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第５回総務文教常任委員会会議録 

平成３０年 ４月２０日（金） 

    開 会   午前  ９時１０分 

    閉 会   午前 １０時３６分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①清里町１２０周年開町７５周年記念事業の概要について 

  ②清里町立学校校舎等活用に関する事業提案の募集状況について 

 

●消防署清里分署 

  ①平成３０年度斜里地区消防組合消防署清里分署及び清里消防団の主な日程について 

 

●企画政策課 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（第８号）について 

  ②平成２９年度一般会計補正予算（第９号）について 

  ③地域振興券交付事業に係るアンケート結果について 

 

●生涯学習課 

  ①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．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  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    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    なし 
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○説明のため出席した者の職氏名 

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

 ■管財Ｇ総括主査    吉田 正彦     

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

■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   田中 誠之   

 ■まちづくりＧ主査   半澤  忍    ■まちづくりＧ主任   長屋 智洋 

  

 

○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５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 

 大きな１番。町からの協議報告事項、総務課２点ございます。①番、清里町１２０年開町７

５周年記念事業の概要について。はい、課長。 

 

○総務課長 

 それでは総務課２点ありますが、１点目の清里町１２０年記念事業、開町７５周年事業の概

要の関係でございます。 

本年、ご承知のとおり明治３０年に開拓の鍬が下されてから１２０年を迎えます。また昭和

１８年の４月、斜里町それから小清水町から一部村を分れまして、清里町の前身であります上

斜里村が誕生。いわゆる開町して７５周年を迎えます。先人の皆様の御苦労、御功労に感謝す

るとともに、さらに飛躍を期する節目の年としまして記念事業等を開催していきます。 

議案の１ページをご覧ください。現在のところ予定決定しております記念事業につきまして

報告、お知らせをさせて頂きます。開催期日の順に記載の方をさせていただいております。ま

ず６月の２日でございますが、緑の植祭事業。いわゆる植樹祭の関係でございますが、これを

冠事業としまして、本年は緑ヶ丘公園の中に植樹の方をしていきたいということで行う予定と

なってございます。それから６月９日でございますが、海上自衛隊の音楽隊公演。青森県の大

湊の音楽隊の演奏会でございますけども、生涯学習総合センタープラネットで開催をいたしま

す。それから７月の２９日、ふれあい広場２０１８清里ということで、社会福祉協議会が中心
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となって連携して行う事業でございますが、冠事業として行きたいというふうに考えておりま

す。それから９月の２日でございますが、記念式典を開催ということで内容としましては、式

典、功労者表彰、モトエカ町の友好都市協定の再調印等学習センターの方で開催をしていきた

いというふうに思っております。またその下、ふるさと産業まつり、斜里岳ロードレース大会、

プラネットステージにつきましては、冠事業として実施をしていきたいというふうに思います。

ふるさと産業祭りにつきましては、記念式典と同日の９月２日ということで、通常の毎年行っ

ている産業祭りの行事のほかに道警のカラーガード隊の演奏等も予定をしているところでござ

います。また斜里岳ロードレース大会につきましては、本年９月１６日に行う予定となってご

ざいます。またプラネットステージ事業につきましては、期日は今のところ未定でございます

が、音楽コンサートの方は教育委員会が主管となってやりますが、連携して行っていきたいと

いうふうに考えております。その他冠事業等、今後役場内の他の課ですとか、町内の関係団体

等と連携調整等を行いながら追加をして行っていきたいというふうに思います。 

記念事業関係につきましては広報ですとかホームページ、チラシ等で随時町民の方等にも、

お知らせを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 

 ただ今、清里町１２０年開町７５周年記念事業の概要が説明されました。委員の皆様方から

ありませんか。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 植樹祭の緑ヶ丘公園というところの植樹に変わるようなのですが、これは主に何をコンセプ

トにするとか、その辺何かありますか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今までは江南の方のあの場所。桜の所へ植樹しておりましたが、そこは植樹する場所がなく

なったということで、今年町有地等探しておりまして、緑ヶ丘公園の中で、あそこは木ですと

か花とかもすでにあるということも含めまして、また桜もありますので、今回桜を中心に植樹

の方、今年度については緑ヶ丘公園で行っていきたいというふうに思っております。 

また来年以降につきましては、また所管する担当課と連携を取りまして、今後植樹できると

ころも含めまして、今度植樹祭もどうするかということもあるかもしれませんけども、今年度

につきましては記念事業の冠をつけて、公園の中の再生も含めまして桜を中心に植樹を行って

いきたいというふうに考えております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さん。ありませんか。無いようですので終わります。 

②番清里町立学校校舎棟等活用に関する事業提案の募集状況について。はい、課長。 
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○総務課長 

 この清里町立学校校舎活用に関する事業の募集の関係。応募状況の関係でございます。この

関係につきましては、閉校した新栄小学校。それから江南小学校の校舎等の有効活用を図るた

めに全国から事業等の募集をしておったところでございます。これにつきまして３月一杯とい

うことで、期限を設けさせていただきまして募集をしたところでございますが、正式な応募の

申請についてはございませんでした。 

ただ、問い合わせが３月末にありまして、３月で締め切っておりますので、ここである程度

具体的にお話しなければ駄目かなというふうに思いますが、向陽の夏野さんからの問い合わせ

があったわけでございますけども、校舎を見てみたい方がいるというお話がありました。ただ

こちらも３月末で、応募については除却を含めて今後最終決断をするというようなお話をして、

余り時間をかけられない。具体的な提案がなければ、難しい旨を伝えさせていただいたところ

でございます。 

夏野さんとそういう話をしながら４月の上旬にお話を聞かせていただいたところ、高知市で

ございますけども、野菜とか果物の品種改良を手がけている方らしいのでございますが、この

方が病気に強く防除の必要がない、また匍匐茎が出ない、手間が掛からないイチゴの品種改良

ということで色々やっている方でございまして、夏野さんとも繋がり交流がある方ということ

で、清里にも何回か来られているようでございまして、例えば斜里とか小清水イチゴ関係の方

とも交流を持っているということでございます。今後その方がイチゴの生産を増やしていきた

い。北海道道東の方の生産できるような場所を探しているということで、夏野さんの方も聞い

ていたということで旧新栄小学校を見たいと。そこを活用してイチゴの苗の育成ですとか、選

果場として活用できないかということで、１度見たいということのお話がありましたので。 

ただ先ほど言ったとおり余り時間をこちらもかけられないということだったので、４月の頭

に来たときは４月２０日頃に見に行きたいということだったんですけれども、連絡がありまし

て４月の２１日、明日見に行きたいということがありましたのでとりあえずは見ていただくと

いうことには問題ないかなということで、まずは見ていただきたいということで進めておりま

す。ただ何度も申しておりますが時間もかけられませんので、その関係につきましては早くに

本当に活用する気があるのかも含めて、判断をしていきたいというふうに思っているところで

ございます。 

去年から町長が話しているとおり、応募がない場合については除却を含め念頭に最終判断と

しておりますので、今言った通りこの件についても早めに結論を出したいというふうに思いま

す。 

また除却経費も並行して積算を進めていきたいと思っておりまして、予算計上も含めまして、

今後議会ともいろいろ協議をさせていただきたいというふうにも合わせて思っております。 

ただ、経費もかなりかかるということで両方の施設を一度に取り壊しということは多分難し

いのかなと思いますけれども、全体的な財政需要を判断して、今後全体的な計画も含めてご相

談したいというふうに思っておりますし、その間に本当に活用の方策が必要な２カ所の方策が

あれば検討もしておりますが、除却を基本路線として考えていきたいと思いますし、また除却

後更地になれば、また違った活用もあるのかなと考えておりますので、いろいろ今後議会の皆

様にも協議ご相談をさせていただきたいというふうに思っております。一応３月で締め切った

わけでございますが、先ほどお話した通り、一度見て行きたいというお話がありましたので、
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そこを明日見てもらって判断をしたいというふうに思っているところでございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、町立学校校舎等活用に関する事業提案の募集状況についての説明がございました。委

員の皆様方からありませんか。無いようですので、明日来られて見てくれるということで。そ

れでは総務課案件全体を通してありますか。以上を持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。 

 

○総務課長 

 ありがとうございました。 

 

○勝又委員長 

 はい、それでは消防署清里分署１項目ございます。①平成３０年度斜里地区消防組合消防署

清里分署及び清里消防団の主な事業日程について。はい、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年度斜里地区消防組合消防署清里分署及

び清里消防団の主な事業日程について、係長より説明させます。 

 

○勝又委員長 

 はい担当。 

 

○庶務係長 

平成３０年度の主な事業日程についてご説明いたしますので、１ページをお開きください。

春の火災予防運動が４月２０日金曜日から３０日月曜日までの１１日間となっており、詳細に

つきましては後ほどご説明いたします。 

清里消防団春季消防演習につきましては、５月２０日日曜日、斜里分会連合演習は斜里町当

番で、５月２７日日曜日。清里消防団防災訓練が８月２６日日曜日。秋の火災予防運動が１０

月１５日月曜日から３１日までの１７日間。歳末火災予防啓蒙活動が１２月２６日水曜日から

３０日日曜日までの５日間。清里消防団費出初式が平成３１年１月４日金曜日となっており、

各行事につきましての詳細は日程が近くなりましたらご報告させていただきます。 

次に（２）春の火災予防運動の実施についてご説明いたします。期間は先ほど述べたとおり

本日４月２０日より３０日までの１１日間で町民への周知は広報４月号と町ホームページに掲

載するとともに公共施設各事業所に啓蒙ポスターを配布し、周知してまいります。期間中の行

事につきましては、期間中の毎日１９時より啓蒙サイレンの吹鳴。本日２０日は消防車両によ

る清里、札弦、緑地区でのパレード並びに事業所訪問を実施し、啓蒙ポスター等を配布いたし

ます。本年度の防火査察につきましては、羽衣地区の一般住宅に２１日から２５日で実施し、

主に住宅用火災警報器の設置から１０年が経過していることから、電池切れの確認と機器の取

替等の声掛けを行ってまいります。また防火対象物と危険物施設の立入検査も期間中に随時実

施いたします。 
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広報活動につきましては期間中、消防団と協力し警戒広報を実施してまいります。以上で説

明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今平成３０年の事業日程についての説明がございました。各委員の皆様方から。

はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 防火査察一般住宅の中で結構最近出てきている電池切れというのがあるんですけども、中に

はホームセンターなんかで安いものも利用して電池が通常１０年というタイプと３年と色々売

られている。電池寿命というのがありますよというのだけあわせて一般の方に解るようにして

いただければと。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さん。ありませんか。なければ消防清里分署全体をとおしてあり

ますか。無いようですので以上を持ちまして、清里町清里分署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 

 それでは企画政策課進めたいと思います。３点ございます。１番、平成２９年度一般会計補

正予算第８号について。 

 

○企画政策課課長 

大変申し訳ございません。①の平成２９年度一般会計補正予算８号と②の９号につきまして、

いずれも専決でございます。８号につきましては前回議員協議会の方で御説明させていただき

ました災害の関係。それから９号につきましては交付金や補助金が確定してまいりましたので

それの専決ということになりますので、関連する部分もございますので①、②続けてやらさせ

ていただきます。  

 

○勝又委員長 

 はい、わかりました。はい、担当。 

 

○まちづくり G 担当主査 

 それでは私の方から平成２９年度一般会計補正予算第８号及び第９号の概要につきまして御

説明をいたします。８号補正につきましては、３月２８日。９号補正につきましては３月３１

日を持ちまして、専決処分をさせていただいております。 

まずは８号について御説明をいたします。企画政策課の１ページをご覧ください。８号補正

につきましては３月９日に発生した暴風融雪災害にかかる補正となってございます。ずでに７

号補正において緊急に復旧が必要であった部分の町道２１号及び札弦川向道路の舗装修理に係

る工事請負費５００万円の補正をさせていただいておりますが、今回はその他の道路復旧に要
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する工事請負費及び農地災害復旧に係る補正予算となっております。 

それでは初めに歳出の方からご説明をさせていただきます。災害復旧費でございますが、ま

ず道路災害復旧事業といたしまして融雪による被害を受けた１１号道路ほか１１路線の法面復

旧等に３千３００万円を補正いたします。次に農地災害復旧補助事業でございますが融雪によ

り、法面の崩落表土の流防などの被害を受けた農地につきまして、自己資金により復旧事業を

実施する農業者に対しまして事業費の５０％の補助金交付をするものでございまして、こちら

は１千３００万円を補正いたします。災害復旧事業費につきましては、合わせて４千６００万

円の増額補正となります。 

続きまして、歳入でございますが自動車取得税交付金が４１９万７千円の増額。地方交付税

につきまして、額の確定に伴いまして地方交付税が１千９２２万５千円と特別交付税が２千２

５７万８千円で合わせて４千１８０万３千円の増額となります。歳入歳出ともに現計予算、５

４億６千３７７万２千円に４千６００万円を追加いたしまして、補正後の予算額は５５億９７

７万２千円となります。なお主な事業の詳細につきましては所管課の方から２ページにござい

ます補正予算概要に基づき、それぞれ説明があろうかと思いますので、私の方からは説明を省

略させていただきます。 

次に３ページをご覧ください。繰越明許費補正でございまして道路復旧及び農地災害補助に

つきましては年度内の執行が困難でありますことから、７号補正において繰越明許費に計上い

たしております５００万円に８号補正の災害復旧費４千６００万円を追加いたしまして繰越明

許費５千１００万円に変更するものでございます。平成２９年度一般会計補正予算、第８号に

つきましては以上でございます。 

次に平成２９年度一般会計補正予算９号のご説明をいたします。４ページをご覧ください。 

はじめに歳入の方よりご説明をさせていただきます。配当割交付金から自動車取得税交付金

につきましては、額の確定に伴う補正となってございまして配当割交付金が１２万２千円の減

額。自動車取得税交付金が２０４万９千円の増額となります。国庫支出金につきましては、補

助金等の確定による補正でございまして居宅介護給付費負担金が３万９千円の減。低所得者介

護保険料軽減国庫負担金が２万２千円の減。１つ飛ばしますが、国民年金事務費委託金が４万

９千円の減。地方創生推進交付金が６９万５千円の減となります。二酸化炭素排出抑制対策事

業費等補助金につきましては、ケアハウスの温泉熱利用に係る補助金でございまして、１２０

万９千円を補正いたします。次に、道支出金でございますがこちらも補助金等の確定に伴う補

正でございまして、居宅介護給付費負担金が７万２千円の減。訓練等給付費負担金が１９万３

千円の減。低所得者介護保険料軽減道負担金が１万１千円の減。地域生活支援事業費補助金が

７万９千円の減。低所得者利用者負担対策事業費補助金が３千円の減。重度心身障害者医療費

補助金が１１万６千円の減。重度心身障害者医療事業事務費補助金が１千円の減。乳幼児医療

費補助金が１１万１千円の減。統計調査交付金が１万７千円の減となりまして、合わせまして

６０万３千円の減額補正となります。諸収入につきましては、介護老人保健施設介護報酬収入

について１千６１７万４千円の減額。雑入は老健きよさと等の利用料等の減によりまして１３

０万７千円の減となりまして合わせて１千７２１万１千円の減額補正となります。寄附金につ

きましては一般の方よりの寄附金１０万円とふるさと納税による寄附金４２万３千円でござい

まして、合わせて５２万３千円を補正いたします。歳入の現計予算５５億９７７万２千円から

１千４９６万円を減額いたしまして補正後の予算額は５４億９千４８１万２千円となります。 
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続きまして歳出でございます。総務費につきましては公共施設整備基金に１０万円。減債基

金積立金に１千１５４万２千円。ふるさと基金積立金に４２万４千円積み立てをしてまいりま

す。各種統計調査事務事業は１万７千円の減額。子育て支援医療費扶助は２２万２千円の減額。

地方創生の深化のための推進事業につきましては１３９万円の減でございまして、いずれも事

業費の確定による減でございます。総務費につきましては１千４３万７千円の増額補正となり

ます。民生費でございます。介護老人保健施設きよさと指定管理委託事業につきましては、介

護職員の待遇改善等による経費の増によりまして、２５０万円を補正いたします。衛生費につ

きましても、こちらは事業費の確定による減でございまして、重度心身障害者医療費扶助事業

が２３万４千円の減。国民健康保険事業特別会計繰出金事業が２千７６６万３千円の減となり

ます。歳出の現計予算５５億９７７万２千円から１千４９６万円を減額いたしまして、補正後

の予算額は５４億９千４８１万２千円となります。 

次に事業の詳細につきまして、５ページから６ページの補正予算概要に基づきまして、各所

管からそれぞれ説明があろうと思いますので私の方からは企画政策課の部分につきまして御説

明をいたします。５ページをお開きください。１番上段の基金管理運用事業でございますが、

公共施設整備基金積立金につきましては、先ほど御説明をいたしました一般の方よりいただき

ました御寄付の見合い分として１０万円を計上するものでございます。ふるさと基金積立金に

つきましては、総務管理費の寄附金のうち、ふるさと納税の額の確定に伴いまして、４２万４

千円を計上いたします。次に表の中ほど統計調査事務事業につきましては事業実績の確定によ

りまして、需用費１万７千円減額補正をいたします。 

次に一番下でございますが地方創生の深化のための推進事業でございます。こちらも事業費

の実績に伴う確定によりまして報償費が２９万４千円の減、旅費が３１万５千円の減。需用費

が１４万３千円の減。役務費が３１万７千円の減。委託料につきましては、３２万１千円の減

となりまして、あわせて１３９万円を減額するものでございます。 

続いて７ページをご覧ください。こちら繰越明許費の補正でございます。追加といたしまし

て農業費の産地パワーアップ補助事業として計上しております、農協さんで整備をいたします、

大豆乾燥施設に係る２千５５０万円の補助金でございます。こちらは、完成が３０年度となり

ますことから、全額を繰越明許費として計上して、次年度の執行に回すものでございます。 

以上が平成２９年度一般会計補正予算第９号の概要でございます。私の方からは以上でござ

います。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今①、②、８号と９号についての補正予算の説明がございました。委員の皆様方

からありませんか。無ければ進みます。③番地域振興券交付事業に係るアンケート結果につい

て。はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 この地域振興券の関係につきましては、先の常任委員会で交付率等々につきまして、御説明

をさせていただいたところでありまして、この度につきましてはそれぞれ商工会各個店へのア

ンケート調査。それから一般消費者に対するアンケート調査がまとまりましたので、ここにご

報告をさせていただきたいものでございます。 
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それではまず８ページご覧いただきたいと思います。８ページから１１ページまでは今申し

上げました商工会、商店の事業主の方々にアンケート調査をしたものでございます。８ページ

の下の方に調査対象者ということで商工会の会員１０９店、１０９事業所にアンケート調査を

しましたけども、残念なことに回収率がちょっと余り良くなかったということでそれぞれ商店、

商工会という業種が異なる部分がありますんで、この回収率だと細かい部分までは分析が厳し

いかなというような部分もございますけども、大枠の中では捉えることができるかなというふ

うに理解をしているところでございます。 

それで３７．６％、４１件の詳細でございますけども９ページ・１０ページ・１１ページに

記載をしております。９ページの１の調査の概要では、今回の振興券があなたのお店の売上に

貢献したかということでありますけども、大いに貢献した、少し貢献した。併せて約５割を超

える貢献度合いだったというふうに回答がございます。その貢献度合い売上高の増減を書いた

部分が昨年の２８年度の売上高と２９年度の売上高を比較したものでございます。それがまず

１つ目に１２月の売上高の比較、１月の売上高の比較。次のページには１２月から１月の売上

高の比較ということで、ここに書いてある番号の１からナンバー２０というのは、これについ

て２０件から回答をいただいておりますので、それぞれナンバー１というのは、どこどこのお

店とかいうような感じで御理解をいただければ良いのかなというふうに思います。いずれも売

上高については多少の増減もございますけども１１０％ほど伸びているというような状況が伺

えるのかなということでございます。 

さらに１０ページ、売上高以外での地域振興券の効果はありましたかということで、これに

つきましては８割を超える効果があったという回答をいただいているということでございま

す。内容につきましては主なものが具体例として記載されているところでございます。 

問４につきましては地域振興券の配付に合わせて新規顧客の獲得いわゆるお店としての販売

努力をしましたかというところで、対応した５件。対応しなかったというところが３１件ある

ということで、これについては多少残念な形と思っております。 

続いて１１ページ。この地域振興券についてお店の方々に経済効果の活性に有効かという問

いでありますけども、大変有効・少し有効というところを足しますと、約８割を超える方々が

有効ではないかということであります。その中においても厳しい御意見もありますけども、概

ね活性化には有効ではないかというような意見が出ております。それらが商店の方々のご意見

でございます。 

続きまして１２ページ以降につきましては、消費者の方々のご意見をいただいております。

４００世帯無作為に抽出をさせていただいて、２０８世帯の方々から御回答いただいておりま

す。アンケートの中身につきましては、４項目にわたってアンケート調査をさせていただいて

おります。問１につきましてが、地域振興券の交付がきっかけになって、新たに購入した商品

がありますかということにつきましては、半分ぐらいの方が商品をこの券をきっかけとして新

たに購入したというふうに回答しております。地域振興券の配布によって普段町外で買うもの

を町内で買ったものはありますかという問いでありますけども、これにつきましても半分を超

える方々が町内今まで町外で買っていた物を町外で買いましたよという回答でございました。

それから地域振興券の使用に伴ってさらに追加で現金を出したと問１とリンクする部分もあり

ますけども、これにつきましては、当然券だけでは買わないという部分があるのかもしれませ

んけど約８割ほどの人が追加で現金を払っているというような部分でございます。さらに自由
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記載でありますけども、かなりの方々から自由記載をいただいております。空いている時間帯

に多少目を通された部分もあろうかというふうに思いますけども、６割７割ぐらいの方々がど

ちらかというと肯定的な意見。２割ぐらいの方々が否定的な意見というか。２割弱ぐらいの方

々がそういった意味合いの意見だったかなというふうに思っております。またちょっと意味合

いが違うような、商品券に直接関係ないような御意見もいただいているところでありますけど

も、当然これらの意見を総括的にふまえて、今後の商工振興対策十分に参考にしていきたいと

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 

 ただ今、地域振興券の交付事業に係るアンケートの集計結果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 

まずお店の方のアンケートについてから進めさせていただきたいと思いますが、商工事業所

１０９店ありますけれども、実際商工券の使われたお店は４１件という考え方なのか、実際は

アンケートは来ないけれどもまだ使われたお店はある。この辺はどうなのか。４１件しか対象

となる店がなかったという解釈で。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 すみません、回答が４１件と言うことで、使用とはまたちょっと異なるということ。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 今課長が言われるように、大変残念な数字なのかなと思っていますね。これはアンケートが

来た時点で記名式だったので余計出さない店があったのか、あとは別に余りこれに対して興味

を持っていないという店だったのか、忘れて出していなかったという店があったのか。その辺

は事務局長とも大分話ししたんですけども、やっぱりこれは１００％というか、理想論なんで

しょうけども取り扱った店、例えば４１件しか使っていなくて４１件が来るんだったら僕はオ

ッケーなんですけれども、実際は取り扱いはやったけどもアンケートも出していませんよとい

うような事はどのくらいあったかと非常に問題なのかなと思っていますし、あくまでも商店の

中で色々な数字がありますけども、基本的にお店は自分が努力すると４千万というのが担保さ

れた金額なわけですよね。そこの町の中で４千万というのは担保された金額なわけですから、

やっぱりそういうことではお店の感覚ということを十分に商工会とあわせて考えていかなきゃ

ならない数字結果なのかなと思って。 

それで議会の中でもお話されていたと思うんですが、せっかくやったことなんで、それに対
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する情報をどうやってとるか。これも商工会とも話たんですけど活性化になるかっていう問い

が１番最初にあるんですよね。これが活性化になりますか、経済の活性化にはならないですよ。

行政側が言われるように、あくまでも消費の流出防止というのが最大の１つなんだろうと思い

ますね。数字からも出てきているとおり、他の所で買っていたやつが地元で買い物した。当然

地方しか使えない券ですから、地元で使う。当たり前と言えば当たり前なんだけれども、基本

的に消費の流出をここでやるというのが最大の目的で経済の活性化になるかというと僕は決し

てそんな活性化にならない。かといって、実際に１月の売上増減率は１１６％と数字に出てい

るのは確かなんですけど。それが本当に商店街の活性化になるのかっていうと、言葉にちょっ

と違和感があったもんですから、ここの部分はもう少し町の商工業者と商工会さんが十分にこ

の４千万が生きた形になるような詰めが必要だったのかなという気はしています。 

実際４千万あっても一般小売業にしては真水の部分は２割とすれば、８００万しかないと。

町の中にプールされないということになりますので、基本的には４千万を使ったけど、中に落

ちるのは２割としたときに、物販業の２割としたら８００万しか残らないということですから、

この辺については十分に検討するべきことなのかなと思っています。店については非常に残念

ですし、まずは商工会が１００を目標として回収するということをどれだけしたのかという大

きな問題かなと思っているんですよね。やっぱり商工業者が消費の受け皿になっている以上、

１００％そこで使われているわけですから、これに対する回答をされない意思表示が商工業者

から出てこないというのは全く本当に無関心と言いますか、そういうふうに受けざるを得ない

数字なのかなと思っています。 

あと個人の部分については、内容がちょっと解らなかったので、こういうアンケートが取ら

れて５２％は無記名だったんですよね。当然なんだと思うんですけれども、半分というのはま

あまあ良い方なのかもしれません。この中で問い４のところに書かれている件数がかなりあり

ますので、非常にこういう面では関心を持っていただいているのかな。その中でやっぱり始ま

りは灯油代、燃料費というところでは出てきているところにもちょっと残念な部分もあります

けれども。これがうちの町の消費の受け皿の構図なんだろうということが次の商工振興計画の

中にも、どうやって生かしていくのかということも、しっかり見極めなければいけない部分が

沢山あるのかなと思っていますし、この中から少しヒントになる部分だとか、その辺も多少あ

ると思います。 

最後に町民に検証して公表していただきたいという中で商工業者含めまして、どうやってこ

の振興券というのが、こういうふうに有効に使われましたよということを広報するという方法

をぜひ検討していただければと思います。 

 

○企画政策課長 

 まず前段の商工業者さんへのアンケート調査の結果のご意見でありますけれども、河口委員

おっしゃる部分がかなり理解できる部分がございます。そういった中で河口委員からもご発言

ありましたとおり、今後商工振興計画作成をさせていただきますので、そういった部分におい

て十分にこれらの結果も踏まえて、各個店、それから商店街、商工会が意欲を持って、町の商

工振興をしっかり邁進していくというような部分を持っていただくということも重ねて商工会

ともやって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思いますし、

今回このアンケート調査につきまして、すべて別に調整も何にもしていなくて出たものすべて
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を今日ここで発表しているわけで、かなりあの中には厳しいご回答もいただいております。そ

ういった部分一つ一つ拝見をさせていただいて、当然のことながら地域振興券がどうのこうの

という部分もありますが、今後の商工振興策ちょうど商工振興計画を立てるという部分があり

ますので、商店街のためだけの商工振興計画ではなくて消費者のためであり生活者のためであ

る商工振興計画になるよう、これらを十分に参考にしながら進めてまいりたいと思いますので

今後ともご指導を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。他委員さんありますか。 

 

○河口委員 

 さっきの件数は。 

 

○企画政策課長 

 はい。券を使ったお店の件数ですけれども、５９件でございました。 

 

○勝又委員長 

 ５９件だそうです。河口委員。 

 

○河口委員 

 ５９件あって、その辺きちんと情報を貰うということを商工会の方とも事務局長ともお話し

したいと思いますので、消費の受け皿が自分たちはどういう形で将来どうなるのかということ

を含めてお話したいなと思っております。 

消費者というか町民の意見の中に、本当に欲しい物が清里にないという面もまあまあ事実、

業態を見たときに本当に受け皿に寂しい部分がかなりあるんだと思います。ここで本当に全部

完結できるかというと、やっぱりうちの町はそうはいかないんですね。消費の受け皿として完

結できない部分が多分にあるんで、それをどうやって今度の計画の中で生かしていける方法が

あればとは思っておりますが、どの部分がと言った時に次の商工振興計画の中で、どうしても

やっぱりこの部分を外さないだとか。このアンケートの中で原課でこの部分についてはどうし

てもというか何かありますか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 商工振興計画につきましては、これから一つ一つ順序を辿ってやっていかなければならない

というふうに思っておりますけれども、当然今おっしゃられた現実的に清里ですべてのものが

完結できるかどうかという部分は非常に現実的な部分もございますし、やはり現実論と理想論

というんですか。それをどうクロスして行くかということはあるのかなぁというふうに思いま

す。消費のパイというのは限られているわけでありますから、そういった数字的な現実も受け
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とめて、その中で今の商工会、商店の数でありますとか業種体でありますとか、いろんな部分

があろうかなというふうに思いますんで、そういった部分もしっかりと現実的な数字を捉えて

対応してまいりたいというふうに思っておりますし、先ほど申し上げました商店だけではなく

て、消費者から見た商店と言いますか、商工会と言いますか。商店街と言いますか。そういっ

た部分もしっかりと見せて策定していかなければならないというふうに思っておりますので、

よろしくお願いしたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 この振興計画を進める中の一部は事務局長がリーダーになるんでしょうけども、企画からの

大きな力と言いますか、方向性を見出すんだろうと思います。よく言われるのは、ニーズとい

うのはいろんな形でありますけれども、もうニーズじゃないんですね。やっぱり町民の中で必

要とされる商店はどうなんだろうかと見たときに、きちんとしたお客さんからのウォントなん

ですよね。何が欲しいんだという。欲しい物の店作りをやっていかなきゃいけないんだろうと

思いますんで、ぜひその辺は何々屋さんじゃなくて、お客さんはこういうのも欲しがっている

んだよ、だけれどもそういう物はどうやって取り扱えるんだという部分の業態という考え方を

ぜひ企画振興の中から商工会とかその辺の将来像に、ぜひ方向性を、将来を語っていただきた

いなと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 前段のお話でありますけれども、この商工振興計画につきましては商工振興計画であります

から、やはり商工会が中心となって積極的に行っていただけなければ成り立たないということ

でありますから、これにつきましては先日事務方の管理職の中で十分に強く申し上げたところ

でございます。それから後段の部分でありますけども、今の商店と言いますか町のお店の形態

はかなり昔の形ではなかなか行き届かないというか、消費者の方々、ユーザーの方々に受け入

れられない部分もあります。今後いろんな柔軟な発想や取り組みが必要かなと河口委員おっし

ゃるとおりだというふうに思いますんで、そういった部分も当然のことながら意見交換、議論

の中で組みかわされるものだというふうに思っておりますので、よりよい地域振興策に向けて

少しでも役場としても、企画政策課としても努力してまいりたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さん。はい、加藤委員。 

 

 

○加藤副委員長 
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 今論議が十分尽くされたとこのように理解していますが、これからつくる振興計画にあたっ

て、課長が言われた後段、本当に商工会だけのことじゃなくて、ここに生活している消費者の

全体を網羅してどういう形が本当に良いんだろうかということを真剣に取り組んでいただきた

いというのが、まず最大的な問題です。 

それと今回の緊急経済対策。商工会と十分に要望があって始まったのに、実際問題その半数

しかなかった。あげくの果てにアンケートについては４割を切っている。こういう現実を踏ま

えた時に緊急であったが故の結果であろうというふうに理解しますが、それだけ緊急性と効果

が出てくるわけがないということを物語っていること。このことを踏まえてやって正解だった

正解ではなかったという論議を私は問いませんが、これからこの計画を策定する中にあたって、

もうちょっと十分な緻密な計画と今回の策定する計画についてもさっき言われた目標と実態。

これをどういうふうに考慮していくのか。早い話が５年先の清里の実態を踏まえた時こういう

形でしか行政は関わることができない。あとはそれぞれの努力だというきちっとした明確な形

を作って提示もある程度厳しさの中に、現実も捉えてほしいなと。 

まち・ひと・しごとの時に、これはあくまでも目標ですなんて言って将来人口を維持するた

めに何をするかということよりも現実として下がっていく。そういう中でやはり現実を見つめ

た対策が何が打てるのかと計画の中では十分に論議していただきたいと。もう終わったことに

ついては良いので、よろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 先ほど河口委員の部分でも発言させてもらいましたけれども、副委員長おっしゃられるよう

に現実、実態をどうしっかりと捉えるかということが一番大切なのかなというふうに思ってお

ります。大きな計画で言いますと、長期的なプランだとかそういった部分が中心となっていく

のかなというふうに思いますけども、今回の計画につきましては待ったなしの部分がございま

すので、短期的な部分を中心に、短期的そして中期的な捉えと言うような部分で私の思いの中

では長期的なプランはその次かなというふうに思っております。これにつきましてはある程度、

短期的中期的なプランを中心に現実的な実態的な部分の中でしっかりと計画を策定してまいり

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ご指導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、委員さん。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今最後の方、商工振興計画の方に議論がずれてというか、僕はちょっとそうじゃなく、完全

に戻ってこっち側のアンケート調査の方の話なんですが、先ほど河口さんがおっしゃられてい

たとおり、回収率が３７.６。これ商工事業者にとっては言葉が悪いですけれども、興味ないわ

というような、僕は捉え方をしてしまうんですよね。だから先ほど課長がおっしゃられていた、
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今回アンケートを見て概ね良かったのではないかみたいな雰囲気の言い方があったような気が

しているんですけれども、人それぞれ見方が違って、こういう資料というのは時間の無い中で

見た中で、僕は逆に否定的な感覚のほうが多いなという捉え方をしちゃうんですよね。今言っ

た事業者も３７．６％回収率しかないと。 

例えばですけど、問３の売上高以外で清里町振興券の効果はありましたか、効果がなかった

というのが半分を超えている。清里地域振興券の配布にあわせて新規顧客獲得のための特別な

対応をしましたかと、対応しなかった７５．６％にもかかわらず問５の清里地域振興券は経済

活性化の有効と思われますかが７割・８割近く。先ほど、ここだけを捉えて課長は概ね良かっ

たんじゃないかなというお話だったという気がするんですけど、全部細かく見ていくと逆の意

見の方が多いんじゃないかなと見ちゃう部分もありますし、前段言わさせてもらったんですが、

この問２の前年同期と対比した時のやつですが、これもまた同じことなんですけれども、１２

月期、前年度とやった年の１カ月間または２カ月だけを比較して出すとこうなるんですけれど

も、基本的に１年間トータルでやらないと備品購入とかもある。そこで実質どうなっているか

ということを考えていかないといけないですし、またその町民に対するアンケートですか、問

１で振興券の配布がきっかけで購入した商品やサービスはありますか、５０％超えているんで

すよね。だとすればもっと本来、商工事業者からもアンケートの中で売上の部分もっと伸びて

いるはずにも関わらず、こういう結果なのでこれ本当にちょっと取扱というんですか、逆にこ

れこそ本当に慎重に検討した方が今後に繋がっていくと思うんですよね。そういう部分も踏ま

えてこのアンケートって扱い方によっては意味がなくなるし、扱い方によってはすごく意味の

あることになると思っているので大事なアンケートだと思っていますんで、その辺十分に考え

ていただいて今後に繋げていただきたいなと、そのように思っています。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 私も冒頭述べさせていただきました、その率につきまして、ちょっと非常に残念な結果であ

りました。でありますから、数字的な部分でいくと大枠の見た目ではそういった発言をさせて

いただいたところでございますけども、細かい分析をすると、当然のことながら伊藤委員がお

っしゃられたような部分も出てくるのかなというふうに思っております。 

先ほど来、商工振興計画の方に内容が移っているというような部分がございましたけれども、

当然のことながら、これらの結果をも含めながら、要はこの券が云々というよりもやっぱりそ

れをどう今後に活かすかということが皆様方から御意見いただいているとおり、大切なのかな

というふうに思いますんで、今後ともこの券の結果を当然のことながら、さらに確認をしなが

ら実際に商工主の方々、商店の方々がどういったことによって商工振興策につながっていくの

かという部分を丁寧に意見交換協議しながら、この券のアンケート調査が全く意味がなくなら

ないように、さらに意見交換協議を進めてまいりたいと思っております。 
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○勝又委員長 

 よろしいですか。他、ありませんか。 

このアンケートの関係については分析はきちっとされたらいいかなと思います。それと先ほ

ど河口さんからも意見が出ましたけどね、消費の流出を食い止めるのと活性化というんですか、

これもう、鶏が先か卵が先かというようなもので、流出がとめられないから活性化しないんだ。

活性化しないから流出なんだということだと思うんですよね。僕はそこのところが兼ね備えな

い限り活性化もあり得なければ、消費の流出も食いとめられないと思うんですよね。そこのと

ころはきちっとそういう捉え方をした形の中で、流出を止めない限りは活性化は僕はしないと

思いますから。そういう部分も含めてきちっと今回のアンケートも含めて分析されて、商工会

との協議の中で振興計画を進めていただきたいなとそういうふうに思います。 

他、ありませんか。企画政策全体を通してありませんか。はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 すいません、ＰＲと言いますか、報告をさせていただきますというふうに思います。平成２

９年度に進めてまいっておりました、清里の情報発信の強化に伴うポスター並びにリーフレッ

トの関係。今まで焼酎をデザインしていただいたクリエイターの方々に一緒に策定をさせてい

ただいて一般的なパンフレット、観光パンフレットというのは、また観光協会を中心にリニュ

ーアルをさせていただいたところでありますけど、これにつきましては清里の人にターゲット

を当てて、人から清里を見てもらって、清里はこんな魅力のある町なんだということを、発信

して清里においでいただければというような形で作らさせていただいたものであり、ここにあ

るのが３つのポスターでありまして、１つはいわゆる観光的な景勝地から清里の魅力を発信す

るポスター。それから町の産業。いわゆる農業の力強い活動の中から清里の魅力を発信するポ

スター。最後はスケートを滑っている子供たちなんですけれども、生き生きとした子供達を通

して清里の魅力を発信するということで、いわゆる観光と産業と生活とそれらが清里には魅力

があります、生き生きとしていますというような部分を伝えていきながら、清里の魅力をさら

に発信していきたいなというふうに思っております。 

さらに清里町今後ともホームページ強化をしてまいりたいというふうに思っておりますし、

フェイスブックは既に昨年立ち上げさせてもらいましたし、インスタグラムにつきましても、

若い方々は今１番見るＳＮＳとしてはインスタグラムということでありますから、それにつき

ましても発信を開始したということであります。いずれにしましても観光計画を立てる前に１

番清里が何が弱いかという事でありますけれども、まずは清里を知ってもらうことが大切だと

いうことで、このあともう１年しっかりと情報発信をして、まず清里を知ってもらってまず清

里に来てもらうというような部分を、さらに魅力を加えながら予算の時にも提案させていただ

いたその方々を周遊するような政策も今年度打たせていただくということでありますので、今

後とも清里の魅力発信、情報発信にご協力をいただきたい、ご指導いただきたいというふうに

思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、何かありますか、委員さん。河口委員。 
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○河口委員 

 このポスターはどういう扱いをされる。 

 

○企画政策課長 

 公の施設でありますとか、各種大きなイベントでありますとかご希望によってはお店とかそ

ういうところにも貼っていただいても問題ないのかなというふうに思っています。その魅力を

発信していただけるんであれば無料で。個人的に玄関に貼るとか家の前の車庫に貼るとかはち

ょっとどうかなというところですので、何らかの形でお店であったりやっていただけるんであ

れば良いのかなというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 ということです。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 一点だけ確認させてもらいたいんですけど、今３枚ありましたよね、これ３枚セットじゃな

いんですよね。単品となっていくんですか。 

 

○企画政策課長 

できれば３枚貼れるスペースがあれば、３枚の魅力を一同に伝えて行きたいなというふうに

思いますけども、貼れるスペースがなければ、その用途に応じてと言うか、例えばホクレン大

収穫祭なんかに行くと言ったら農業のやつを持っていくだとか、観光の景勝地なんとかフォー

ラムみたいなところがあったら神の子池のやつを持って行くとか、例えば移住定住というか、

子供達もおいでよみたいな感じがあれば、そういったところを持って行くだとか。そういった

用途だとか中身に応じてやりたいなというふうに思っていますけれども、できればこういった

部分も３枚セットで行きたいなというふうに思っていますし、結構大きいもんですから、例え

ば先ほど河口委員おっしゃったように、何かの時にちょっと置いておきたいなという部分もあ

りますので、例えばＡ６番とかスタンドタイプとかに出来ないかとか、今関係者の方々ともい

ろんなご意見をいただいて、さらにもう少しバージョンアップできるような方法がないか協議

させていただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 本当にまさしくそれで、すばらしい出来なんだろうなと思っているんですが、あれが単品に

なると「ん。」となるような気もしているので。３枚同時に見ているので良いな、清里が全部

網羅するじゃないですけど、表してという感じでいいなと思っていて、今課長がおっしゃられ

たとおり３枚とも全部貼るとなるとスペースの問題もありますし、だから今言われていたよう

にスタンドですか。それもそうなのですが、例えば１枚の大きさぐらいで３枚が横並びになっ

た１枚のポスターがあれば貼るスペースも出来ますし、元々清里町としてアピールしたかった
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こと、発信したかったことが全部詰まっているポスター１枚になのかななんて。そのような考

え方も持っていただけたらありがたいなと要望というかそういう事です。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 関係者の方々からも、いろんなご意見をもらっておりますので、今、伊藤委員お話しいただ

いたご意見も十分に参考にさせていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他ありますか。無いようですので以上持ちまして企画政策課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 

 それでは生涯学習課、１点ございます。平成３１年度からの清里高校高等学校総合支援対策

事業について。課長。 

 

○生涯学習課長 

それでは生涯学習課からは平成３０年度からの清里高等学校総合支援対策事業についてご説

明を申し上げたいと思います。 

３月２７日の常任委員会におきまして３度目の協議をさせていただいたところでございま

す。その後３月１７日社会教育委員会議が夜に開催されております。そこでも今回のこの支援

対策事業の中の特に海外派遣研修事業について協議をしたところでございます。 

その中では高校支援は非常に手厚くやっているのではないか。また目の前に餌をぶら下げて

やる時代では無いのではないか。ホームステイが大事であると。それから自分の努力なしに連

れていってくれるという形ではだめなんではないか。選抜方式に戻すべき、見学旅行を海外研

に移行することはできないのかというような意見が出されたところです。 

また４月１１日に清里高校支援連携会議。これは中学校高校の校長先生、教頭先生そして教

育委員さんにより構成されております会議でございますが、これを開催いたしましてこれまで

の常任委員会での議論、この内容について説明をさせていただいた上で協議をしているところ

でございます。そのときの意見といたしましては、町民から今までどおり研修を残してほしい

という意見がある。保護者は行かせたいと思うが子どもは自発的ではないのではないかという

話、それから一時の体験としては良いが、その後つながるかは疑問である。目玉として大きな

事業を掲げる時代ではない。逆にまた高校への手厚い支援について高校としての意見でござい

ますが、高校としてこの町の手厚い支援に応えたい。ここ数年は、高校の目玉事業になってい

るのは事実である。効果があったかと考えると若干の疑問はありますが異文化の理解、そうい

う視点からはこの体験が必要であり研修は一定の意義のあることではないかということで継続

することも１つの考え方ではないかという意見がございました。 

また見学旅行に位置付け、これまで保護者が負担していた分を超える分について補助をする
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形は如何かという意見もございました。さまざまな意見がございましたが、前回常任委員会に

提案をさせていただく前にこの支援連携会議を開催したわけでございますが、そのときの意見

と少し変わってきております。この支援対策事業、継続するのも１つの方法なのかなというこ

とで委員さんの考えに少し変化が生じているところでございます。 

また前段、ご説明いたしました社会教育委員の会議、これにつきましては当然社会教育委員

さんでございますから高校支援ではなく社会教育事業としての効果。位置づけを前提とした議

論でございますので、このような意見になったのかなというふうに考えております。いずれに

しましてもまた高校側といたしましても４月に校長先生が新しくなりまして、まだこれまでの

経過につきまして詳細を把握してない部分ではございますが、一定の意義がある、悪い事業で

はないのではないかという校長先生の意見もございました。 

これら御意見を踏まえまして、教育委員会事務局といたしましては見直しをこれから皆様の

御理解をいただきながら決定をしていただくという部分では時間的には難しいと。このゴール

デンウイークにはもう新年度の生徒募集の資料を学校で作成して５月末、６月頭に各中学校に

宣伝に回るということで非常に時間が厳しいという判断をいたします。そのような中この支援

事業の見直し、１年先延ばしをしていきたいというのが教育委員会事務局としての考え方でご

ざいます。ただしスクールバスの有料化につきましては、実施できるよう進めているところで

ございます。何とか体制を建て直した中、平成３１年度の入学者から有料化をしてまいりたい

というふうに考えておりますので委員各位の御理解をいただければと思います。 

次に前回宿題をいただいておりましたアンケートの結果でございます。資料１ページからに

なります。１番目の生徒の内訳でございますが、今回のアンケートは海外研修を体験した２年

生、３年生を対象としているところでございます。清里町の生徒が４５％、小清水から４０％、

斜里が１２％、網走が３％となっているところでございます。２番では中学校のときに、高校

を選択するときにどんなことを重視して選択するのか。重視した割合が高い順番に３つ選んで

くださいという質問をしております。この質問について①と②の２つ整理をしております。①

につきましては一番何を重視したか、これだけをピックアップしたものでございます。全体と

しては学力が自分に合っているということが選択の１番でございます。次に通学バスや補助が

あることが２番、ニュージーランド研修があることが３番となっております。なお小清水の生

徒だけを見ますと、１番は通学バスや補助が１３名になっております。２番目が学力に合って

いるとニュージーランドの研修があるがそれぞれ４名ずつとなっております。清里の生徒でご

ざいますが、１番は自分の学力に合っている。これが１０名。２番が進学や就職に有利と部活

や資格取得の支援がある。これがそれぞれ５名ずつとなっております。これが一番重要視する

ものが何かという整理でございます。 

次に２の②でございます。３つ選んでくださいという質問ですので、その３つの合算した数

字を示しているものでございます。ここでは１番はニュージーランド研修があるから。２番が

部活や資格取得の支援があるから。３番が自宅から近いからという結果になっております。２

ページをお開きいただきたいと思います。 

３、高校に入学して実際にニュージーランド研修に行くことを決めた時のことを教えてくだ

さいという質問です。ニュージーランド研修につきましては、希望する生徒を全員ということ

になっていますので、希望をする・しないの意思を示していただいた上で研修を実施しており

ます。この結果、主体的に自ら決めたという生徒が５６％となっております。また周りがみん
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な参加するから、何となく、実はあまりいきたくなかった。これらを合わせると３３％となっ

ております。 

４番目には研修に行く前の事前研修に積極的に取り組むことができたかという質問、これに

つきましては後の全生徒が積極的に取り組むことができたと答えております。 

５番目、現地ニュージーランドに行ってから、積極的に英語でコミュニケーションを取るこ

とができましたかという問いには６３％の生徒が積極的に取ることができた。若しくは少しで

きたと回答しているところです。 

次に３ページ目の６番ニュージーランドにいって新たな発見や気づき、また自分の中で考え

方の変化等があったかという問い、これには多くの生徒があったと回答しております。 

７番、ニュージーランドに行ったことが、今後の高校生活や進路の選択に生かされるかとい

う質問につきましても７６％の生徒がそう思う、若しくは少し思うと回答しているところです。 

８番目でございますが、研修で何を学んだか、これを自由記述方式で質問しているところで

ございます。これにつきましては記載のとおりでございますので読んでいただければと思いま

す。内容は要約せずに生徒が記載したままに記載しているものでございます。 

以上高校支援対策事業の見直しについて、これまでの経過、そして今後の考え方、そしてア

ンケート結果について説明をさせていただきました。今後につきましては改めて教育委員会議

又は高校支援連携会議の中で議論をしっかり重ね、その上で町とも再協議をした上で改めて常

任委員会の方にも御相談をさせていただきたいと考えております。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま平成３１年度からの清里高校総合支援対策事業について説明がございました。各委

員の皆さん、ありませんか。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 すべての現在やっている支援策を３１年度も続けるということですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 スクールバスの有料化は何とか３１年度の入学生から実施してまいりたいと考えております

が、それ以外につきましては今までどおり実施をしたいと考えております。 

 

○勝又委員長 

 委員さんありませんか。教育長。 
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○教育長 

 この関係につきまして、今年に入りまして常任委員会の方にも今日を含めて、４回ほど協議

をさせていただきました。それに当たりましては、先ほど今日から申し上げましたけれども、

教育委員会内部で協議また支援連携会議の開催をした中、継続協議をしてきたわけでございま

すけれども現状といたしまして結論を出すに至らなかったということで、この部分については

継続的に来年度、再来年度３１年の部分は継続して３２年度からの実施ということでございま

すので、今後におきましてしっかりと教育委員会内部支援連携会議そして町部局とも協議をし

ながら中で案をもちまして、また御提案をさせていただきたいというふうに考えておりますの

で御理解をいただければというふうに思っております。  

またスクールバス関係につきまして、協議させていただきたいと思っておりますのでご理解

いただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 他ありますか。河口委員。 

 

○河口委員 

 ニュージーランドは継続するという結論に達せられたと理解しております。決めた以上はど

うやって効果的にすすめるのか、ぜひその辺を従来と同じじゃなくて積極的に取り組むことが

出来たというけれども、自ら積極的にコミュニケーションを出来たが少ない。これをどうやっ

て来年のアンケートにどう上げるかと工夫、やる以上はそこの部分をしっかりと組み立ててい

ただきたい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 河口委員から御指摘でございますが、高校に対してもこの取り組みこの数字を踏まえた中で

しっかり取り組んでいただくよう話をしてまいりたいと思います。また併せて見学旅行という

視点が出てまいりましたので、道の規定で一部道立高校で見学旅行を実施しているところもご

ざいます。ニュージーランドがそしてまた日数の課題もあるように聞いておりますので、そこ

も踏まえながら効果的な事業になるよう見直しをやってまいりたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 高校の中で例えばニュージーランドクラブだとかニュージーランドに関する部活動とかサー

クルとかあるんでしょうか。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 特にございません。 

 

○河口委員 

 そこの部分というのは、大勢の中でひっぱっていくリーダー的な生徒の中ですすむ部分が大

きなことになると思いますので、その辺も含めて一つの検討アイディアとして進められるんで

あれば、進めていただきいと。 

 

○勝又委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 中学生の希望者に行かせてあげるという話も１年先送りになるのでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 あくまでも全体の見直しでございますので、中学だけということは考えてございません。 

 

○勝又委員長 

 ほかありませんか。 

 

○加藤副委員長 

 その他で小学校３年生に清里の副読本で産業のこととか出している。たぶん年数が古いから

中身が現実と合ってない部分があるんで、できれば毎年修正部分だけを挟んであげるような努

力も正しく伝えることは非常に大切なことですので。確認してください。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 副読本でございます。実は本年度見直しに着手をいたしまして、次年度かけてまた新しいも

のに改定して参ります。また細かい部分での変更等につきましては冊子を新しくするときに時

ではなくて、情報を学校に提供し見直しをしながら授業で使用していただくようにしていきた

いと思います。 
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○加藤副委員長 

 今現状として違う部分があるんで、それは修正を載せてあげる方がいいですよ。 

 

○勝又委員長 

 以上で終わります。 

 

○勝又委員長 

 大きな２番、次回委員会の開催について事務局。 

 

○議会事務局長 

 ５月２５日９時からこの会場で行う予定でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 次回委員会５月２５日金曜日、９時よろしくお願いします。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５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１０時３６分） 

 


