかなという気がしますので、ぜひなかなか

農業の方と商業の方のやっぱり地域の温度差って、物すごく大きいんで、これをどうやって商

店街というか商工業者さんを町の一番第一な部分なんだよということまで引き上げていく。や

っぱり思索はやっぱり必要かなと思いますんで、ここに入る前の前段の部分でまだまだかなり

色んな方とそういう場を作っていただきたいなと思いますので、ぜひ検討していただきたいと

思いますが。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 コンサルティングが入ることによって、順番がどうと言うものは置いておいたとしても、当

然のことながら河口委員お話されたとおりどのような資料を作っていくのか、どういったこと

を詰めていくのか、前段に何が必要なのか。そういった部分が当然のことながらやっていかな

ければならないかなというふうにも思っております。先ほど河口委員もおっしゃったとおり、

当然のことながらそれぞれの商店主や商工にかかわる方々の積極的な参加がなければ作れない

ものというふうに思っています。 

商工会そして役場そして最終的にそれらをまとめてもらうのはコンサルティング会社の役目

であるのかなと思っておりますので、当然のことながら進めていくのは我々であって、商工会

であって、各お店の方々や商工に携わる方々だというふうに思っておりますので、お話しされ

たその前段のいろんな議論についても、しっかりとやっていきたいというふうに思いますんで

御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 是非基本的に大きな部分で全くイメージというか夢物語の所からやっぱり始まっていったと

きに、例えば今の観光。あるいは行政の関する部分、そして商業。これ一連のことはやっぱり

あるんだと思うんですね。その中に柱はやっぱり交通の部分が非常に大きいと思います。です

から一体として清里町の中で例えばスマホ一つで観光のこと交通のことを商業のことが１つで

きる。大きな夢をまず一つ描いた中でね、一つ軸になるこういうまちづくりをしようと言った

時にその中の基本になるやっぱりその辺をどう現実に結びつけるかという前段の部分もぜひ計

画入る前に、いろんな意見あったんだろうと思うんですね、その辺のこういう意見があったと

いう、我々は感じないと、理解出来ない。ぜひその辺をよく発信していただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 
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○企画政策課長 

 商工振興と交通。まちづくりと交通というような観点からお話をいただいておりますけども、

交通の関係につきましては、河口議員や一般質問等でもお話しされているとおり非常に大切な

ツールだということでお話をいただいております。 

今後についてはここに予算化はしておりませんけども、町長が答弁したとおり早い段階で清

里の町内の交通の方向性についても導き出していきますよというようなお話もしておりますの

で、こういったものとただ今申し上げております商工振興というものも当然のことながらつな

げていかなければならないと理解をしておりますし、大枠では当然のことながらまちづくりと

交通というものは切っても切れないことというふうになろうかなと思っておりますので、そう

いった部分も当然頭にしっかり置きながら商工振興計画を作ってまいり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 

 予算の審議もありますし、今日たたき台ということもありますので大まかな部分でのそこに

至ったそのひとつのコンセプトとかそういう部分についての説明を問うような形の質問にでき

ればしていただきたいなと。いろいろ新しい取り組みもありました、いろいろあると思います

けど予算の審議の方でも十分慎重に審議していただきたいなと、そのように思っています。他

に意見、質問等ございましたら。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 細かいことで申し訳ないです。地域イベント自然事業の中で緑のフェスティバル、これは昨

年のフェスティバルで最終にするという話を聞いていたのですが、緑のフェスティバル、その

点はちょっとどうなっているのか確認をしたいのですけども。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 今堀川委員お話いただいた通り、この緑のフェスティバルの実行委員会という形の中での緑

のフェス、これについては平成３０年度をもって終了させていただくというふうになります。

今後についてはちょっと今のところ未定ということでご理解を賜りたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 自分の勘違いだったのかもしれないですけども、昨年度のお祭りで最終ということではなく

て、もう一度あって終わりということですか。 
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○企画政策課長 

 ３０年度やります。 

 

○堀川委員 

 申し訳ありません。わかりました。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。ありませんか。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 もうちょっと細かいことで申し訳ないです。住環境づくり推進事業の中の空き家活用促進事

業ってありますよね。たぶんこれは今までやっていることですよね。これの内容だけちょっと

聞かせてほしいのですけども。壊すじゃないやつも何か書いていましたよね、どこかに。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 空き家活用促進事業補助であろうかなというふうに思いますけれども、いわゆる空き家を活

用していただくために空き家をリフォームする際に、修繕の３分の１まで補助をできる制度を

設けさせていただきまして、平成３０年度につきましては５件予算化をしておりまして、３０

万×５件の１５０万円を計上させていただいたということでございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 前回の議会かちょっと定かではないのですけども、堀川議員の方から住環境の関係の一般質

問の中で、空き家なんだけど結局空き家でないよというパターンでわかりますかね。ただ人が

住んでないだけであって、借りたい人はいるんだけれども空き家として提供されていない状況

を何とかできないだろうかという一般質問があったと思っているんです。例えばそこに住まれ

ていた方が亡くなったなり何なりで、だけどそこの家のお子さんですとかがこの町にいないで

すとか、自分で持ち家を持っているですとか、空き家なんだけれども亡くなられた親とかの備

品等々があってなかなかその整理もできないので空き家として貸し出しはできない、だけど人

が住んでいないから空き家なんですという状況が結構この町であると思うんですよね。そこの

部分に対する例えばその整理費用ですとか、そういうものにはこれは対処していないというこ

との理解でいいのかな。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 
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○企画政策課長 

 伊藤委員のおっしゃられる部分、それから堀川委員が一般質問の中でお話された部分を思い

出しますと、その中に入っているものの整理というような部分が確かにあろうかなというふう

に思います。確かにこのリフォームについてはそういった中に入っているものを片づける費用

の補助ではなくて空き家を修繕する費用であります。今お話がありました部分につきましても

内部で検討を加えましたが、ちょっとなかなかいろんな制限や制約も伴うのでなかなかもう１

歩踏み出せなかった部分でありますけども、そういった部分も当然のことながら今後必要にな

ってくるのかなということも理解をしておりますので、今回補助金予算化等制度等は設けてお

りませんけども、当然のことながら今後の課題にさせていただきますのでご理解をいただきた

いというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今課長おっしゃったとおりかなり実は難しい問題って結構あると思っているんです。だけど

も実質清里町全体の大きな枠で考えた中で移住定住っていうのはすごく大事な部分であり、そ

この部分には雇用ともう１つは住環境の整備って大事なので、かなり難しい部分があると思い

ますけどもいろいろ考えながらちょっと平成３０年度は難しかったのかもしれないけれども考

えていっていただきたいな。要望です。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 他の市町村の状況なんかもいろいろ勉強させていただきながら、そういったいろんな制約や

課題もどうやったら解決するのかとか、そういった部分も含めながら、今後十分に検討してま

いりたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 ふるさと特産品ＰＲ事業、ふるさと納税に関してなんですけども、６７０万ほぼ前年度と同

じ金額なのかなというふうに思いますけども、今年度終了していませんけどもだいたいいくら

ぐらいの納税が見込めるのかというのを教えていただきたいのですが。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 
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○企画政策課長 

 １２月末の数字でありますけども、８００万とび２万８千５００円。件数で６８０件いただ

いております。 

 

○勝又委員長 

 はい。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 最近、近隣市町村の取り組みも活発になって周りの市町村も随分頑張っているようです。で

きればうちの町も他の近隣市町村に負けないものがたくさんあるので、できれば億を目指すぐ

らいの取り組みをしていただきたいなというふうに思うのと、ふるさと納税は何度も同じ言い

方になりますけども清里町のファンを増やす良いきっかけの取り組みだと思いますので、是非

その辺もしっかりやっていただきたいのと寄付してくれた人を大事にするという取り組みも引

き続きしっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

余談になりますけども、寄付された方に町長が直接お礼をしているという町村もあると聞い

ていますので、そのことも含めながら良い取り組みに向かっていっ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 

 さらに清里町の返礼品を取り扱っていただけるようにいろんな商品開発と言いますか、商品

のＰＲをさせていただきたいというふうに思います。ただ堀川委員もお話しされているとおり

商品を買ってもらうというかそういった部分が第一の目標ではなくて、清里を好きになっても

らう、清里のファンを作るということが一番の目的でありますから、それをしっかりと念頭に

置きながら事業を進めてまいりたいというふうに思っております。さらに寄付された方々への

お礼と言いますか、そういったことを大切にしなければならないということは事務局でも十分

に承知をしておりまして、今四季折々の絵葉書を作成しておりましてお礼方々寄付していただ

いた方には町長からその絵葉書でお礼をさせていただいたりそういうことをしております。 

今後ともどのようなことがいいのかということも勉強しながらよりよいふるさと納税制度を

やっていきたいと思っておりますのでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 他ありませんか。 

 

○河口委員 

 ここに書かれていないですけども、清里の入るところに日本で最も美しい村清里町の看板が

できあがっていますね。日本で最も美しい村清里町になっているんですね。１日僕は２回ぐら

い通っているんですけど、村で止まっていて清里町だと連合だとかその辺を知らない人は、こ



 

- 45 - 

こは村なの、それだったら思い切って日本で最も美しい町にしちゃった方がいいんじゃない、

という気持ちがあるんだけども、別に村で切った理由は何かあったんだろうと思いますけど、

毎日私１回か２回は必ず見た時に町にした方がいいんじゃないという気持ちもあるんですけど

も、課長はどういうふうに考えて。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 日本で最も美しい村の看板につきましては日本で美しい村連合がいわゆる指定するルールに

基づいてやっている看板のつくりでありますので、ああいったフレーズになってしまうという

ような部分でご理解をいただきたいというふうに思います。平成３０年度につきましても今度

は上手の方に看板を立てさせていただきたいなというふうに思っておりますけども、同じよう

な形になろうかなというふうに思いますけども、ちょっと検討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 

 それでは②番について終わりたいと思います。③番地域おこし協力隊の内定について。口頭

説明お願いします。はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 地域おこし協力隊の関係でありますけども、先日東京都内におきまして面接をさせていただ

きました。その結果２名の方、観光振興に携わっていただく方と緑の活性化に携わっていただ

く方を選ばさせていただきました。 

観光に携わっていただく方は澤さんという神奈川県の方でございます。緑の地域活性化に携

わっていただく方は小坂さんという東京都の東京都にお住まいの方でございまして、いずれの

方も清里町を余り知ってはいないんですけども、こういったその田舎というか地方で地域を盛

り上げぜひ盛り上げていきたいという意欲のある方々でしたので、どうぞ皆様方も仲良くして

いただければというふうに思いますし、先ほどお話もありましたとおり地域の方それから住民

の方になるべく幅広く交流できるような体制も考えていきたいなというふうに思っております

のでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 ちなみに年齢は。 

 

○企画政策課長 

 澤さんが３７歳、小坂さんは４３歳です。男の人です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他案件。前中さん。 
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○前中委員 

 すいません。平成３０年度の予算編成にあたって、昨年来議会もかなり一般質問あるいは委

員会で出てくる交通に対する取り組み安心して暮らせる清里の町づくりをという、町長が常に

謳っている中で、今回の予算編成の中でそこの部分についてやはり慎重かつやはり積極的なア

プローチがあったのかどうなのか。本来であれば議会の中で保健福祉の部分かもしれませんけ

ども保健福祉タクシーの充実、こうなると保健福祉事業ですからいろんな制約はあると思いま

すけども、町づくりの一環として捉えるのであれば企画政策の中でやはり検討するべき優先順

位は高いものかなと思ったんですけども。 

冒頭課長の方からは今後町長が改めて１年の中で説明しながら補正なりそういう形で進めた

いという話なんですけども、ちょっとそこら辺の協議はどこまで進んでいるのかというのがど

うもちょっと見えないんですけど、そこら辺時間がない中で大変失礼ですけれども、説明して

いただきたい。これは待ったなしで、緑の人たちもう２００人切っているんですよ。その中で

今課長がおっしゃったように緑活性化結成した中で地域としてのその人材パワーということで

地域協力隊の派遣はもう間違いなく嬉しいことだと思います。ただそれに伴ってどういうよう

な緑地域あるいは今後光岳における札弦地域のあの地域振興を同じようにやっていかなければ

ならない。だからそこら辺もう少し企画政策の中で議論、町長側との執行者側とのすり合わせ、

やっぱりしっかりやっていただきたい。その中で今交通だけで良いですからどのようなニュア

ンスで内部協議をされただけはちょっと簡単でいいですから説明していただきたい。 

 

○企画政策課長 

 交通体系の推進につきましては前回の議会の方でもいろいろと議論をいただいたところであ

ります。この交通体系につきまして、いわゆる冒頭前中委員の方からおっしゃられた高齢者や

いわゆる交通弱者と言われる方々の支援について、これにつきましては今まさしく十分に議論

を重ねているところでありまして、これについても今後３０年度中に予算をあげれるかどうか

ということは今明記はできませんけども、十分に議論をしているということであります。さら

にはその全体の交通体系につきましては、今回予算化はしておりませんけども町長の答弁のと

おり十分にその方向性、ＪＲだとかいろんな問題がありますがスクールバス等の問題もいろい

ろありますが、それらも十分に考慮をした中で町全体の交通体系の部分についてもなるべく早

い段階で議論を進めて、大枠がある程度固まったら議会の方にも協議をさせていただきたいと

いうふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他ありませんか。無いようですので、以上で企画政策課終わりたいと思い

ます。どうもご苦労様でした。 

 

○企画政策課長 

 ありがとうございました。 

 

○勝又委員長 
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 まだ生涯学習課が残っているわけでございますが、ここで昼食にしたいと思います。１時に

再開したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

休憩 午後１２時０２分 

再開 午後 １時００分 

 

○勝又委員長 

 それでは昼前に引き続き、第２回の総務文教常任委員会を続けたいと思います。生涯学習課、

３点ございます。よろしくお願いします。課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは生涯学習課より３点御相談申し上げます。はじめに①平成３０年度一般会計当初予

算主要施策事業、生涯学習課分の説明でございます。このあと担当より説明申し上げますが、

議案の順番のとおりに説明させていただきます。よって説明員が途中で何度か入れ替わります

が御了承いただきたいと思います。では説明をさせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。お願いします。 

 

○生涯学習課主幹 

それでは生涯学習課、１番上段でございます。総務費、庭園のまちづくり事業費、花と緑の

交流のまちづくり事業費でございます。こちら町民海外派遣研修事業につきましては、一般町

民を海外に派遣しまして産業経済文化などに触れ、国際的視野を広めることによりまして、ま

ちづくりを推進する人材を育成するものでございます。参加に対する補助経費につきましては

１８０万円を計上するものでありまして、財源はすべて一般財源でございます。続きまして学

校教育の部分でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

はい。続きまして１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費でございます。事業名、教育支援

員配置事業でございます。学校教育、社会教育の指導充実のために配置しております教育支援

専門員、そして学校現場における学習支援の補助として配置している学習支援員、こちらの人

件費を計上させていただいております。２名分の総額予算５６４万円で財源内訳につきまして

はご覧のとおりとなっております。 

続きまして、特別支援教育支援員配置事業でございます。これは特別な支援を要する児童生

徒へのサポート人員でありまして、清里小学校へ２名、清里中学校へ２名配置を予定して支援

を行ってまいりたいと考えております。総額事業費は１千２０５万８千円で財源内訳は記載の

とおりでございます。 
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続きまして、児童生徒登下校安全管理器具購入事業でございます。これは児童生徒の登下校

の安全管理を目的といたしまして、通学路周辺の公共施設などに防犯カメラを設置するもので

ございます。昨年度にプラネット周辺に１台設置し、本年度は清里トレーニングセンター周辺

に１台設置するところでございまして、来年度におきましても計画的に１台設置してまいりた

いと考えております。総額事業費７６万２千円で、財源はすべて一般財源となっております。 

続きまして、清里高等学校総合支援対策事業です。この事業につきましては平成２８年、２

９年、３０年の３カ年で実施していくということで記載の事業がその事業内容でございます。

継続事業として大きく変わる要素はございませんので、支援につきましても従来どおり進めて

まいりたいと考えております。なおこの他に平成３０年度執行する入学支度金につきましても

例年同様補正対応で別に措置してまいりたいと考えております。当初予算の総額といたしまし

ては２千１５９万３千円で財源内訳は記載のとおりとなっております。 

続きまして学校給食費補助事業です。保護者の経済的負担の軽減を図り子育ての支援、子ど

もを産み育てやすい環境づくりを進めるため補助金交付要綱を制定して、本年度より実施して

おります。次年度も同様に支援を進めてまいりたいと考えております。事業費につきましては

１千８２３万５千円、財源内訳は記載のとおりとなっております。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○生涯学習課主幹 

続きまして総合戦略事業費の社会教育グループ関係でございます。高校生海外派遣研修事業

につきましては、清里高校生１年生４０名及び引率教員２名、引率職員１名をニュージーラン

ドモトエカ町へ派遣する経費などとしまして、１千６７２万３千円を計上するものでございま

す。財源については子育て基金地方債、並びに一般財源の内訳となってございます。 

続きまして、同じく総合戦略事業費、外国人英語指導業務委託事業でございます。本事業は

２７年度より業務委託を実施してございますが、主に小中高生に外国人英語講師を派遣するも

のでございます。３０年度につきましても同様に業務委託をし、委託料４７０万円を計上する

ものでございます。財源につきましては宝くじ交付金によります雑入１６万、残り一般財源４

５４万円となってございます。２ページをご覧いただきたいと思います。同じく総合戦略事業

費、外国人英語講師招聘事業でございます。こちらにつきましては新規事業となります。本事

業につきましては２人目の外国人英語講師としまして姉妹都市のニュージーランドモトエカ町

より講師を招聘し、複数の外国人英語講師によりましてよりきめ細やかな英語指導、より多彩

な国際理解教育の展開を図るものでございまして、招聘にかかる人件費等につきまして賃金な

どで総額３０７万９千円を計上するものでございます。財源はすべて一般財源となります。同

じく総合戦略事業費、スポーツ合宿等誘致支援事業でございます。本事業につきましては本町

で合宿を行う団体や町内の合宿支援団体に対しましての支援を行い、合宿団体によります講習

会開催などで町民の競技意欲高揚や競技力向上によりますスポーツ振興を図るものでございま

して、本年も１７０万円を計上するものでございます。財源はすべて一般財源となります。 

続きまして教育関係を学校教育の方からお伝えします。 
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○勝又委員長 

はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

続きまして同じく２ページの９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費でございます。

事業名、コミュニティスクール推進事業でございます。コミュニティスクールにつきましては

保護者、地域住民、学校これらが一体となって学校運営に参画しまして、子どもたちを取り巻

く環境の充実、そして地域の活性化、これらを図っていくものということで本年度より清里小

学校と清里中学校へ設置しております。この協議会の設置運営にかかる事業費でありまして、

総額事業費７１万円で財源はすべて一般財源となっております。 

続きまして２目教育諸費、遠距離通学バス業務委託事業でございます。上斜里・江南方面、

そして札弦緑方面から中学校へ通学する生徒の交通手段の確保。また次年度におきましては緑

町小学校の閉校に伴う緑町地域の児童も同様に乗車できるよう調整しておりまして、教育機会

の均等を保障し義務教育の円滑な実施を図るために来年度も同様に運行を継続してまいりたい

と考えております。事業費は２千２７４万９千円で財源はすべて一般財源となっております。 

続きまして新規事業となります。校務支援システムについて御説明申し上げます。学校教育、

学校現場を取り巻く課題につきましては特別な支援を受ける児童生徒の増加、不登校や貧困問

題、そして授業時数の増など複雑化、困難化しております。予算計上をさせていただきました

システムは、北海道教育委員会による統合型校務支援システムとなっておりまして、特に教員

が負担と感じている通知表の作成、指導要領の作成などに対してサポートできるシステムとな

っています。この他グループウエア機能による会議等の簡素化やペーパーレス化を進めること

ができます。このことによる教員の負担軽減を図ることによりまして、本来必要とされている

先生が子どもたちと向き合う時間の確保につながると期待されています。導入するのは比較的

人数希望のある清里小学校と清里中学校で計画しておりまして、初年度の初期費用や登録経費、

システム利用料を積算いたしまして、総額事業費１５２万５千円で、財源はすべて一般財源と

なっております。 

続きましても新規事業となります。清里中学校開校７０周年、統合５０周年記念事業協賛会

補助事業について御説明申し上げます。清里中学校の記念事業実施にあたりまして来年度に記

念誌を発行するという計画がありますので、他の学校記念誌と同様に記念誌発行経費にかかる

２分の１に対しまして１００万円を上限に補助するものであります。事業費は１００万円で、

財源はすべて一般財源となっております。 

続きまして小学校費の学校管理費です。学校事務職員配置事業となります。児童数の減少に

よりまして道費負担による職員が来年度も光岳小学校に配置されない見込みでございます。学

校運営の円滑な運営を図るためにも町費の事務職員を配置し児童生徒のサポートを充実してま

いりたいと考えております。事業費は２３５万６千円で、財源はすべて一般財源となっており

ます。 

続きまして３項中学校費、１目学校管理費のこれも新規事業となります。中学校グランド改

修事業でございます。中学校グランドの長年の懸念でありました、春先の大風が吹いた際に土

埃が舞って教室等に入り込んだりあるいは運動会の実施がままならなかったりの課題が続いて

おりました。子ども達の学習環境の改善のためグランドの芝生化を進めてまいりたいと考え、
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本年度において実施設計を行い来年度で工事を実施したいと考えております。１枚ページをめ

くっていただきまして、４ぺージの図面をご覧ください。中学校側の意見を反映させたレイア

ウトとなっておりまして、本年度の実施設計を行っております。全面的に芝生とする他、野球

場や陸上競技トラックの土の部分におきましても土埃が舞いにくい土を使いまして、グランド

全面を整備してまいりたいと考えております。議案２ページにお戻りいただきまして、中学校

グランド改修事業の事業費でございます。総額５千５９２万８千円で財源は記載のとおりとな

っております。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○生涯学習課主幹 

続きまして、教育費、社会教育グループ分でございます。教育費、社会教育費の社会教育総

務費、スポーツ文化施設管理運営事業でございます。本事業につきましては図書館、トレーニ

ングセンター、町民プール、緑スキー場などの管理を一般社団法人清里町スポーツ文化振興管

理協会に委託し、効率的な管理運営と住民サービスの向上を図るものでございます。例年どお

り実施するものでございまして、委託費３千４８１万６千円を計上するものでございます。財

源はすべて一般財源でございます。 

続きまして、生涯教育費のプラネットステージ公演事業でございます。本事業につきまして

は、清里町１２０年の記念事業としまして町民に優れた芸術文化の鑑賞機会を提供することに

よりまして、潤いをもたらし心を豊かにするとともに文化活動に対する意識を高めるものでご

ざいます。補助金４００万円を計上するものでございます。財源はすべて一般財源となります。 

３ページをご覧いただきたいと思います。図書館費、図書館システム機器更新事業でござい

ます。こちらは新規事業となります。本事業につきましては、平成２５年導入の現在の使用機

器の保守期間が終了することから新たな機器の導入及び管理保障を構築することで機器の安定

的環境と現在長期契約で保守管理し運営してございますシステムソフトとの一体的なシステム

構築を図るものでございます。器具購入費としまして２２３万８千円を計上するものでござい

ます。財源はすべて一般財源でございます。 

次に教育費、保健体育費、保健体育総務費、町営野球場整備事業でございます。こちらも新

規事業でございます。本事業につきましては、野球場内野の表土入れかえ等の整備によりまし

てより安全安心な施設利用と円滑な試合運営によりまして、野球を通じたスポーツ振興を図る

ものでございます。工事請負費としまして４０６万１千円を計上するものでございます。財源

につきましては公共整備基金４００万円、他一般財源となっております。 

保健体育総務費 斜里岳ロードレース大会実行委員会補助でございます。本事業につきまし

ては清里町１２０年記念大会としまして開催しまして、青少年から高齢者まで誰でも参加でき

る魅力あるマラソン大会を実施し、町民の健康増進や町のＰＲによりますスポーツ振興を図る

ものでございまして、補助金等で３８８万円を計上するものでございます。財源はすべて一般

財源となってございます。 

最後に、スキー場管理費の緑スキー場リフト整備事業でございます。本事業につきましては

計画的に現在行っています緑スキー場の整備にかかる一連のものでございます。年次的な整備
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によりましてリフトの安全運行を図り、利用者の安全安心な施設利用を提供するものでござい

まして、３０年度につきましては主要制御機器の更新、シーケンサー、制御盤、運転盤、監視

盤他の更新を予定してございます。工事請負費としまして７９９万２千円を計上するものでご

ざいます。財源は公共整備基金７９０万円他一般財源となってございます。以上で進めます。 

 

○勝又委員長 

 只今、平成３０年度生涯学習課所管分の主要施策の説明がございました。委員の皆さん方か

ら質問、意見等ございますか。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 中学校のグランド改修事業についてなんですけれども、先ほどの説明では、２年間でという

ような、説明だったと思うんですけども、総額でいくらぐらいかかるのか教えてください。 

 

○生涯学習課長 

 申しわけございません。数字手元に持ってきておりません。先ほどをごらんいただきました

実施設計につきましては１００万程度の経費で完成をしているところでございます。それプラ

スで先ほど御提案申し上げました工事費ということになります。 

 

○堀川委員 

 総額で５千６００万ぐらいで。 

 

○生涯学習課長 

 ２９年度先ほどごらんいただきました、あれが設計の完成品でございまして、それに１００

万程度かかっているということでございます。今回計上させていただきましたのは３０年度に

実施をいたします工事費でございます。 

 

○堀川委員 

 わかりました。グランドまわりの環境整備もこれから検討していかなきゃならない部分も考

えます。グランドの西側に建っているカラマツですとか、南側に白樺林ですとか、白樺林の中

にある仮設トイレですとか、そういうものを含めた中で必要なもの・必要でないものというの

も今後検討して、必要ならばそういうのを含めて環境を整えるというような検討をしていただ

きたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 
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○生涯学習課長 

 グラウンドの周りの木でございますが基本的には伐採するということで、今回の実施中で見

ていきたいというふうに考えております。この事業清里中学校７０周年記念事業、それから町

の１２０年事業の中のハードの記念事業という位置づけで、３０年度やらせていただきたいと

いうふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 何項目かありますけども、まず総合戦略費の中で何点か質問させて頂きます。まず児童生徒

の下校管理器具購入ということで見られますが、プラネット周辺という形に前年かその前かな、

設備されていると思うんですが、その管理体制がどうなっているのかということと、それ検証

はどうされているか。あるいは当然ハードディスクに記憶していると思うんですけどもハード

であれば、一般的には３年が寿命と言われている中でメモリー化されていくことが大事なのか。

それとあくまでもイントラ回線を利用しているのか、どういう回線を利用して、使われている

かを確認したい。持った以上はやはり費用のかかることなんだと思いますので、自動的にそれ

の確認、何か問題あったとき以外は確認してないのか、それが正常に動いているのかの確認を

ちょっと確認したい。 

 

○生涯学習課長 

 ２８年度に設置をいたしました１６号道路・プラネット駐車場の１６号側のところに１機設

置をしております。有線・無線等の回線の接続はございません。記録につきましては１週間保

存ということでの記録になっているところでございます。問題が生じたときにのみチェックと

いうことで毎日画像についてチェックしているという状況にはございません。 

 

○河口委員 

 単独でメモリに記憶している方法ですね。今回１台、単独と言う割には費用が非常に高いと

いう気がしたもんですから。当然光ファイバー通じてモニター。あるいはどこかで記録してい

るのかなと思ったんですけども、あくまでも単独の設備ということなんですね。それにしては、

金額は非常に高いのかなとは思うのですが。再度その辺がどういう規格については再度後で確

認させていただきます。 

それと、外国人英語業務委託料。ＡＬＴのことで、この契約が業務契約なのか、労働契約さ

れているのか、どっちの方で契約されているのか。 

 

○生涯学習課長 

 ＡＬＴにつきましては業務委託契約で行っております。 

 

○河口委員 

昨年これ８４０万ですか。金額が違うと思ったものですから。４７０万ですよね。そこで業
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務委託と労働委託の中で業務の委託の問題点だとかが言われて、それで労働契約の方が良いと

いう場合と。業務委託の場合の一番の問題点は、学校の方から指導はできないですよというこ

と、あくまでもＡＬＴ側の業務に委託しちゃう。学校側からこれについては指示ができません

よと業務委託になる。労働契約の場合は逆にこちらの委員会側の意向あるいは学校の意向が反

映されると。ただし、雇用関係で間が１カ月中空いちゃうとあるんですけども、それが実際に

導入しておいて、その学校側のアシスタントですよね。ＡＬＴは。アシスタントに任している

からここではどういうふうにやってほしいということには口出しできませんよっていう形はと

捉えている。このへんの業務なのか、労働委託かっていうことについてはやっぱり検査された

のでしょうか。 

 

○生涯学習課長 

 ＡＬＴの業務委託でございます。今委員が御指摘ございましたとおり、直接雇用するのと違

いまして、原則私ども会社にすべて依頼をし、それを会社から実際のＡＬＴに指示をする、そ

のようなことで非常に不便なシステムになっているのは事実でございます。 

しかしながら、これまで業務委託導入してから、必ず各学校においてミーティングの時間を

きっちりコマとして、会社の方に依頼をしております。その中で十分学校と授業の進め方につ

いて打ち合わせをさせていただいておりますので、そのような意味では実際現場で不自由して

いるということはございません。また、昨年より教育委員会においても週に１コマないし２コ

マ程度勤務をするということで会社に依頼をし、その中で教育委員会職員とも全体的な打ち合

わせをし、円滑に進めているところで大きな問題になっている部分はないというふうに認識し

ております。 

 

○河口委員 

 次の新規の外国人英語教師招へい事業、これはＡＬＴではないということ。 

 

○生涯学習課長 

 あくまでもＡＬＴということで外国語の指導助手ということで雇用をしてまいりたい、委託

する場合に直接雇用をやっておりました形態で今回二人目を配置してまいりたいと考えており

ます。 

 

○河口委員 

 次の遠距離通学バス業務委託事業の中で２千２７４万９千円。昨年度、小中学生遠距離で１

０８万７千円が別途この中にプラスされていたようなんですが、この部分がなくなったのか。

通学システムを変えるのか。 

 

○生涯学習課長 

 ただいまの御質問あった部分につきましては、遠距離通学バス業務委託事業、この部分かと

思います。昨年、百数万というのは遠距離通学補助も含んだ部分ではないかというふうに考え

ております。この主要政策事業調べの中に遠距離通学の補助の部分が別事業でございまして記

載をしてないということで例年どおりありますのでご理解賜りたいと思います。 
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○河口委員 

 通学バスについては、次年度は緑地区の小学生が入ってくると思いますので、この辺が今と

同じ時間帯の中で組まれている。全く同じ時間帯のまま緑小学生を入れていくのかということ

で理解しているんですけども、現実にその時間帯だとかその辺については若干時間をずらすだ

とか、あるいは実際に乗車、あるいは降りる場所の問題だとか、これについては十分検討され

ているのか。私も通学バス朝１で乗っていって、そのまま折り返しで乗っていって、大変かな

という気がしますので将来ともに先の年度については光岳もありますし、路線の通学バスとし

てそのままやっていいのかっていうことについては、どのように検討されているのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 通学スクールバスでございます。平成３０年度につきましては、緑町小学校閉校に伴いまし

て現在の路線バス、それからスクールバスを基本としてまいります。ただ朝につきましては、

５分早くスタートをするというふうに考えております。また清里小学校の始業時間を５分遅ら

せるということで緑町地区の児童が学校に間に合うように時間的な配慮をしてまいりたいと考

えております。これにつきましては、昨年そして今年に入りましてから、２回緑町小学校のＰ

ＴＡの皆さんと直接ご協議を申し上げ御理解をいただいているところでございます。 

次に３１年度以降のバスでございます。光岳小学校が閉校になりますことを踏まえた中で、

現在シュミレーションを始めているところでございます。路線の数につきましてはまだ何本と

いうことは申し上げられませんが、基本となるのは５５人のバスが乗れればということではな

く、例えば最初に乗る子が朝の６時に乗って永遠と１時間、１時間半、町内を回ってきて小学

校に着く。これではいけません。そういう意味では、ある程度、例えば札弦・緑地区で１路線

だとか、神威エリアで１路線。上斜里とか江南方面等々ということで、全体的に見直しをかけ

てまいりたいと考えております。 

その際路線バスをこのまま活用していくのかどうか。ここにつきましては教育サイドだけで

は判断しかねる部分ございますので、担当部署と協議をしながらスクールバス全体の案をつく

ってまいりたいというふうに考えており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 

 今検討されているってことでそういう面では、ここの地域交通とリンクしながら、すでに２

千３００万ぐらいと、小清水ですか、１千万超えたあくまで３千５００近い通学バスとして支

出しているわけですから、新たな交通ということでは清里町の将来に向けて一般の利用も考え

た中でも交通手段というのは十分に検討していただきたいと思います。 

北海道教育委員会校務支援システムで１５２万５千円見ています。これは確かに導入される
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のですが、これはもう既に導入されている実績がある地区というのは、この周辺ではあるんで

すか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 北海道教育委員会が開発しました校務支援システムはもう数年前から開発され、全道的に運

用が始まっております。管内でも幾つかの自治体で導入が始まっているところでございます。

北見市につきましては２９年度より既に導入が始まっております。３０年度につきましては、

網走市を初めとし主な斜網地区オホーツク管内の学校で導入が予定されているということでご

ざいます。ただこれにつきましてはまだ各自治体ごと議会前でございますので、１００％導入

ということではないとは思いますが、なるべく足並みをそろえて、管内導入していこうという

ことで議論をした中で進めている事業でございます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 確かにいろんな形でこういうシステムというのは重要なんだろうと思いますけども、片やこ

のシステムを使うために苦労されていると。過去にありますので、十分な効果が上がる検証の

仕方をぜひやって進めていただきたいと思います。 

 

○生涯学習課長 

 これにつきましては今、委員の御指摘のありましたとおり、先生方がどこの自治体の学校に

転勤になっても、同じシステムで仕事ができるよう、そのような意味も込めて今回導入すると

ころでございますので、御理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 ほか委員さん池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと２点ばかり聞きたいですけども、庭園のまちづくり事業の中で町民海外派遣研修事

業ということで事業費が１８０万。昨年の実績と今年度予定どういうふうになっているのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 昨年というのは２８年度でしたか。２８年度・２９年度のあわせて実績ございません。２８
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年度については予算化はしておりません。２９年度は現在でございますが募集をかけていると

ころでございましたが、応募者がいないということで本年度につきまして実施をしないという

ことで進んでいるところでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

 

○池下委員 

 これは、次年度は募集しないと。 

 

○勝又委員長 

課長。 

 

○生涯学習課長 

３０年度につきましては再度チャレンジをさせていただきたいというふうに考えておりまし

て１８０万の予算を提案させていただい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 

 続いて清里高校総合支援対策事業で、町外通学費補助１７３万１千円。それは何名分という

ことでしょう。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 公共交通機関の定期代でございます。これは１つの目安でございます。斜里から２名程度、

また網走から５名程度。それから浜小清水から２名程度。それぞれＪＲ代ということで、清里

町駅までこれを１つの目安として計算をしているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○生涯学習課長 

 今の説明があったものを全部足すと９名分ということそういうふうに理解していいですか。 

 

 



 

- 57 - 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 積算の基本的な考え方ということで御理解いただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 最後にこの下の欄の国公立大学の入学補助が１６９万２千円というふうに出ているですが、

これたしか前年度からの事業だったかと思うんですが、どの程度の実績があったのか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 昨年度の実績でございます。３名は対象となっているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 ほか、委員さんから。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 確認のためちょっとお聞かせ願いたいんですが遠距離通学バス業務委託事業なんですけれど

も、この額面どおり中学校へ通学する生徒の交通手段ということになっているんですけれども、

もちろん私の知っている範疇では小学生も入っているなと思うんですが、清里高校に通われて

いる、江南の方ですとか新栄の方ですとかはどのようになっていますか。 

 

○生涯学習課長 

 清里高校に通っております。町内の方についても乗っていただいているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 あともう１件なんですけど、先ほど池下委員の質問に関連する形なんですが、清里高校総合

支援なんですけども、町外通学者通学費補助で、先ほどおおむね９名分という形で答弁されて

いたんですが、平成３０年度に入る入学予定者も含めてのものか、それとも今までの在校生の

数で考えられているものなのか。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 両方は含んでという数値でございます。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんからありませんか。 

 

○勝又委員長 

 ②平成３０年度公立高等学校入学者選抜志願状況について。課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは、②平成３０年度公立高等学校入学者選抜出願状況についてでございます。先ほど

お配りいたしました別紙をご覧ください。 

既に平成３０年度につきましては、出願が終了し、先週変更も受付けが終了し、最終の結果

が出ているところでございます。お配りしました別紙普通科東学区、清里高校の欄でございま

す。募集人員４０名１間口でございます。ここに出願変更後の出願数４０名ということとなっ

ております。当初出願者３９名でございましたが変更により１名増えておりまして４０名のい

っぱいの応募がございましたので、ご報告を申し上げます。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 ただいま高校入学者の選抜出願状況について説明がありました。委員の皆さんありますか。

伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 確認でお聞きしたいことがあったんですけれども。例えば最終なんですけれども推薦を受け

られる方がだめだった場合、推薦の方っていうのが最初のそれに関係なく来れるという話では

ないんですよね。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 推薦で例えば落ちてしまったという最終段階で清里高校に出願されていませんので、その方

は対象とはなりません。ただし例えば今回４０名受験しまして例えば受験をされなかった方が

いる。もしくは合格しても受験を辞退されるということで４０名を最終的に割った場合はまた

道教委として２次募集もあるのかなというふうに考えるところでございます。以上です。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。委員さんありませんか。③平成３１年度からの清里高等学校総合支援対策

事業について。課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは議案５ページをご覧ください。清里高等学校総合支援対策事業の見直しについてご

説明をいたします。先ほど予算の説明にもありましたとおり高校支援対策につきましては３年

を一区切りとして支援を進めているところでございます。これまでの間、現高校３年生が１２

名しかいないということで非常に危機感を感じたところがございます。その後いろんな支援方

策をとりまして、おかげさまで今回４０名ということとなっております。しかしながら平成２

９年につきましては当初アンケート結果で４０名を超える希望者がいるということがございま

したので、２間口を北海道教育委員会に要望しました。しかしながら実際受験が終わりますと

３９名ということで２間口には届かない、このような現状もございました。また隣町、小清水

高校につきましてはこの３月で完全に閉校ということで学校が１つ隣町からなくなる、このよ

うな状況がここ３年ほどで繰り広げられたのかなというふうに思います。 

それを踏まえた中で平成３１年度からの支援のあり方について協議を進めたところでござい

ます。協議を進めるにあたっては、まず清里高等学校に対しましてこの３年間の支援内容が学

校の教育目標実現のためにどのように効果的だったか。これについて検証していただくという

ことでお願いをいたしました。そしてそれを元にいたしまして清里高校等学校の支援連携会議、

これは教育委員と中学校・高校の校長教諭等から成る組織でございますが、ここにお諮りをい

たしました。そしてここで素案をつくりまして具体的に形をつくったところをその後町の方に

教育委員会としての考え方を御相談をいたしました。その経緯を踏まえた中で本日御説明させ

ていただくものでございます。 

５ページ目でございますが１、見直しに当たっての基本となる考え方でございます。前回の

常任委員会でも少し触れさせていただきましたが、北海道教育委員会がこれからの高校教育に

関する指針案を出しております。この３月には最終決定を見るというふうに聞いております。

その中で、１学年１学級。このような学校につきましては地域連携特例校。これは地域キャン

パス校が今後名称が変わるということでございます。この地域キャンパス校として存続は図る

ものの在籍する１学年の在籍者が２０人。これを下回った場合、そしてその後も生徒数増が見

込まれない場合は再編しますよという条件となっております。また、②でございますが、この

地域連携特例校、所在市町村を初めとした地域、ですから清里町初めとした近隣町村というふ

うに理解ができるかと思います。この教育機能の維持向上に向けた具体的な取り組み、そして

その効果、これらを勘案し再編整備を保留しますよ。しかしながら１学年１０人を下回った場

合は再編整備をしますよ。ということで今まで２０人が下限であったものが１０人に下がった

というふうに解釈できるのかなというふうに思います。これが北海道教育委員会の基本的な考

えというふうに押さえております。 

次に（２）高校進学に関するアンケート。毎年清里中学・小清水中学校の生徒にアンケート

をとっているところでございます。アンケートをとりましたのは７月でございます。①その当

時は、清里高校希望者３２名ということでございました。高校を選ぶときに何を重視しますか。

通学に便利、進学に有利、部活動の充実。清里高校を具体的に希望する理由は何ですか。これ
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につきましては学校給食がある、先輩・友達が行く。通学支援がある。４番清里高校を選ばな

い方、清里高校以外を希望する理由。進学に有利だから、やりたい部活があるから、就職に有

利だから。どうしたら清里高校に生徒が集まるでしょうという問いにつきましては、進学に向

けた支援の強化、部活の種類を増やす。生徒数を増やす。というアンケート結果の上位となっ

ているところでございます。また清里高等学校が目指すものということで、学校教育目標、目

指す生徒像、が記載のとおりとなっております。また３番目といたしまして、これまでの支援

内容、先ほど御説明いたしましたとおり評価をしていただいているところでございます。 

（４）清里町がどのような清里高校の姿を望むのか。でございます。生徒が生き生きと学べ

る学校、清里中学校生徒の進学率が高い学校、町内小中学校と連携し一貫した教育を行える学

校。現在進めております小中高連携のふるさとキャリア教育ですとか、コミュニティスクール

等を活用した中、地域それから町立学校と連携を図れる学校。そして地域に根差し、地域が応

援する学校。すなわち、地域の皆さんに御理解をいただいて応援をしていただける学校、これ

を目指すべきであるかなというふうに考えております。 

１枚めくっていただいて、６ページでございます。平成３１年度以降の支援内容につきまし

ての基本的な考え方、５点示しております。２間口に届かなかったということから着実に１間

口を確保してまいりたいと考えております。それにつきましては、道教委としましては１０名

以上という下限をさげて提示がされているところでございますが、やはり１０名となりますと

生徒が友達が少ない、同級生が少ないということでなかなかこの部分１０名程度ですと希望者

が減ってしまうという懸念がございますので、やはり、少なくとも２０名以上の生徒は集める

必要があるのかなというふうに考えております。また保護者の方は、金銭的な部分がすべて保

護者の方の支援という言い方もできるのかと思いますが、極力生徒のために補助できるという

視点これをしてまいりたいと考えております。３点目生徒が入学したくなる学校。このための

支援。４点目、清里中学校から進学率を上げる。そして町民を中心に考えた支援。清里町民こ

こに支援の中心を考えてまいりたいと考えております。 

これらの考え方の中で７ページ目でございます。見直しの素案でございます。支援内容につ

きましては、１から１４までございます。一部交換留学事業や海外派遣研修事業は高校支援で

はなく、社会教育事業として実施しているところではございますが、これも一連の中で今まで

議論をしてまいりましたのであわせてここに掲載をしております。 

高体連の出場経費。これにつきましては現在も全額見ているところでございますが、今後も

これは部活動の支援これは大事と考えておりますので、見てまいりたいと考えております。ま

た部活動の外部指導者、オリンピックに出た選手などのトップアスリートの方に指導していた

だく。このような企画のための支援も、現行どおり行ってまいりたいと考えております。 

３番目の進路に関する支援でございます。大きく、これまで３つの事業を行ってまいりまし

た。学力テスト、模擬試験につきましてでございます。受験料全額支援をしておりますが現行

どおりと考えております。また、学校視察経費、２分の１補助。これは主に札幌の大学のオー

プンキャンパスや専門学校などの見学。これに１泊２日で行く経費を補助しているところでご

ざいます。これにつきましては、高校からも非常に効果的であるという評価もいただいている

ところでございますので、視察２分の１補助を３分の２に増額をしてまいりたいと考えている

ところでございます。また３番目の東進ハイスクール受講料補助ということでこれにつきまし

ては東進ハイスクールという予備校がございます。この予備校の事業をインターネットで受講
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することができるシステムでございます。なかなかこれについては実績がございません。そし

て学校側といたしましてもなかなかこれをやりこなす状況には余りないのかなという判断をさ

れているということでございますので、廃止をしてまいりたいと考えております。 

次に、各種資格取得対策補助でございます。これにつきましては、英語検定、漢字検定それ

から時事問題の検定、各種検定の受験、これに係るものでございます。これにつきましては現

在全額補助をしておりましたが、しかし高校からも御指摘がございまして安易に２度、３度、

４度と受けるのもいかがなものかと。受けやすくするんではなく、やはり一定のレベルに達し

なければ、例えばこの補助を使って受けることはできないようにするのも１つの考えかなとい

うふうに高校とも相談をいたしました。同一種目同一級の受験は２回にまで補助はします。３

回目以降につきましては、申し上げございませんがそれぞれ受験をしていただきたいというこ

とで一定の制限をかけさせていただきたいというふうに思います。 

５番目、特色ある学校づくり推進事業でございます。現在外部指導者、部活の指導者の招聘

事業と学習サポート教室という２つ行っております。外部部活につきましては、２番目に計上

しております。学習サポート教室は夏休み、冬休みの補修といいますか、夏季講習・冬季講習

に係る部分で外部講師を呼ぶ場合の講師謝金等に充てられるものでございます。これにつきま

しては、学校の中で現在先生方がそれぞれ対応する部分がございますので基本的には学習サポ

ート教室も特に補助事業としては使わないように考えております。しかしながら特色ある学校

づくりという部分に関しましては一定の金額は残してまいりたい。そして学校でこの講師を呼

びたいですとかこういう授業で生徒のために良い企画をしたい。このような独自の発想、これ

に一定の補助をしてまいりたいというふうに考えております。ただし食糧費ですとか器具購入

のための経費ではありませんということで、一定の補助をしてまいりたいと考えております。 

６番、入学支度金補助でございます。合格者全員にこれまで１０万円のファミリーカードで

お渡ししていたところでございます。これにつきましては、町内の方々を中心にこの事業を展

開してまいりたいということから、合格者のうち町内の方限定で１０万円を行ってまいりたい

というふうに考えております。 

７番目、国公立大学入学者補助でございます。入学金と初年度授業料を補助ということで実

施していたところでございます。これにつきましても現在国公立大学をやり始めました時は、

国公立というふうに言いますと一定の偏差値なり学力のある学校というとらえ方をしておりま

した。しかしながら、現在そこで国公立と私立を区別するものがどこにあるのか。内部で協議

をしたところでございます。近年私立が公立大学に変わっていく部分もございまして、そんな

社会情勢の変化、公立大学に対する考え方の変化、これを考えたところ、国公立での支援とい

うのは余り適切ではないのかなというふうに考えております。また入学に際しましては、奨学

金制度など各自治体で持っておりますので、そちらで対応すべきということで廃止を考えてい

るところでございます。 

８番、学校給食につきましてはこれまでどおり実施してまいります。９番目、１０番目でご

ざいます。町外に通学者補助とスクールバスの運行でございます。スクールバスにつきまして

は、小清水町から清里高校。それから町外通学者、これにつきましては主にＪＲの定期代とい

うことで定期につきましては６カ月定期の金額を上限に全額補助しているところでございま

す。バスにつきましても無料のバスを出しているところでございます。通学補助というのは、

アンケート結果からも非常に重要視されるところでございます。基本的には、この支援という
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のは残してまいりたいというふうに考えております。ただし、このバスつきましては、１千万

を超える毎年経費がかかっているところでございます。受益者負担ということも今後求めてい

かなければならないのかなというふうに考えているところでございます。そのような形になり

ますと当然定期などの補助これに合わせた保護者の負担を求めることも考えなければならない

のかなと考えております。ただ現在検討している中、貸し切りバスでございますが法律の縛り

等もございまして、私ども自治体に利用者の方から乗車に際してお金を取るということが現段

階ではできない状況でございます。ここにつきましては引き続き内部で協議を進めてまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

１１番の交換留学生事業でございます。これまで国際交流事業ということで、モトエカ町の

モトエカ高校とを実施してまいりましたが、近年、非常に清里高校とモトエカ高校、姉妹校と

しての考え方も強まってまいりました。学校独自の交流として継続実施をしてまいりたいと考

えております。 

１２番高校生の海外派遣研修事業でございます。平成２３年から希望する１年生全員を派遣

するということで、制度を切りかえております。それまでは中学生と高校生の選抜でございま

した。これにつきましても高校で評価をいただいた中、たしかに生徒自体はニュージーランド

海外旅行行きたいなということで最終的にほぼ全員の生徒が行くわけではございますが、実際

現場で見ておりますと行きたくない子もみんなが行くからという状況があるということでござ

います。また半年にわたる事前研修を行っているわけでございますが、その取り組みこれも先

生方つぶさに見ている中、真摯に取り組んでいる生徒がすべてではないのかな、そのような学

校としての評価もいただいているところでございます。また一昨年から社会教育委員の会議の

中でもこの海外研修についてはいろんな議論がなされているところでございます。その中でも

町内の児童生徒名にも目を向けて現行に戻すことも考えられないかというそのような御意見も

ありました。そしてもう１つはホームステイでございます。現在３８名、９名の生徒、先生入

れますと４０名を超える人数がモトエカ町でのお世話になっておりますがこの人数をホームス

テイしていただける状況には全くございません。キャンプ場のロッジに泊まっております。事

業の効果を考えたときには、やはりホームステイの中で生の英語、そして外国の生活に溶け込

む、触れ合う、これが大事というふうに考えております。モトエカ町の受け入れ体制も、近年

厳しいというふうに聞いてはおりますが、何とかホームステイを復活できないかということを

これも考えております。以上のことから中学生・高校生という形に戻しまして何とかホームス

テイができる人数。この選抜制でやっていきたいというふうに提案をするところでございます。 

１３番、英語教育の推進ということで、ＡＬＴ２名体制ということで次年度から行う予定で

ございます。合わせて高校へ派遣の時間も増やしてまいります。 

１４番、入学資金の貸し付けでございます。これにつきましては修学資金これにつきまして

は清里高校のみならず町内での方にどこの高校に通っている方でも大学等就学する際お貸しし

ております。これについては変わりありませんが当初の入学当初資金の貸し付けでございます。

これについては、現在清里高校に通っている生徒の保護者町内、町外問わずということで貸し

付けをしているところでございますが、これも先ほどにもつながってまいりますが、各自治体

ごとに貸付制度等もございますので、ここは清里町民限定とした形での入学資金の貸し付けを

行っ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１４点でございますが、現

行どおり行うところ、また増額するところ、廃止、見直しをするところということでまずは御
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説明を申し上げました。よろしくお願いいたします 

 

○勝又委員長 

 只今、平成３１年度からの清里高校支援対策事業の見直しについての説明がございました。

見直し素案ということもありますし３１年度からというので検討の機会はあるんじゃないかな

と思うんですけど。質問、意見ございましたら。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。生涯学習課全般にわたってありますか。課長。 

 

○生涯学習課長 

 先ほど御説明申し上げました通学支援の部分、人数が間違っておりました。訂正をさせてい

ただきたいと思います。斜里から清里この部分で１２名でございます。網走から清里が５名。

浜小清水から清里が２名でございます。訂正させていただきます。全部で１９名でございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 また、確認です。最後に今説明がありました北海道清里高等学校総合対策事業見直しについ

てなんですけども平成３０年度まで現行で行い、平成３１年度以降のことを見直して、今年１

年かけて見直していくという。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでその部分について説明させていただきたいと思っておりました。実と申しますと、３

１年度に入学する生徒につきましてはおおむねゴールデンウイーク明けぐらいから募集活動が

始まる。要はこのような支援をいたしますので清里高校来ませんかということで始まることと

なりますので、今回２月の常任委員会でございますが、今後常任委員会の中でまた各委員の御

意見をいただきながら、何とかあの雪解けぐらいまでにはあの皆様のご了解をいただけるよう

詰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。 

 

○伊藤委員 

 ということは、もう期間がほとんどないという状況になりますか。５月の段階で各小清水中

学校さんですとか、もちろん清里値中学校もそうですけども説明に歩くということは、それま

でにはこの今見直し案をまとめてでき上がっている状態なるということ。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 おおむね５月ぐらいまでにまとめ実際に動き出すのは６月になるかというスケジュールを考

えております 

 

○勝又委員長 

伊藤委員。 

 

 

○伊藤委員 

 清里高校、去年もいろいろありましたけれども、隣町の方で高校が閉校なり、今入学者を募

れる状況にはなったんですけれども、それまでにはいろんなある意味手厚い政策を行いながら

ここまできたわけです。何を言いたいのかというと、危険性があると思っているんです。正直

見直さなきゃいけない部分というのもあると思っていますが、一気に矢継ぎ早にやってしまう

と、今までせっかく２年３年と続いてきたいい流れが途切れてしまう可能性だってあるんだと

思いますね。本来もうちょっと早くから、こういう見直し案があると提示してほしかったんで

すよ。もちろん原課の方ではかなり精査してやっと出せていますっていうことなんだと思うん

ですが、その最終的なゴールが後２～３カ月後の状況で、出されても、信用していますけれど

も、この中でも思う部分があるんです。ただ時間もかなり押してますし、時間もかかることな

んで、今日やりませんが、そんなことも含めて今後のその常任委員会等々でいろいろ出してい

ただければ議論をしやすいのかなと思います。 

 

○生涯学習課長 

 伊藤委員御指摘いただきましたそのとおりかなというふうに思いますが、いろいろ協議する

中で、時間かかったと部分でございます。いずれにいたしましても次回以降も引き続き議題と

させていただきながら、皆様の御意見頂戴しながら内容精査をしてまいりたいと思いますので、

御理解をいただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。それでは以上を持ちまして生涯学習課終了いたします。ご苦労さまで

した。 

 

○勝又委員長 

 大きな２番、議会費予算について。 

 

○議会事務局主査 

 平成３０年度の議会費について説明いたしますので、２、議会費予算についてをお開きくだ

さい。内容的には基本的に昨年と変更ありませんので、増減がある主な部分だけ説明いたしま
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す。 

２段目の議員期末手当については、０．１カ月の増となったため１９万円の増です。次の共

済会負担金は共済会の率の変更により金額で３２万８千円の減です。飛びまして費用弁償、旅

費ですけれども３８万７千円の減となっておりますが、これは所管事務調査での９名分が議会

運営所管事務調査分として６名なので３名の減となっているため３８万７千円の減となってお

ります。飛ばしまして、手数料のほうでチラシの折り込みを臨時議会の分も増やすということ

になりましたので３回ほどチラシで見込んでおりますので、１万６千円の増です。そのほかは

大きな差はありません。合計いたしまして昨年より４５万６千円少ない４千３６３万６千円が

平成３０年度の議会費となります。 

以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま議会事務局より議会費の説明がございました。何かございますか。無い様ですので

大きな３番、次回委員会開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございます。２月２７日火曜日この会場で９時から予定しておりますのでよろ

しくお願いいたします。次回委員会は２月の２７日火曜日ということで。お願いします。４番、

その他ありますか。 

 

○池下委員 

 今日、総務課のときに、緑清荘問題が話題になりお話ししました。議会として所管の事務調

査で緑清荘を視察してはどうかというふうにちょっと提案したいと思います。皆さんいかがで

しょうか。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、池下委員より総務課所管ですけど緑清荘の関係補修関係で予算も計上されておりま

す。実態調査っていう部分も含めまして、所管事務調査というので１度視察というのもどうか

なと思っていますけど。どうでしょうね。 

 

○池下委員 

 ３月の定例会以降に、今後の緑清荘の改修という部分に関して現状をまず見ないと論議がで

きないのでそのためにまずＢ館。新館、Ａ館とあるんですが、一通り見た上でいろいろ今後の

予算の問題に今いろいろと補正予算を組んだりする部分もある。そういうところを踏まえた上

でということなんで、議会が終わってから原課と緑清荘で打ち合わせしてもらって、視察を行

ってはどうかと皆さんに相談ということで提案した。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。３月議会終了後以降に進めて視察ということで。 
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  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第２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 午後 ２時２３分） 

 


