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第２回総務文教常任委員会会議録 

令和元年５月３１日（水） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １１時１３分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●消防署清里分署 

①令和元年度の主な事業日程について 

②斜里岳山岳救助合同訓練について 

 

●総務課 

  ①北海道市町村総合事務組合規約の一部変更について 

  ②北海道市町村職員退職手当組合規約の一部変更について 

  ③北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更について 

 

●企画政策課 

  ①清里町起業・新事業創出支援事業補助要綱について 

  ②清里町店舗改修等支援事業補助要綱について 

  ③清里町中小企業融資制度要綱について 

  ④清里町空き家活用促進事業要綱について 

  ⑤清里町若者・若者世帯居住推進家賃補助要綱について 

 

●生涯学習課 

  ①学校施設長寿命化計画の策定について 

  

２．次回委員会の開催について 

 

 

３．その他 

 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  池 下   昇    副委員長  堀 川 哲 男 

     委 員  前 中 康 男    委  員  村 島 健 二 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  古 谷 一 夫 

委 員  岡 本 英 明    ※議 長  田 中   誠 
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○欠席委員    なし 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

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

■まちづくりＧ主任   長屋 智洋    

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

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

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

■学校教育Ｇ総括主査  新輪 誠一     

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○池下委員長 

 第２回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

○池下委員長 

まず消防署から２件案件が通っておりますので、説明お願いします。 

 

○池下委員長 

 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、令和元年度の主な事業日程、並びに斜里岳山岳

救助合同訓練につきまして、担当する係長より説明させます。 

 

○池下委員長 

 はい、担当。 

 

○庶務係長   

消防からの提出議題をご説明いたしますので、１ページをお開き願います。１、令和元年度

の主な事業日程よりご説明いたします。（１）春の火災予防運動と（２）斜里分会連合演習に
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つきましては既に終了しております。（３)清里消防団防災訓練は９月８日日曜日。(４)秋の火

災予防運動は１０月１５日火曜日から３１日木曜日までの１７日間。(５)歳末火災予防啓蒙活動

は、１２月２６日木曜日から３０日月曜日までの５日間。（６）清里消防団出初式は１月４日

土曜日に開催が予定されております。各行事につきましては日程が近くなりましたら詳細を御

報告いたします。 

続きまして、２、斜里岳山岳救助合同訓練についてご説明いたします。（１）実施目的につ

きましては斜里岳における救助事案発生に備え、北海道消防防災ヘリコプター要請に関する通

信連絡体制の連携強化と安全かつ効果的なヘリコプターでの救助活動を確認する。また、防災

ヘリが悪天候等により運行できない場合に備え、地上救助隊による救出方法と搬送方法を確認

し、習熟を図ることを目的としております。（２）参加機関は斜里地区消防組合消防本部、消

防署、清里分署、小清水分署、ウトロ分署、北海道防災航空室、斜里警察署山岳救助隊の合同

で実施をいたします。（３）実施日時は６月２５日火曜日午前８時１５分から午後５時までを

予定しており、天候状況等により実施が困難な場合に備え、６月２８日金曜日を予備日として

おります。（４）実施場所は①防災ヘリによるホイスト救助地点は斜里岳羽衣の滝付近。②ラ

ンデブーポイントは斜里町陸上競技場に設定をしております。（５）訓練の内容につきまして

は、通信訓練、ホイスト救助訓練、ロープレスキュー訓練、搬送訓練、ランデブーポイント安

全確保訓練を予定しております。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長 

今消防分署の方から、２つの案件について説明がありましたけれども、委員の皆さん、何か

ご質問があれば。特によろしいですか。私の方から１つ質問があるんですが、昨年のドクター

ヘリの出動というのは、実際としてはどうだったんですか。はい、署長。 

 

○消防分署長   

昨年の救急におけるドクターヘリにつきましては、要請が３件ございましたけれども、すべ

てキャンセルという形になっておりまして、実際にドクターヘリが当町に来まして救急搬送し

たという事例はございません。 

 

○池下委員長 

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

 ２点目の山岳救助合同訓練の参加機関の中には、遭対協は入ってこないという認識でよろし

いですか。 

 

○池下委員長 

 署長。 

 

○消防分署長 

 今回、斜里地区合同消防組合と合同で行うこの訓練には遭対協は入っていないという状態と



 

- 4 - 

なっています。 

 

○古谷委員  

遭対協が入っていない理由というのは、何か特別これはあるんでしょうか。基本的には斜里

含めて羅臼岳、斜里岳というのは消防と遭対協、警察の連携事業という形の中で捉えていると

思うんですが、その辺について今回参加してない理由があるとすれば、それをちょっと教えて

示して頂きたいんですが。 

 

○池下委員長  

はい、署長。 

 

○消防分署長  

大変申し訳ございません。委員おっしゃるとおり、この山岳救助については遭対協が１役を

担っているというところは当分署としても十分認識をしております。今回合同訓練におきまし

て、なぜ遭対協が入っていないのか。この具体的理由については現在、私としては把握をして

ございません。大変申し訳ございません。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

状況については了解しましたので、今後の特に山岳遭難については警察、消防、遭対協３者

の連携の中で過去においても行われてきていると認識しておりますので、その辺の関係につい

て事務的な連絡でよろしいですから、状況がわかればお教えいただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

○池下委員長  

はい、署長。 

 

○消防分署長  

はい、そのような形で対応していきたい、このように思っております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

○池下委員長  

今の案件に関しては、今お答え出来ないという事ですが、後日調べてこの次の常任委員会の

中ででもですね、説明していただければというふうに思っています。よろしくお願いします。

他に、はい議長。 

 

○田中議長  

今回のこの訓練というのは、毎年やられる訓練ではないのかな。 
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○池下委員長  

署長。 

 

○消防分署長  

昨年に引き続き、２回目の訓練ということになります。昨年についてはランデブーポイント

を清里町民グラウンドという形で町民の皆様にお知らせをし、町民グラウンドにこのヘリコプ

ターが着陸した後には、町民向けの資機材の説明だとかそういう形で行われておりました。今

回については斜里町の陸上競技場というランデブーポイントになります。今回昨年に引き続き

２回目ということになります。 

なお参考までに、昨年については斜里警察署における山岳救助隊、チーム編成されておりま

せんでしたので、昨年は当初斜里地区消防組合と防災ヘリ、この２団体による訓練だったわけ

ですけれども、今回斜里警察署の中に山岳救助隊が結成されたということで、斜里警察署を含

んだ合同訓練ということになってございます。 

 

○池下委員長  

よろしいですか。消防分署、これで終わりたいというふうに思います。どうもご苦労様でし

た。 

 

○池下委員長  

続いて、総務課の方から３点案件が出ましたので、説明をよろしくお願いします。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○総務課長  

本日提案させていただいております、総務課の議案でございますが、一部事務組合等の規約

の変更の関係でございます。この３つとも関連ありますので、担当の方からあわせて説明をさ

せていただきます。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

○総務課主幹  

それでは北海道市町村総合事務組合、北海道市町村職員退職手当組合、並びに北海道町村議

会議員公務災害補償等組合規約の一部変更について説明いたします。 

資料の１ページをご覧下さい。これらの組合の主な事務ですが、北海道市町村総合事務組合

は、市町村一部事務組合等の非常勤消防団員や非常勤職員などの公務災害の対する損害補償、

また、非常勤消防団員の退職報償金等の支払いの事務などを行う組合です。北海道市町村職員

退職手当組合につきましては、組合を組織する市町村の職員に対する退職手当の支給に関する

事務を共同する組合でございます。３つめの、北海道町村議会議員公務災害補償等組合につき
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ましては、北海道町村議会議員に対する公務災害補償及び福祉制度に関する事務を共同処理し

ている組合でございます。１の変更理由につきましては、各３組合の加入団体の解散による脱

退が生じたためのものでございます。 

次に、２の変更内容についてです。（１）北海道市町村総合事務組合及び （２）の北海道市

町村職員退職手当組合の規約の一部変更の内容につきましては、平成３１年３月３１日をもっ

て解散しました、池北三町行政事務組合、日高地区交通災害共済組合、北空知葬祭組合の３団

体を、規約の構成団体から削除するものです。（３）の北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約の一部変更につきましては、平成３０年３月３１日をもって解散した十勝環境複合事務

組合、また平成３１年３月３１日をもって解散した池北三町行政事務組合、日高地区交通災害

共済組合、北空知葬祭組合の計４団体を、規約の構成団体から削除するものです。 

３番目の施行期日につきましては、地方自治法第２８６条の規定に基づきまして、（１）の

北海道市町村総合事務組合規約につきましては、北海道知事の許可の日から。（２）の北海道

市町村職員退職手当組合及び（３）の北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約につきまし

ては、総務大臣の許可の日から施行となっております。この規約の変更につきましては、６月

の議会に提案を予定しております。尚、同じく当町と各組合の構成団体であります、斜里地区

消防組合及び斜里郡三町終末処理事業組合につきましては、本日と同様の規約変更につきまし

て５月２７日で議決済みとなっていることを申し添えます。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長  

ただ今担当の方から３件まとめてですね、関連しておりますので説明ありましたけれども、

何かご質問があれば。この案件に関して質問がないようですが、総務課全体を通して何か質問

があればお伺いしたいと思います。よろしいですか。それでは課長の方から。 

 

○総務課長  

１件ちょっと皆さんにＰＲというか、総務課におきまして自衛隊の関係、それから自衛隊家

族会の事務を取り扱っております。実は明日６月１日でございますけども、海上自衛隊の大湊

音楽隊の演奏会がございます。まだ席に余裕がありますので、もしお時間がある方は明日４時

半開場、午後５時プラネットの方で開演ということになっておりますので、一応整理券必要で

すが今のところ整理券なくても大丈夫ですので、もし先程言った通り、時間が許す方がありま

したら、ぜひご参加いただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員長  

それでは特にないようですので総務課、これで終わりたいと思います。どうもご苦労様でし

た。 

 

○池下委員長  

企画政策課。５点案件が出ていますが、１点ずつよろしくお願いします。はい、課長。 

 

〇企画政策課長  

それぞれ担当より５点につきましてご説明させて頂きたいというふうに思いますけれども、
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この５点、さらには一覧表で皆様方にはお配りさせていただいておりますけども、総合計画、

又は総合戦略。そして過日、策定をさせていただきました商工振興計画。それぞれの計画に基

づきながら、移住・定住人口減少対策、または商工振興対策というような観点から、継続事業。  

さらには今までの事業のブラッシュアップ、見直しという形の中で、本要綱の見直し等々に

ついてご説明をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいという

ふうに思います。   

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

○企画政策課主幹  

それでは私の方から５点ございますけれども、①から④までということで、説明をさせて頂

きます。１ページをお開き頂きまして、Ａ３の資料でございますけれども、今回①から④とい

うことで４つの議題ございますが、Ａ３の資料でありますが、全部で８つの要綱の改正という

ことで載せさせて頂いております。それで、１から４まででありますけれども、今回改正箇所

がありましたので、議案の方に議題として掲載させていただいております。５から８につきま

しては、期間の更新等々、軽微変更でございましたので、議案の方は割愛をさせていただいて

おりますので、その点についてご了承頂きたいというふうに思います。 

それでは順次ご説明致します。Ａ３の資料でございます。１と２の要綱でございますけれど

も、旧要綱でございます清里町店舗出店改修等補助事業実施要綱を今回区分けいたしまして、

１の店舗出店に係る補助と、２の店舗改修に係る補助ということで、別立てで要綱を制定する

ものでございます。１の清里町企業新事業創出事業補助要綱でございますけれども、内容とし

ましては、旧要綱をベースとしまして、今回空き店舗活用に係る補助を組み込んだものとして

おります。これにつきましては、冒頭説明にありましたように、２月に策定しました商工振興

計画で盛り込むべき課題としております商店街活性化政策でございます。内容につきましては、

既存の店舗出店に係る費用の３分の２以内の補助ということで、３００万を上限ということで

従前の取扱いに加えまして、今回空き店舗、この空き店舗というのは商工会が認定している物

件でございますけれども、これを活用して事業を行う場合は、補助率を５分の４ということで

引き上げまして、空き店舗の有効活用の促進を図った内容というところでございます。旧要綱

との比較でありますけれども、従前対象としておりました新商品の開発事業、それと雇用創出

事業、農家民泊事業でありますけれども、実績の方ございませんでしたので、今回対象から外

しております。本要綱につきましては、あくまでも出店関連の支援という位置づけでございま

す。 

続きまして、２番目の清里町店舗改修と支援事業補助要綱でございますけれども、こちらに

つきましても旧要綱の内容をベースにしまして、商工振興計画で取り組むべき課題としており

ます商工業者支援対策ということで、設備導入に係ります補助を追加したものでございます。

町内業者が行います店舗改修に要する費用の３分の２以内の額で、１００万を上限とするとい

う補助に加えまして同一補助率額をもちまして、設備の導入費用を補助するというものでござ

います。事業実施期間でございますけれども、令和元年から４年というところであります。こ

ちらにつきましては、事業申請に当たりましては、店舗改修と設備導入の組み合わせによりま
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す申請につきましては、補助額の上限内であれば可ということで取扱いをしたいと思っており

ます。予算につきましては、６月補正におきまして５件分を予算計上したいというふうに考え

ております。 

続きまして、３の清里町中小企業融資制度要綱でございます。こちらにつきましては商工振

興計画の商工業者支援対策ということで、現行要綱の長期運転資金でありますが、償還年限を

５年以内から７年以内に変更するものでございまして、利用者のキャッシュフローの移転につ

いて見込んだ改正でございます。加えまして、設備資金の限度額改正につきまして現行の１，

３００万から２千万に引き上げるものといたします。これにつきましては、原材料等の高騰か

ら現行貸付額では、補い切れない部分もあるということも想定されまして、別途の借入れが生

じるということも想定されますので、改正に至ったというところであります。加えまして、元

々この要綱でありますけれども、林産企業と一般企業の融資制度が別々にあったものが、統合

されて現行制度となったようでありますけれども、実際林産企業者の借入実績がないというこ

とが、今回区別を区分をなくすということで整理をしたいというふうに考えております。予算

でございますけれども、こちらにつきましては当初予算を持ちまして計上済みでございますの

で、補正の予定はございません。 

続きまして４の清里町空き家活用促進事業要綱でございます。こちらにつきましては、既存

の要綱に新たに対象経費としまして、家財道具その他の物品の搬出及び処分並びに清掃に要す

る経費を追加するものでございます。項目の追加理由でありますけれども、空き家の利活用の

利便性向上と空き家バンクの登録件数の増加を目的としたというものでございます。清掃処分

に要する費用の２分の１以内の額を対象としまして、１０万円を限度として補助するものでご

ざいます。予算でございますけれども、６月補正にて空き家活用と家具撤去清掃、それぞれ４

件分を予算計上したいとうふうに考えております。 

続きまして５から８について補足説明がございます。５の清里町移住支援交付金実施要綱で

ありますけれども、こちらにつきましては町外からの転入者に対する住宅取得に係る支援施策

でございます。旧要綱からの継続でありまして、５年間で最大２００万円の交付金となってお

ります。運用期間は令和５年３月３１日までというところになっております。 

６の清里町定住支援交付金実施要綱でございますけれども、こちらにつきましては町内在住

者に対する住宅取得に対する支援施策でございます。旧要綱からの継続でございまして、５年

間固定資産税相当額を交付するものでございまして、運用期間は令和５年３月３１日までとい

うところでございます。 

７の清里町商工振興事業実施要綱でありますが、こちらにつきましては事業項目の統合と、

事業実施期間の更新でございます。イルミネーション事業と花緑の環境整備事業を統合しまし

て、環境整備事業とするものでございまして、運用期間は令和元年度から令和４年度までの４

年間でございます。 

最後に、８の清里町住宅改修等事業実施要綱でございますけれども、こちらにつきましては

要綱名称を簡素化いたしました。内容につきましては、旧要綱からの変更等ございません。運

用期間は令和元年度から令和４年度までの４年間でございます。以上私からの説明を終わりま

す。 

 

○池下委員長  
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はい、課長。 

 

○企画政策課長  

すみません。ちょっと長くなっておりますけれども、関連がありますので、５つ目の若者・

若者世帯居住推進家賃の要綱についてもご説明をさせて頂きます。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

○まちづくり G 主任  

それでは私の方から清里町若者・若者世帯居住推進家賃補助要綱の一部改正につきまして、

ご説明いたします。議案３３ページをご覧ください。本要綱につきましては、若者及び若者世

帯の移住定住を促進し、人口の増加と地域活性化を図ることを目的に、民間住宅に入居した若

者世帯等に家賃補助を行っております。現要綱につきまして簡単にご説明いたします。対象世

帯としましては若者世帯と若者夫婦世帯でございます。本要綱に係ります若者世帯とは単身者

や同棲、母子家庭などの世帯のことでありまして、世帯のいずれも入居日の年齢が４０歳未満。

世帯のいずれかに１年以上町外に住み、かつ転入後１年以内に賃貸住居に入居した者がいる世

帯のことを言います。若者夫婦世帯とは、婚姻関係のある夫婦世帯のことで、夫婦いずれも入

居日の年齢が４０歳未満。夫婦のいずれかが１年以上町外に住み、かつ転入後１年以内に賃貸

住宅に入居した者がいる世帯のことを言います。現在の補助金の交付額につきましては、若者

世帯につきましては家賃が１０％で、限度額５千円。若者夫婦世帯は家賃の２０％、限度額１

万円であります。また小学生以下の子どもがいる場合は、一人当たり５千円を最大２名まで加

算してございます。実績としましては、平成２９年度に１件。平成３０年度に３件補助を行っ

ているところであります。近年、民間賃貸住宅が建設され、また町内在住の若者世代から定住

に対する支援が受けられないかというような声も上がっているところであります。それをもと

に今回、内容を精査しまして要綱の改正を行うものでございます。３６ページの新旧対照表を

ご覧ください。要綱の第２条第１項中の世帯について、新たに新婚世帯を追加してございます。  

内容としましては、入居日の年齢は若者世帯、若者夫婦世帯同様、夫婦いずれも４０歳未満

としてございます。また戸籍上の婚姻届をし、かつ婚姻の日から１年以内に賃貸住宅に居住し

たものを対象としてございます。また第４条第１項第１号及び第２号中の補助金の補助率及び

限度額を変更してございます。若者世帯につきましては、家賃額の２０％とし、限度額１万円。

若者夫婦世帯及び新婚世帯は家賃の３０％として限度額１万５千円としてございます。附則に

つきましては平成３１年３月３１日から適用しまして、令和５年３月３１日までの４年間の要

綱とすることを提案してございます。以上、提案理由の説明といたします。 

 

○池下委員長  

ただいま１番から４番までの案件と５番の若者世帯ということの要綱について説明がありま

した。委員の皆さん、ご質問があればお伺いします。はい、岡本委員。 

 

○岡本委員  
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各事業の過去の実績と言いますか、そういうものを教えて頂けたら。 

 

○池下委員長 

 課長。 

 

〇企画政策課長  

まず清里町企業、いわゆる店舗出店の方でありますけれども３件ございました。補助額にし

て６３８万５千円でございます。それから２つ目の改修の関係でありますけども、２件ござい

まして金額にしますと１５６万円でございます。それから３つ目、中小給与融資の関係でござ

いますけども、記載の要件にない部分も含めてでございますけれども、短期運転資金の貸し付

けの関係が１３社。それから長期運転資金の貸付の関係が１８社。それから設備資金の関係が

８社ございました。保証料については４０社でございます。 

続きまして、空き家活用の促進事業の関係でありますけども、空き家の回収２件がございま

して５５万３千円を拠出してございます。移住支援の交付金の関係でありましたけども、移住

支援の移住支援の関係につきましては、これ５ヶ年で交付している金額でありますので、交付

金については１０件、昨年度交付しておりまして新規で３０年度移住の交付金を受けられた方

は１件ございました。これが９８万５千円。トータルで９８万５千円でございます。それから

定住の支援の交付金の関係でございますけども、これも５ヶ年で支払っている事業でございま

すけども、トータル的に２８件うち新規が４件で、昨年度の支払い額が１３３万１千円でござ

います。商工振興事業でございますけども、商工振興事業、先ほどご説明させていただいたと

おり、環境整備事業でありますとかさまざまな事業関係、あるわけでございますけども、総額

でこの商工振興事業に支出した額につきましては、５７０万８千円でございます。それから最

後、住宅改修の事業補助でございますけども、昨年度実績１３件ございました。支出額が３５

９万４千円。それから解体が４件ございました。１１１万６千円でございます。 

 

○池下委員長  

今説明があったのは、１番から４番に関しては、これは前年度ということですか。トータル

ではないですよね。前年度ということですよね。 

 

○企画政策課長  

はい、前年度支出です。 

 

○池下委員長  

ほかに質問があれば。副委員長。 

 

○堀川副委員長 

それぞれ空き家対策、空き店舗対策、若者支援ということで、それぞれ一歩前進したんだろ

うなというふうに思います。それぞれのこの事業が有効に動くことを期待したいと思います。

で、１つ気になるところですけども、２番目の店舗改修経費に設備投資項目を追加したという

ことですけども、この補助金額が１００万円を限度ということなんですけども、１００万円と
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いう金額で要望に応えられるのかなと援助が欲しい方の、間に合う金額なのかなということを

心配するんですけど、その点についてはいかがですか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

設備投資でありますから、事業項目によってはかなり高額な設備投資をしなければない事業

もございますし、さほど金額が張らない事業もあるのかなというふうに考えてございます。先

ほど主幹の方からご説明をさせていただいたとおり、商工振興計画の策定の中で、この店舗改

修、非常に有効だったというような観点。さらにはその中で、今までその商工それぞれ各事業

所がなかなか自らの運営の状況ではなかなか設備まで踏み込めないというような事業所が幾つ

かあるというような部分で検討してまいった結果、その金額に着きましては、全体予算の絡み

もありますし、本事業の中であります改修経費が１００万ということの部分から、それらを帳

尻を合わす形の中で、またその必要な額の関係につきましては商工会とも十分に協議をした中

で、このような１００万円という限度額を設定させていただいたということでご理解をいただ

きたいというふうに思います。 

 

〇池下委員長 

はい、副委員長。 

 

○堀川副委員長  

今言われたように設備投資ということになると、小さな設備投資から大きな設備投資までが

考えられるんですけれども、参考までにお話ししたいんですけども、設備投資の中で空調関係

ですとか冷蔵庫関係、これはかなり高額なものになると思うんですよね。お話聞いた中では、

緑のみどりマートさんがお店をやっていく中で、来年フロンガスの規制の関係でやむなく冷房

関係、冷蔵庫関係を入れ替えなければならない状況になっているというお話を聞いて、その場

合数百万円のお金がいるんですよねと。そうなれば撤退あるいは何とかしてもらわないと、と

いうか、なかなか厳しい状況なんですというような話を聞いているんですよね。そういう場合

も想定される中で設備投資の中の１００万円というのは間に合う金額なのかなということを、

心配したんですけれども。いかがでしょうか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。  

 

○企画政策課長  

あの、今みどりマートさんということでお話をいただきました。緑につきましては皆様方に

ご案内させていただいているとおりですね、緑の地域の活性化事業を今進めているところであ

りまして、さまざまな観点から緑の活性化について議論をしている最中でございます。そうい

った中で、当然のことながら地域で唯一の商店であります、みどりマートにつきましては、１
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民間の商店というよりも、公共財的なお店という意味合いが強いのかなというふうに思ってお

りまして、今後このみどりマートを、話はすいません、ずれますけども、今後このみどりマー

トをこのまま民間で、民間１個人の営業としてやっていただくのがいいのか、それとも今プロ

ジェクトが立ち上がってますんで、そのプロジェクトの中で進める。例えば緑にその会社を設

立して、その会社の中での運営にしていくだとか、いろんな方策が考えられますけども、そう

いった中で１つの別枠として、また支援の方法を検討していかなければならないかなというふ

うに思っております。でありますから、この設備投資については、一般的な設備投資を考えて

おりまして、色々と今後特異的な事案事例が出てくる可能性もありますんで、そういった部分

については、またケース・バイ・ケースで対応していくこともあろうかなというふうに思いま

すんで、そういった部分につきましては、また常任委員会で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。 

 

○堀川副委員長  

はい、わかりました。 

 

○池下委員長  

いいですか。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

まず１点確認させて欲しいんですけれども、前段で説明の部分で各要綱の改正の段階におい

て、商工振興計画を選定しながら、さらにつけ加えて説明の中で、商工会との十分協議した上

でというお話もあったわけですけれども、１から４までの案件については、基本的には先程も

お話にあったような商工振興計画を前提するという部分と、各関係団体から具体的な要請があ

ったというふうに理解していいのか、その辺を確認させていただきたいんですが。団体要請が

それぞれ関連団体からあって、そこの落とし込みでこういう形で提案されたというふうに理解

していいのか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

商工振興計画でありますけども、議員ご存じの通り、各それぞれ組織、団体といったらいい

んでしょうか。そういった各方面から代表として委員の中に入っていただいております。そう

した中で、それぞれの個人的な立場というよりも、各それぞれの団体組織というような立場の

中で、ご意見を賜って事務局的な商工会にも入っていただきながら、議論を重ねた結果ですね、

こういったブラッシュアップが望ましいと、これが最終的な到達点というところまでは、行っ

ていない部分もあるかなというふうに思いますけども、まずは１歩ずつという形の中で、ご意

見を十分に参酌しながら、最終的に商工会事務局と町の方でまとめさせていただいて、商工振

興策定委員さんの方には報告をさせていただいたところであります。今後共また、この策定計

画につきましては、反省評価を毎年、年２回程度やっていくことになっておりますので、その
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中でまた事業を運営していく中で御意見を賜って、必要があれば今後の改正についても検討し

なければならないことが出てくるかなというふうにも考えてございます。 

 

○池下委員長  

はい。 

 

○古谷委員  

総論としての商工振興計画は理解してるんですけども、個別的要綱の改正の根拠は何かとい

うふうに逆にお教えいただきたいのですが、今言ったような前提条件は何であったかという形

を事前的な商工会、または観光協会から個別的な要請が各事業について具体的な個々の数字の

置き換え、自立の置き換え、補助率の置き換え、今回行われたその根拠はあくまでも政策的な

提案であって、その個別的な関連団体や機関からの要請に基づくものではないというふうに理

解していいのか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

具体的な数字の提案と言いますか、この政策の中身については、ご意見を伺った中で、町の

方で取りまとめさせて頂いたということで、ご理解頂ければと思います。 

 

○池下委員長  

古谷委員。   

 

○古谷委員  

具体的に１点だけ。他にも沢山あるんですけど例えば１番目の起業・新事業創出支援事業補

助要綱で、空き店舗だけ５分の４に上乗せする根拠っていうのは、逆に言えば新規にやる場合

の方が経費的にはかかるわけであって、空き店舗を重点的にやっていくって意味合いは、その

補助率のかさ上げっていうのは何らの根拠を示した中で精査された中で、数字を出されたのか

どうか。５分の４というですね、極めて１００％に近い状況であるわけであって、その辺につ

いてはどのように町としては今回の要綱改正の提案の根拠をおかれているのかどうか。ご説明

願いたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

  

○企画政策課長  

空き店舗対策について、まさしくこの商工振興計画を策定していった中でですね、空き店舗

対策、これが近々の課題であるというような形がこの商工振興計画の中でも重点課題として取

り上げられたわけでございます。そのような中で中心市街地の空き店舗、それから、それぞれ
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地域の空き店舗が露出してきた状況にある中で、これらの対策についてもしっかりと取り組ま

なければならないというような部分の中で、１つの方策としてこのような対策を取ったという

ことでご理解を頂きたいというふうに思います。 

 

○池下委員長  

他、ありませんか。はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

方向性については理解していますので、先程、副町長からお話があった通り、商店や商店街、

公共財として捉えて行く方向性については、これは各議員とも採用をですね、示すところでは

ないかと思いますし、ある意味では積極的にですね、そういった観点に立って取り組みを行っ

ていっていただきたいというふうに、個人としては思っておりますが、ただゲートへ入り口と

しての審査の方法、基本的に多額の過去の委員会や議会においても、その効果や評価について

さまざま意見があったというふうに、議事録等で見た時に感じ取りますけれども、例えば入口

の段階で、審査の段階においては、内部審査ですよね。基本的な内部審査、各課長、外部委員

が入っていないという形。それから出口の関係でいくと、その評価に対する効果評価というも

のを基本的には事務的に処理されているという中で、そういったことも過去の委員会等の中に

おいて議論が行われてきたと。今回については金銭面での要綱改正を行ってますけれども、基

本的な仕組みのもう１０年以上経過した中で、根本的な仕組みについての要綱の改正に手を付

けて全くいないというのはですね、今まで議会の中で議論されてきたものがある意味では反映

されていない状況もあるんではないかというふうに考えるところですけれども、客観性担保、

それから過去の議会における議論、そういったものを踏まえた時に要綱そのものの見直しは、

金銭面の支援の厚みを増すということだけではなくして、ある一定のそういった入口、ゲート

の入り口の問題。それから出ていく効果、評価の問題。そういったものを相対的に見直してい

くのが本来のあり方ではないかとこのように考えますが、その辺、担当部局としてはどのよう

に考えているのかご説明をお願いしたいと思います。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

当然のことながらですね、反省評価というような観点でありますけども、今回のこの要綱関

係でありますけども、この要綱関係につきましては、ご質問、ご意見のとおりですね、そうい

った部分もあったのかなということもあります。そういった部分の中で例えばこの事業、さら

には商工振興計画で掲げております、その他の事業についても事務局等々だけの、町役場だけ

の反省評価ではなくて、関係機関の十分な御意見や反省評価を今後入れていきたいというふう

に思っておりますし、入り口的な部分についても十分に検討した中で事業を進めていかなけれ

ばならないのかなというふうに思っております。 

 

○池下委員長  
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はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

６月、これは要綱ですから別に条例ではありませんので、それぞれ事務的な処理によって行

われると思いますけれども、基本的に今言ったように、行われていくと思うという話ですが、

決して今回示された要綱の改正の中についてはそういったものは全く過去の委員会での議論と

いうものが反映されていない状況の中で、財政的な支援の厚み増しだけを行っていくというふ

うに理解しておいて、それは段階的に早い段階で過去における議論というものをきちっと反映

した要綱の改正を再度行っていくというふうに理解したらいいのか、その辺をもう一度、再度。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○企画政策課長  

当然のことながらですね、それぞれこの４年間につきましては、各常任委員会や決算委員会、

予算委員会等々の中で各議員さんから、今までのこの、今説明しました８項目以外にもですね、

移住定住施策や商工振興関係の施策について、ご議論やご意見をいただいております。そうい

った部分、それから何度も申し上げますけども、商工振興計画の策定計画の中でのご意見や策

定の内容を踏まえて新たな事業のブラッシュアップ、見直しということをさせていただいてい

るところでありますのでご理解を頂きたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

基本的には先ほど申し上げたとおり地域の経済が、これだけ疲弊してる状況の上において、

新規事業の開拓ですとか新しい定住政策の中で公共財として捉えながら展開していくと、これ

はもう大変前向きな取り組みだと思いますけれども、ただ１点だけは交付金事業、補助金事業

というのは、客観性を担保するだとか公平性を担保するという、それと同時にお得にならない

ように、しっかりした評価を行っていくということは前提条件になっていく。そこはですね、

やはり抜きにして物事を進めていくということに対して、極めて今後のあり方として、全体的

な交付金事業、補助事業のあり方の根本的な姿勢というふうに思われますので、そこをしっか

りともう一度、担当部局で検証を行った上で今までの議論の積み上げというのを、反映したよ

うな中身のですね、やっぱり要綱の見直し等をしっかりやっていくことが必要ではないかと申

し上げておきたいと思います。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  
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ご意見として十分に承りたいというふうに思いますけども、当然のことながらこの事業の策

定に当たってはですね、今までの経緯を十分に捉えて、議員おっしゃる公平性だとかそういっ

た部分にも十分に配慮して見直し、ブラッシュアップをかけてきたというふうに思っておりま

す。ただ、今後また事業を進めていく中で色々なご意見が出てくるのかなというふうに思って

おりますので、十分に耳を傾けながら、今議員がおっしゃられたようなことも十分に承知をし

ていきながら事業を進めてまいりたいと思います。 

 

○池下委員長  

他、ありませんか。伊藤議員が発言を求めておりますけど、よろしいですか。はい、伊藤議

員。 

 

○伊藤議員  

はい、委員長ありがとうございます。２点ほどちょっとお聞きしたいなというものがありま

す。まず１点目ですけども、清里町起業・新事業創出支援事業補助要綱で今、古谷委員おっし

ゃられたこともあるんですが、この下の段で新商品開発、雇用創出、農家民泊の補助区分を廃

止するということになったんですが、これはまずなぜ。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

先程、主幹の方からご説明させていただいたとおり、まず利用実績がゼロだったということ

であると同時にですね、この事業につきましては、いわゆる店舗を出店するというのが基本的

には連動しているのかなというふうに認識をしておりまして、そういった中で店舗を出店して

新規商品の開発や雇用創出が全てではないですけども、関連があるのかなということでありま

す。そういった部分で新規出店の方に申請をするところが全てだったという今までの経過もあ

りますので、そういった部分でしっかりとスクラップするところはスクラップして、より事業

効果を高めて行きたいというふうに考えて、これらについて補助区分の廃止をさせていただく

というところでございます。 

 

○池下委員長  

はい、伊藤議員。 

 

○伊藤議員  

その利用実績っていう部分が先ほど説明があったので、そこの部分は利用実績がなくてもっ

て、私は思っている方なので、残しておいてもいいのかなと思って聞いてみました。今、課長

が言っていた新商品の開発とかも関連してそっちってなりますかね。これはこれで置いておい

てもいいのかなって。農家民泊なんですけれども、ちょっとうまく捉えられなかった私が悪い

のかもしれないですけど。 

 



 

- 17 - 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

すみません、私の説明がちょっと雑だったかなというふうに思いますけれども、新規商品の

開発というよりもですね、新規事業の参入といいますか、そういった部分が主かなというよう

なところであります。例えばお店を構えて、新しい職業にチャレンジするっていう事が、結構

多いのかなというふうに思っております。大きくはですね、伊藤議員おっしゃるとおりですね、

新商品開発という部分では枠が確かに違うのかなという部分がございますけども、今までの実

績も含めて精査するものは精査をしなければ、すべてを網羅できればいいのでしょうけども、

１つずつやっぱりチェックしながら見直しをかけながらという部分では、今回この精査をさせ

ていただいたということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、伊藤議員。 

 

○伊藤議員  

あんまり時間もかけられないので、取りあえずこの部分に関しては、後ほど色々お話させて

いただきたいなと思っております。あともう１点なんですけれども、４番の清里町空き家活用

促進事業要綱なんですけれども、今回、今まで色々議会の中、また委員会の中でも色々と議論

した中でも家具の撤去等々も認めることになったということなんでしょうけれども、これに関

してもともとの要件でこれって空き家バンクに登録される物件が対象になるんでしたっけ。そ

れともそうではないんでしたっけ。まず１点確認させてもらいたいんですけど。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

要は、狙いというか目的はそういった部分がございますけれども、全てが空き家バンクに登

録しなければならないということではなくて、空き家であればいいですよという形にしていき

たいというふうに思っております。 

 

○池下委員長  

はい、伊藤議員。 

 

○伊藤議員  

これ空き家活用促進事業でやっていることなんですけれども、僕も空き家バンクに登録され

ているものだけって限定しないほうがいいと思うんです。問題は空き家バンクもそうなんです

けど、空き家バンクに登録しないで個人的に空き家を活用するために賃貸にできますっていう

方もオーケイだって、それで僕も良いと思っています。問題は空き家を取り壊す、家の確保の
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ために、住居の確保のために、この空き家活用促進事業って僕はあると思っているんですけれ

ども、空き家をリフォームなり、いろいろ家具撤去とかして住める状態にして、貸し出すとい

うのが前提にあるべきだと思うんですが、今の説明だけだと私の取り間違いかもしれませんが、

空き家をただ壊す、更地にします。そのためにこの事業を使って家具を撤去しますということ

が起こり得る気がしているんですが、それでも問題はないという認識なんですか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

私の方の認識も伊藤議員の認識と全く同じでありまして、基本的にはここの４番の空き家活

用については、空き家活用の事業でございますので、空き家を活用させるために、今までなか

なか踏み込めなかった家具やそういったものを撤去すると、空き家を活用しやすくなるという

ような声を聞いておりますので、そういった部分を十分に反映するということで、この制度を

プラスさせていただいたということであります。また取壊しは取壊しで別に要綱を設けており

ますので、完全に空き家として、住宅として住めなくなったようなものについては、そういっ

た環境整備の中で取り壊しを推進していくということでご理解をいただきたいというふうに思

います。 

 

○伊藤議員  

わかりました。 

 

○池下委員長  

よろしいですか。他に。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員  

ちょっと１点だけ。今、伊藤さんの方からも話がありましたが、この１番の起業・新事業創

出支援事業の関係のこの新開発なり、雇用創出の農家民泊の補助区分を廃止する。この実績が

なかったからということはわかるんですけど、僕はこれに取り組んだという部分ではきちっと

そのような形の方向で向いて行くような形のことを想定した中での予算づけだったのではない

かなと思うんですよね。その中で実績はなかった部分で、実績を上げるような形での言わば働

き方とか、そういうものがあったのか。そこら辺ちょっと教えて頂きたいと思います。 

 

○池下委員長 

課長。 

 

○企画政策課長  

これらの新商品開発、それから雇用創出、農家民泊等々については内部では議論をしている

ところではありますが、なかなかその議論が政策までに行っていないという部分が正直なとこ

ろでございます。今後当然のことながら、この新商品開発それから雇用創出、農家民泊等々の
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部分につきましては、今後、移住・定住であったり、町の商工振興対策であったりという部分

にも十分繋がってくることかなというふうにも捉えておりますので、またこの事業については、

今後策定する次期の総合計画等々でも十分にこの部分も踏まえながら、またある程度、先行し

てでもそういった特に雇用創出なんかはもうちょっと先行して、スピード感をもって議論を進

めて行かなければならないのかなというような部分の中で、その中で財政的な支援も必要にな

ってくることも出てくるのかなというふうに思っておりますので、一旦ここでは、この枠の中

では１回落とさせていただいて、新たな政策の中でまたそういった補助支援策だとか、そうい

った物が必要であれば合わせていくというようなことにもなろうかなというふうに思っており

ます。いずれにいたしましても、この項目につきましては今後のまちづくりの１つのキーワー

ドとなるような部分でございますので、しっかりと中身を詰めていきたいというふうに思って

おります。 

 

○池下委員長 

はい、勝又委員。 

 

○勝又委員  

意味はわかるんですけどね、新商品の開発、雇用の創出、農家民泊とかって国が進めている

一つの地方創生も含めて、僕は思うけど地方が活性化して行く大事な要件の中の部分でないか

なと思うんですよね。今、何年か取り組んだ中で実績がないと言う中で、今回についてはそう

いう顛末ということで、新たな形の計画の中で先行して議論を進めていくという答弁あったわ

けですけど、こんなこと言ったらあれですけど、今までも出来なかったことが新しく形を作っ

たという事で、出来て行くかというとそこら辺についてはちょっと不安感があるんですけども、

新たな取り組みというのであればもう少しきちっと腰を入れてやっていかなければこれに沿う

様な形で、成果を出せるような形のものは見えてこないんじゃないかなと思うんですけど、い

かがでしょうか。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○企画政策課長  

この商品開発、雇用創出、農家民泊等々の中身でございますけども、ここの枠組みの中での

実績はございませんでしたけど、皆さんご承知のとおり、例えば新商品開発でいけば焼酎トリ

ュフでありますとか雇用創出では、旧年度でありますけども、雇用のアンケートを実施して、

次の段階に入っている部分もございますので、そういった部分でも新たな新商品の開発を今後

どうするか。また民間の中では、虹色うどん等々も行っていただいたのが、今コロッケなんか

も試作でやっていただいたりですね、官民問わず新商品の開発事業も行っていたり、雇用創出

は先ほど申し上げましたとおり、まだアンケート調査の段階でありますけども、次のステップ

に進まなければならないというふうに捉えておりますので、この枠、補助の支援策と別に、そ

ういった総合計画やそういった部分で、当然のことながら反映していく項目だと思っておりま

すし、それ以前に進めるものについては、スピード感をもって進めていかなければならないと
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思っておりますので、ご理解を頂きたいというふうに思っております。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

関連する部分で、先程来の説明の中で、ブラッシュアップだとかですね、そういった言葉で

表現されてますけれども、現実２つ観点、今、勝又委員からお話があった部分で、積極的に町

が官民共同という誘導的な産業を、現在のところ行ってきているのか、それからこのまま行っ

ていくんだという姿勢と、現状のそれぞれの民間で取り組んでいる現状は、どのようになって

いるかという、先程来、商工振興計画の中の議論は聞いていますけども、私の聞いている範囲

では個別商店ですとか、事業者の方がかなり新商品の開発に、例えば食加研と一緒に昨年度か

ら行っているという、色んな動きがあるというものを官の立場できちっとグリップしていない

から、今言ったような議論の中が混迷して行くんじゃないか。一方ではブラッシュアップと言

いながら、そういったある制度をスクラップしていく。単純にスクラップアンドビルドでなく、

やっぱりある誘導的な方向性みたいなものを官がイニシアチブを取りながら民と協働的な部分

で作用して行けば、今の段階においてスクラップする必要が本当にこの部分だけあるのかとい

うのは非常に疑問に思いますので、そのような考え方の整理をですね、もう一度答弁願いたい

と思います。極めて矛盾した話をさっきから答弁されているということで。 

  

○池下委員長 

課長。 

 

○企画政策課長  

それぞれ町が主導で取り組んでいる事業、それから民間が主導と言いますか、もう個々に行

って、今古谷委員のおっしゃっていただいている、民間が独自にやっていただいている事業。

それから町が組織団体に補助をさせていただきながら、そういった商品開発をしていただいて

いる事業、それぞれあるのかなというふうに思っております。ただ、その中で個々に進めてい

ただいている事業に、町がどこまで関与する必要があるのかというような部分もございますし、

今申し上げました連携する部分、それから個々に進めていただいている部分、それから町が主

導的に行っている部分、それぞれもう一度町の方でもしっかりと把握をしながら、より良い新

商品開発の促進に向けて検討してまいりたい、考えて行かなければならないのかなというふう

に思っておりまして、決して矛盾の発言ではないかなというふうに思っております。 

 

○古谷委員  

委員長。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 
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○古谷委員  

非常に申し訳ないですけども、今後把握しながらという、要綱を改正していくというのは現

状をしっかり把握した上で改正というのが本来のあり方であって、今後把握していくっていう

形と、要綱の改正となったらそれも矛盾しているんじゃないですかというふうにですね、ご質

問しているわけであって、当然現状をしっかり把握した上で、要綱の改正をやっていく。さら

には関係機関団体等の要請・要望もきちんと把握した中で要綱は改正されていくべきものであ

って、これから更に現状やそういった課題、民間の実態を把握していくんだ。その中で新しい

計画を立てていくんだというのは、やはり矛盾しているというふうに私は受け取るわけですが、

そうではないんですか。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

私の方から先ほども申し上げましたとおり、例えば商工振興計画につきましては、先程来か

ら説明しているとおり、各それぞれの組織や団体から代表としてご意見を受け賜っているとこ

ろでございますし、そういった部分の中でご意見として受け賜って、事務局組織であります商

工会、それから町とそれらの意見を十分に聞き入れながら、こう言った見直しをかけてきたと

ころでありますし、今までの事業実績やそれぞれの事業の実績を踏まえ、町としても十分な判

断をさせていただいて、次のステップに進んでいるというふうに思っておりまして、また更に

今後の状況についてもしっかり把握をしながら必要があればその都度、その検討に入ってまい

りたいというふうに話しているところでございます。 

 

○池下委員長  

副委員長。 

 

○堀川副委員長  

今の話ですけども、今まで実績がないということですけども、町の方はこれらの新商品開発

雇用創出、農家民泊というのは重要性を感じているということであれば、やっぱり廃止する必

要はないのかなというふうに思いますし、後押しもしていきたいというお話ですけども、後押

しをしながら色々な事で相談を受けながら、この支援事業というのはやっぱり残していくべき

なのではないかというふうに思うんですよね。新商品開発にしても、雇用にしても、農家民泊

なんかは町が力を入れようとしている体験型農業ですとか、グリーンツーリズムとかの後押し

にも十分なると思いますし、この制度自体は残していくべきじゃないかなというに思うんです

けど。今一度検討されたらいかがかなと思いますけど。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  



 

- 22 - 

例えば、新規商品開発につきましては新たなその設備投資、これもいわゆる新規の商品開発

という部分の関連の中で、ある程度拾って行けるのかなというふうに思っておりますし、この

企業支援創出事業の部分の中で、この農家民泊の実施についてもある程度拾って行けるかなと

いうふうに思っておりますので、全てをなくすという、全てを受け入れないということではあ

りませんのでご理解を頂きたいと思います。 

 

○堀川副委員長  

今言われたように、カバーできるということであれば、それでいいんですけども、こういう

風に配置するということで謳う事になると、いろんな規制が入ると思うんですよね。それでカ

ットされる部分、当然出てくると思うんですけども、カットされないような形で網羅できるん

だったら問題ないですけども、それは大丈夫でしょうか。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

それらにつきまして、今申し上げましたとおり、できる限りの配慮する中で、事業を進めて

まいりたいと。 

 

○池下委員長  

はい、前中委員。 

 

○前中委員  

商工振興計画の中で、今取りざされているポイントカードの更新ということが今出ているん

ですけれども、設備投資の資金を改修要綱で１００万円の上限という部分と事業費が３０万円

以上というのはあると思うんですけど、そこら辺について町としてこのポイントカードのシス

テム構築に向けての１つの支援があるのかないのか、あるいはそれらこの改修事業の中で対応

するのかしないのか、僕もその端末がどのくらいするか、僕は全然わからないですけども、そ

この拾い上げの事業をここで出来るものなのか、できないものなのか。全く絵空事の話になり

ますけども、そういうこともこの商工振興計画のメインには間違いなくこれは要望として上が

ってきてるんですけども、それについてわかる範囲あるいは対応できる範囲というのを、説明

願えればと思いますけれども。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

ポイントカード事業につきましては、今商工会が事務局となりまして、国の補助事業の申請

準備をしながら事業を進めているところでありまして、今ご質問いただきました、設備の関係

につきましても、その枠の中で国の支援の申請をしていただきながら残りの補助残の部分につ
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きましては、町の支援策を今十分に検討しているということでありますので、この店舗改修の

設備の補助とは別に支援をしてまいりたいというふうに思います。 

 

○池下委員長  

はい、前中委員。 

 

○前中委員  

ということは、別立てのそのものを提案したい話で捉えてよろしいんですか。そのときに補

助率という部分も必ず、多分出てくると思うんですけども、冒頭にも３分の２なのか５分の４

なのかっていう議論がまた出てくると思うんだけども、そこら辺も十分検討しながら、今回の

提案、これ関係各機関からのかなり強い要望があったのか定かでないですけども、そういうニ

ーズに応えたというふうに僕は捉えて、５分の４にしたのかなと思ったんですけども、これと

同じように今捉えているポイントカードのシステム構築に向けてのその話、同じように多分議

論されると思うんですけど、そこら辺を踏まえて議論していただきたいなと思いますのであわ

せてよろしくお願いします。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

ポイントカードシステム事業につきましては、今ほど申し上げましたとおり、別枠の１つの

事業として捉えておりまして、中身がかなり煮詰まってきております。なるべく早い段階で事

業の内容、それから事業費、それから支援の関係につきまして常任委員会で報告をさせて頂き

ながら、ご意見を受け賜っていきたいという風に思っております。 

 

○池下委員長  

他にありませんか。私の方から一言。これあくまでもですね、要綱というふうに書いていま

すけれども今までいろんな意見がこうやってわずかな時間の中でもいっぱい出てくるというこ

とは、まだまだですね、改善する点、本当に町民にとって何が一番いいのかなという事を考え

た上で、やはりしっかりとしたものを出していただきたいと私も思いますので、そこら辺を時

間もない中でやらなければならないのかなと思いますが、何とか良い案を良い知恵を出しなが

らですね、素晴らしいものを作って行って欲しいなと思います。課長。 

 

○企画政策課長  

それぞれの事業につきましては、今まで各議員さんから頂いたご意見、事業につきましては

概ねのご理解をいただいていると思っております。ただその中での手法や捉え方等々について、

いろんな部分でご意見をいただいておりますので、その辺については十分そういったご意見を

参酌しながら、今後とも進めてまいりたいと思っております。この事業等々については、当然

のことながら町のその移住定住対策や商工振興にかかわる起爆剤。または前向きな事業として

今後ともしっかりと事務局として進めてまいりたいというふうにしておりますので、引き続き
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ご協力をいただきたいというふうに思います。 

 

○池下委員長  

５件の案件で今まで論議しましたけれども、企画政策の中で今日の案件以外で何かご質疑が

あればお伺いします。よろしいですか。それでは企画政策をこれで終わりたいと思います。ど

うも。はい、課長。 

 

○企画政策課長  

この議題の中にございませんでしたけども、新たに３０年度のかなり後半でありましたけど

も、新たにこの事業でいけば、１番の事業でありますけども店舗出店の事業所がありますので、

議題ではありませんけれども、私の方から説明をさせていただきたいというふうに思います。  

申請者につきましては、上斜里にお住まいの方でございますけども、この方、札弦で美容師を

営んでおりましてその横の空きスペース、空き店舗を利用して酸素ルーム、今かなりスポーツ

や健康で有効とされております酸素ルームの事業を開始することになりました。対象経費が４

１４万５千円で、申請額決定額が２７６万２千円で認定をしております。なお既に事業の方を

開始されておりますので、ご報告とさせて頂きたいと思います。 

 

○池下委員長  

実は今こういうふうな案件でね、終わって今新規出店ですか、これは３００万出たんですか。

報告があったんですが、実は以前から常任委員会の中でこの決まる前に相談があった段階で話

を出していただきたいというふうな旨の発言をずっとしていた。議会の常任委員会としていた

はずなんですが、それが今だになされていないというのは、どういうことでそうなっているん

ですか。途中で報告するというのは、まずい何かがあるんでしょうか。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○企画政策課長  

この案件等々については、議会の理解も頂きながら情報提供させていただくというような部

分がございました。今委員長がおっしゃられたように、そういった案件があれば事前にお話を

というようなお話も聞いております。この案件につきましてはちょうど申請の関係、それから

認定の関係、今申し上げましたとおり、ちょうど年度末というような部分もございまして、議

会に常任委員会等々にお伝えする期間がなかったというような部分でご理解をいただきたいと

思います。なるべくそういった情報提供ができる機会がありましたら、出来るものについては

報告をさせて頂きたいというふうに思っておりますので、ご了解を頂きたいというふうに思い

ます。 

 

○池下委員長  

極力ですね、町のお金をそうやって出すわけですから、事後報告ではなくて、事前に報告を

いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは閉じて
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よろしいですか。それでは企画政策終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○池下委員長  

それでは生涯学習課１点提案ありますので、説明をよろしくお願いします。 

○池下委員長  

 課長。 

 

○生涯学習課長  

本日、生涯学習課よりご説明させていただきいただきます案件につきましては、学校施設長

寿命化計画の策定についてでございます。近年、学校施設の修繕をする機会が増えてきており

ます。既存の施設を長く使っていくために、ここで計画を策定いたしまして長寿命化を図って

まいりたいと考えております。では、詳細につきましては担当よりご説明させていただきます。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査  

それでは私の方から、学校施設長寿命化計画の概要についてご説明をいたします。生涯学習

課の資料１ページをご覧頂ければと思います。町内の学校施設につきましては、清里小学校の

校舎が平成５年１２月建設。体育館と給食センター、これが翌、平成６年１２月建築というこ

とで、いずれも２５年を経過しております。清里中学校につきましては、校舎が平成１６年２

月建設。体育館が平成１６年１２月建設ということで１５年を経過するところでございます。

特に清里小学校におきましては、校舎の老朽化が顕著となっておりまして、外壁のひび割れ、

毎年屋根からの雨漏り。そのような形で建物自体の問題。また暖房ボイラーですとか、電話交

換機、このようなものも支障ということで施設設備の問題も発生しております。 

また給食センターにおきましても、同様に築２５年経過していることから、清里小学校と同

様に老朽化、支障が課題となっております。清里中学校におきましては、築１５年ということ

で、小学校ほど逼迫した状況にはありませんが、外壁のはがれですとか、体育館の床の欠けは

がれ、また暖房用ボイラー、このような施設修繕件数ですとか、費用が徐々に増加している、

そのような状況でございます。お手元の資料に記載いたしました内容ですが、町の建築担当者

と、設計事業者。そして教育委員会の職員による施設点検の結果におきまして、特に清里小学

校の施設老朽化が顕著であることから、その修繕急務であるというようなことがありますので、

そのような状況をまず優先度Ａとしまして、段階的にＥまでの優先度一覧に整理したものでご

ざいます。同様に改修スケジュール、こちらも整理しておりますが、事務レベルの案であると

言うことで考慮していただければという風に思います。ただし特に修繕の優先度が高い箇所と

しましては、校舎の外壁全体、そして屋根の雨漏り対策、清里小学校ではそのようなところが

急務というような形になっております。特に校舎の外壁につきましては、ひび割れた箇所から

錆色の水がしみ出てきていると言う状況が見てとれますので、壁の内部で鉄筋が錆びているの

かなということが、そういう可能性が伺うことができますので、早期改修必要だというところ

でございます。またこの壁改修ということになりますと、大規模になるということも想定をし
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ております。また校舎屋根につきましては、毎年新たなひび割れが発生してきまして、雨漏り

も発生しているということで、その都度その都度、現場を確認しながら対応しているというと

ころでございますが、なかなかその都度の修繕では済まないような状況となっております。 

その他を含めました全体的な改修の実施には、工事期間の調整であったりとか、財源の確保、

そのようなことを考える必要がありますので、実施には複数年にまたがる事が想定されます。

学校教育の円滑な実施、児童生徒の教育機会の位置ということを考えますと適切な学校施設の

管理が必要であると、それと同時に、老朽化対策等への中長期的な維持管理、このトータルコ

ストそれを縮減ですとか、予算の平準化、そのようなことも求められるかなというふうに考え

ております。 

このような学校施設の老朽化の関係でございますが、全国的にこれは同じような状況が発生

しているということで、文部科学省の方からもやはり長寿命化こちらへの転換イメージという

ことで、これまで概ね４０年から５０年だいたい使用して、建替え改築というふうにはしてき

た施設を予防保全的な大規模改造に２０年毎くらいに実施しながら、耐用年数７０年、８０年、

使用できるようにして、トータルコストの削減効果を把握、そのようなことができる学校施設

の長寿命化計画、これを各地方公共団体において策定するよう通知があります。  

またそれと同時に学校施設の建設や改修に係る国の補助金、交付金、これの採択にこの長寿

命化計画の策定、これが前提条件というふうな形になってきております。こういった形で国の

取り組みが強くなっているという状況でございます。 

清里町におきましては小学校１校、中学校１校という形になりまして、永続的にこれら施設

を管理するそういった観点、そして今現状として外壁や屋根全体の大規模改修、これに要する

費用、これらを確保するというところを考えますと国の補助金等、こちらを最大限活用する観

点、これも必要でありますので、清里小学校、清里中学校、そして給食センター。これら学校

施設における長寿命化計画。この策定が不可欠であるというふうに考えております。 

国が示す学校施設の長寿命化計画の構成ですけれども、大きく７項目ありまして、学校施設

の長寿命化計画の背景、目的、学校施設の目指すべき姿、学校施設の実態、学校施設整備の基

本的な方針等踏まえた施設整備の水準等、長寿命化の実施計画、そして長寿命化計画の継続的

運用方針この作成が基本となってきます。国の補助金等を活用した場合に必要な計画策定の時

期でございますが、補助金等の申請の前までに完成していることが条件ということで確認して

おりますので、仮に来年度令和２年度より改修事業を進め、国の補助金等を申請する場合にお

きましては、本年度中での作成が望ましいというふうに考えております。 

次に、学校施設改修に伴う国の補助金等の概要でございますが、学校施設環境改善交付金、

この長寿命化改良事業や大規模改造事業、これらのメニューの活用という形で考えた場合、事

業対象経費の３分の１が交付金の算定割合という形になっております。生涯学習課といたしま

しては令和２年度からの改修事業への着手を目標としまして、学校施設長寿命化計画の策定と

同時に改修工事の実施設計業務、これらを進めたく関連予算を、６月定例議会に提案する予定

でございます。補正予算の内容につきましては、次回６月１０日の常任委員会、こちらの方で

説明させていただきたいと考えておりますので、ご理解を頂ければというふうに思います。以

上で、学校施設長寿命化計画の概要につきまして説明を終わります。 

 

○池下委員長  
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ただいま、担当の方より学校施設の長寿命化計画策定ということで説明ありましたけれども、

何かご質問があれば。はい、前中委員。 

 

○前中委員  

施設と言っていいのか、あれなんですけれども、本年度より小学校統合されて、１校という

中でスクールバスの運営をされて、それなりの朝の子供たちの登下校だとか、あるいは帰宅の

バスの登下校あるんですけど、先々週の大風の時もそうですけども、家族が自家用車で行く、

あるいはスクールバスが同じように通った時に、そこら辺の渋滞というか時々とはいえ、スク

ールバスが３台、道道に２線縁に同じ時刻にかち合わせた事案があって、その時にやはりかな

り渋滞したという話が入ってきまして、そこら辺の対応を、今後長寿命化体系で周辺施設の整

備、要するに動線、ポート的な部分をどうするかっていうのも、今後の中で駐車帯をある程度

スムーズな形に持っていくのか、そこら辺は今後どう検討する。それともう１件、街灯の問題。

これも以前、隣に伊藤議員がトレセンに係るとこの街灯で不備があるという指摘があって、こ

れも同じようにたまたまトレセンの前で、同じようにお子さんを迎えに行く車が縦列駐車した

っていう事案があって、その時にほんとに軽微だったんですけども、事故があったと聞いてい

ます。だからそこら辺を、やはり日没時で水銀灯はついていますけれども、水銀灯のルクスっ

ていうのは普通の街灯に比べたら本当に狭い面積しか照射できないんですね。そこら辺もやは

り影ができる部分ということを考えるならば、やはりトレセンの利用実態あるいはトレセンの

前の駐車場にもありますけども、あの辺のことも、この案件とはちょっと関係ないですけれど

も、ある程度そういう交通の駐車の仕方なりも同じく合わせて周知あるいは改善、すぐどうの

こうのでなく、その改善的にできる部分であれば、駐禁なりそういう対応ができればそういう

方向性も今後考えていくというか、学校に登下校する場合に関して駐車場はまたこっちですけ

ども、話が２点にわかれましたけども、そこら辺もそういう事案が発生している以上、やっぱ

りきっちり現場としても対応していただければと思うので、そこら辺状況を抑えていると思う

んですけども、説明願えればと思います。 

 

○池下委員長  

はい、課長。 

 

○生涯学習課長  

まず、スクールバスの渋滞問題でございますが、これにつきましては下校時でございますが、

中学校スタートと小学校スタートということで、４台全部が重なるということはないようにし

ております。確かに渋滞した中、保護者の方が送迎をされる車、これも踏まえ混雑がしている

という実態がございます。この部分につきましては、現在内部で検討を始めております。例え

ばでございますが、これまた改修等が必要となってくるのかと思いますが、給食センターの方

にあります駐車帯もございます。この辺につきましても検討の値があるのかなというふうに考

えております。このようなことも含めてですね、この長寿命化計画自体に盛り込めるものなの

かは別といたしまして、これはスクールバスの課題として私ども把握しておりますので、検討

し工事等が必要なのか、それともバスの運用でカバーしていくのか、その辺について今後対応

をしてまいりたいというふうに考えております。またトレセン前の街灯でございますが、これ
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につきましてはご指摘あった中、明るくＬＥＤ等設置をしているところではございます。先日

小学生がちょっと車にぶつかったという話を聞いているところでございますが、これにつきま

しては学校等にお願いをいたしまして、保護者の方の送迎について停車をすることなく、駐車

場に停めてくださいということで、学校を通じてお願いをしているところでございます。また

児童につきましても、トレセン前から道路を走って横断することのないよう、注意喚起を既に

しているところでございます。そのようなことでトレセンについては対応をしてまいっており

ますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

 

○前中委員  

これ駐禁に関する看板的なものも考えてはいない。あくまでも父兄に対する周知で終了する

っていうことで。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長  

はい。道路の標識になりますと公安委員会ということになろうかと思います。駐車禁止ちょ

っと私把握しておりませんが、停車する部分では構わないのかなというふうに認識はしており

ますが、いずれにいたしましても一定時間、子供が出てくるまで待つという部分につきまして

は、まずは駐車場に入っていただくということを促していきたいというふうに考えております。 

 

○池下委員長  

よろしいですか。ほかに、勝又委員。 

 

○勝又委員  

認識されているのかどうかわからないんですけどね、今言っているのは、子どもの関係もあ

るんですけど、駐車場に停めるってなるとトレセンとの間、緑清荘へ向かう道路あそこは暗い

んですよね。トレセンのわき。緑清荘。 

 

○生涯学習課長  

プールとの間。 

 

○勝又委員  

そう。結構、プールがやってる時にはプールの電気で結構明るいんですけど、やってないっ

てなると、あそこ真っ暗で、車を駐車しても、トレセンの方に子どもを送り迎えとかっていう

部分でね、結構危ないケースはあるんですよね。それと今、駐停車の部分でその保育所の送り

迎えですか、保育所のね。 

 

○生涯学習課長  

保育所ですか。 
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○前中委員  

保育所とトレセンと両側駐車になっている現実っていうのはもうある。そこを把握しておか

ないと。 

○勝又委員  

そうそう。だからそこは意外に駐車場に入れてって言うけど、運転手さん降りて子ども迎え

に行って、まあ駐車してるんですよね。停車じゃないよね、もうね。そういうような部分では、

あそこら辺がちょっと繁雑となっている部分というのはすごくありますからね。そこらの整理

は街灯のことも含めて、もう少し現地をきちんと見て対応していただきたいなと思います。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長  

今ご指摘いただきました部分、まずトレーニングセンターを利用している児童生徒の送迎の

駐停車、それから保育所の送り迎えの駐停車、そしてプールとトレーニングセンターの間の道

路の街灯がなく暗いという、大きくこの３点ということで認識をさせていただきました。この

部分につきましては、まず現地を確認いたしますとともに、街灯担当している部署、それから

保育所担当しております保健福祉課と、共通認識を図った中で、対策を講じてまいりたいと考

えますので、ご理解頂きたいと思います。 

 

○池下委員長  

はい、古谷委員。 

 

○古谷委員  

長寿命化計画の関係について、何点かお尋ね申し上げたいんですけれども、まず基本的に、

非常に小学校、中学校の劣化が激しい。今、担当の方から説明があったとおり、ひび割れ屋根

の雨漏りは建てた当初からあったというようなことを聞いておりますし、そういった意味では

早い段階でしっかりとした長寿命化に取り組みを行っていくという形というのは必要じゃない

かと、こういった認識を持っております。ただ１点、しっかりとですね基本設計、実施設計の

年度プロットがですね、前倒しもそんなに前のめりになる必要が本当にあるのかどうなのか、

しっかり現状の把握をやっていただきながら、しかも今回すべて統合されたという形の中で、

建設当初の部分と、先ほど駐車場の関係とかスクールバスの、そういった物を想定していなか

ったという形や、児童数の推移だとか統合によって普通教室の使い方、特別教室の使い方が変

わってきているということもありましょうし、実態的なオープンスペースのあり方だとか色ん

なやっぱり全体的な学校の中で利用する子ども達、児童が利用する前提に立った場合について、

配置のプロットだとか、そういったことも全てどうなのかっていう、総体的な点検と言います

のは、中学校あたりはそうでしょうけれども、児童数生徒数の減少によって空き教室がどんど

ん出てきている。空き教室についてはある部分ではこれは言い方が失礼ですけど、物置化して

ですね、本来のそういった普通教室や特別教室の機能は果たしていない実態も一部見られると

いうふうに。今回、清小については逆に統合によってスペース的にどうなのかっていう、単純
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に雨漏りとか外壁だけではなくして、そういった学校教育の今後のあり方の中で、非常に有効

に使えるような、やるならば、そういった観点まで入れたですね、基本計画作りだとか基本設

計図作りに是非取り組んでいただきたいというふうに思っていますので、その点について現段

階でどのように考えているのか答弁いただきたい。それと、先ほど前中委員や勝又委員からお

話あったとおり、私、朝走ったりとか、夕方トレセン行ったりして、先ほど言ったようにスク

ールバスを想定したゾーン化されてないために、現実的に特に雨降りの日だとか、この前の風

の日だとか、父兄の送迎が多くなってくる。さらにスクールバスが４台、それと午後の時間帯

になりますと、部活でトレセンを利用するだとか、いろんな形の中で３回ですね、午後からは。

スクールバスが走るという、そういう状況っていうのは、今まで想定していなかった道路構造

の中で起きているし、小学校の前庭、前に駐車場のプロットされてないという、非常に危険だ

というのは、これ共通した認識だと思いますので、併せて今回現時点でできる対策を先ほど課

長からあったとおり、早急に関係課、警察も含めて対応をとっていただく。そして今回の長寿

命化計画の中で、どこまで出来るかは別としながらもですね。先ほど前中委員からお話があっ

たとおり、総体的なその安全対策というものを、敷地の計画も含めて手をかけることがベター

ではないかというふうに認識しておりますので、その点についても現段階における考え方をお

話しいただけるご説明いただきたいと思います。 

 

○池下委員長  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長  

この計画につきましては、先ほど担当よりご説明いたしましたとおり、非常に近年劣化が著

しいということで、私ども現場では待ったなしで実施したいという思いで今回ご説明をさせて

いただいているところでございます。また児童の推移、それから学校施設の利活用の簡単な現

状での概略でございますが、緑町小学校、光岳小学校が統合をいたしまして、２００名と少し

の児童数となっておりまして、実は子供の人数というのは人口減というほどの割合では減らな

い今後も状況でございます。そして１年生につきましては、他の学年と違いまして２学級でで

きる要件もございます。そういう意味では現在７学級で行っております。単純に考えますと建

てた当初より、教室は空いているということにはなるのですが、実は近年特別支援教育を受け

る児童が増えております。そして特別支援教育につきましては、教室の確保、そして教員を確

保して、しっかり指導しなさいということでございますので、これまで空いていました教室に

つきましては、特別支援教育の教室として活用をしております。そのような中、清里小学校に

ついては今後も空き教室が大幅に出てくるという状況にはないというふうに考えております。

いずれにいたしましても、今委員よりご指摘ございました学校施設の利用の仕方、それから児

童数の推移等、これらも計画の中に反映をさせながら計画策定をしてまいりたいとそのように

考えております。また先程来ご指摘ございますスクールバスを含めた清里小学校トレーニング

センター、プール、保育所周りの交通安全をトータルにということでございますが、これにつ

きましても、まずできることということはやってまいりたいと思いますが、それ以外の部分、

大規模にですね、道路の改修が必要であるとか駐車場が必要、また停車場が必要というその部

分につきましてはですね、改めてしっかりと、各関係課と協議をしながら、町と一緒に取り組
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んでまいりたいと考えますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員長  

他。はい、堀川副委員長。 

 

○堀川副委員長  

一つだけ気になることがあるんですけども、給食センターの調理場増設、これはバツがつい

て、改修の必要なしっていうような判断をされているんですけども、給食センターの調理場。

老朽化対策長寿命化というような観点でこれは必要ないということなんですけれども、ちょっ

と論点がずれるんですけども、実は先日、給食のことで食物アレルギーの子供たちが最近随分

増えているということで、給食を食べられない子どもたちは家庭で作ってもらったものお弁当

を持って来ているというのが現状なんですけども、それをなんとか食物アレルギーを持ってい

る子供たちにもアレルギー物質を抜いた給食って提供できないものなのかなというような相談

をさせてもらったんですけども、そうなれば調理場の増設だとか調理場の分離だとか、そうい

う話にも現実的にはなってくるのかなというふうに想像はするんですけども長寿命化、老朽化

対策としては必要なくても、こういうことで改修の必要がなしということが、ひょっとして今

自分が相談していたことの足かせになるのを心配するんですよね。なので話はずれるんですけ

ども、そういう話もあるということを頭に踏まえながら、この改修計画というのを少し考えて

いただければというふうに思うんですけど。 

 

○池下委員長  

課長。 

 

○生涯学習課長  

この表にございます、調理場の増設。次期改修までなしという判断でございます。これは現

段階での判断でございまして、食物アレルギーに対応する、しない、そのことを前提とした判

断ではございませんのでご理解をいただきたいと思います。食物アレルギーにつきましてはで

すね、副委員長からもご相談ございまして、現在管内、全道各地の取り組みの実態等も調査を

始めたところでございます。私どもの施設でハード的に取り組めるか取り組めないか、そして

現状の体制の中でどこまで取り組めるのか、その辺について検討を始めてまいりましたので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 

○堀川副委員長  

十分な検討をよろしくお願いします。 

 

○池下委員長  

ほか、よろしいですか。生涯学習課全般通して、何かあれば。はい、課長。 

 

○生涯学習課長  

申し訳ございません。１点斜里岳ロードレース大会の今年度の概要まとまりましたので、そ
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の他で担当より説明をさせてください。 

 

○池下委員長  

はい、担当。 

 

○生涯学習課主幹  

それではその他案件でございますが、斜里岳ロードレース大会につきまして、たった今お手

元に配布しました、第４２回斜里岳ロードレース大会の概要についてご説明いたします。昨年、

一昨年は記念大会として開催してまいりました斜里岳ロードレース大会でございますが、今年

は通常大会として本年９月１５日、日曜日でございますが、プラネットをスタートゴールとし

て開催をいたします。組織体制としましては、例年の体制のもと、第１回の実行委員会を５月

２８日に既に開催するなど、準備を進めているところでございます。当日は９時４５分からの

開会式のあと、１０時にハーフマラソンがスタートしまして、順次各種目のスタートとなって

ございます。種目につきましては、ハーフマラソン以下５キロ・３キロ・２キロ・１キロ・３

キロフリーということで、各種目の例年の実施となってございます。本年も町内の小学校は全

員参加ということで対応いただいているところでございます。本年度のゲストランナーにつき

ましては、清里町のふるさと大使、岡崎朋美さんと芸人品川庄司の庄司智春さんの２名をお迎

えする予定となってございます。そのほかローカルフードフェスティバルも同時開催をいたし

たいと思います。昨年の大会、全国から８３３名のエントリーをいただきました。当日若干の

欠席がありましたが、今年度も多くの方の参加をいただけるような取り組みを参っていきたい

と思っております。なお、参加申し込み受付につきましては、６月１日から開始となってござ

いまして町内全戸へのチラシ配布。全道各スポーツ関係機関へのポスターや申込み用紙の送付、

またランネットといいますインターネットによります受付サイトでの受付けなど各メディアを

活用したＰＲ活動を行って参りたいと考えてございます。本年度も盛会に開催できるよう、こ

れからも準備を進めていきたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

○池下委員長  

ただいま、担当の方から斜里岳ロードレースということで説明がありました。昨年は８３３

名エントリーですが、今年はより多くのエントリーを望んで盛大にやっていただきたいという

ふうに思います。他に生涯学習課がないようなので、ここで閉じたいと思います。どうもご苦

労様でした。 

 

○池下委員長  

次回委員会開催お願いします。 

 

○議会事務局長  

６月１０日月曜日でございます。 

 

○池下委員長  

６月１０日ですね。はい、その他、何かありますか。 
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  ●閉会の宣告 

 

○池下委員長  

第２回総務常任委員会を閉じたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時１３分） 


