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第１２回総務文教常任委員会会議録 

平成２４年１０月２２日（月） 

    開 会     午前  ９時００分 

    閉 会     午前 １０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 

 ●総務課 

 ①まちづくり対話懇談会開催内容について 

 ●生涯教育課 

 ①奨学資金貸付制度の見直しについて 

 ②公共施設管理公社の見直しについて 

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  畠 山 英 樹    副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  田 中   誠    委  員  澤 田 伸 幸 

       委 員  加 藤 健 次    委  員  池 下   昇 

    委 員  前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

  

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       島澤 栄一    ■企画財政Ｇ総括主査  三浦  厚 

 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■学校教育Ｇ総括主査  清水 俊行 

 ■社会教育Ｇ総括主査  本松 昭仁 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  柏 木 繁 延 

    主  任  鈴 木 由美子 
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●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第１２回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○畠山委員長 

 町からの協議・報告事項ということで、総務課より１件ございます。説明をお願いいたします。 

 

○総務課長 

 それでは、まちづくり対話懇談会開催内容について、協議・報告いたします。 

 このまちづくり対話懇談会につきましては、記載のとおり去る９月１８日～２０日の３日間、

清里、札弦、緑で実施しております。出席者につきましては、町民会館では１６名、札弦センタ

ー、緑センターではそれぞれ１０名で、全体で３６名の出席となっております。そのうち、第５

次総合計画策定審議委員は６名でございました。 

 懇談会の内容でございますが、はじめに第５次清里町総合計画の推進会議の報告といたしまし

て、まちづくりの目標指数、総合計画の現状と課題及び事業実績、総合開発審議会での意見を報

告し、総合計画及びまちづくりに関する意見交換を行っております。３カ所の中で全体で４９件

の意見質疑がありました。これにつきましては、１ページ～６ページにまとめておりますが、内

容として一番多かったのは、自治会活動、地域担当者制度に関するものが１２件、次いで商工振

興、商店街に関することが８件、公営住宅の建設、住宅用地の管理、廃屋の撤去など住宅に関す

るものが５件、産業振興、雇用、働く場の確保についてが４件、総合計画の推進、グランドデザ

インについては３件、職員の研修制度やグループ制に関することが３件ございました。清里高校

の合併の関係や高校維持に向けての取り組みについては２件、ごみ処理の現状、分別収集、ごみ

焼きについて２件、アメダスの設置や気象予報に関するものが２件、その他について８件ござい

ました。町民からいただきましたご意見は、今後の総合計画推進管理あるいは町の事業に反映し

てまいりたいと考えております。また、このまちづくり対話懇談会に対しましては、１１月の広

報に掲載して町民周知を図っていきたいと思っております。説明は以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、総務課からまちづくりの意見、対話懇談会の内容について報告がございました。委員

の皆さんから質疑を受けたいと思いますが。 

 

○議長 

 ちょっと確認をしておきたいのですが、このまちづくり対話懇談会開催以前に、第５次総合計

画の評価・成果並びに進捗状況について進めるべきだという意見があったのですが、今回、策定

委員ではなく、町民全員に意見を聞くということで、まちづくり対話懇談会の実施になったわけ

でございまして、お話を伺ったところによりますと、来年以降も第５次総合計画の成果、進捗状

況については、こういうまちづくり対話懇談会でやっていくというお話をされているようでござ

いますが、当初の目的であった評価・成果・進捗状況が一番の目的であったかと思うのですが、
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まちづくり住民大会・懇談会のような形式になりつつあるのかなと。その辺を行政側として、町

民からの対話懇談会と、第５次総合計画の評価・成果・進捗状況の整理はどう考えているのか。

全部込み込みで考えているのか。あくまでも、第５次総合計画の進捗・評価・成果と、まちづく

り懇談対話会と分けることをしないで、このままでやって行くのかどうなのか。その辺はいかが

でしょうか。 

 

○総務課長 

 今回の総合計画の評価とまちづくり対話懇談会の関係でございますが、来年度以降もこの対話

懇談会の中で、総合計画の推進評価と、まちづくり対話懇談会を合わせて行ってまいりたいと考

えております。総合計画の推進管理の評価でございますが、当然、前段で総合開発審議会の報告

をし、意見等を伺ってまいります。 

 

○議長 

 私が聞いているのは、これのスタートの当初の目的は、第５次総合計画を策定するにあたって、

毎年、成果・進捗状況・評価等を検討するという趣旨で、この策定委員の皆さんにご了解をいた

だいていることなのに、なぜしないのですかという中で、このまちづくり対話懇談会に変わって

きたわけですよね。今、来年以降もまちづくり対話懇談会で進めていくということを言われまし

たが、この中身を見ますと、第５次総合計画の評価・成果・進捗状況等と、また違った形でまち

づくりの全体の中の対話懇談会的な話が一緒になって話が出てきているのですが、その辺の整理

をしていかないのですかということを聞いているのです。まちづくり対話懇談会の中身の精査を

しなくてもよろしいのですかってこと。先ほど、広報に発表しますよとか、いろいろと言われて

いるのですが、その中身が第５次総合計画に関する進捗状況・評価の問題と、まちづくりの中で

必要なものを区別しなくてはならないんじゃないですかってことを言っているのですが。 

 

○畠山委員長 

 区別をしないで、これで終わらすのか、ということを聞いているのですが。 

 

○加藤委員 

 今、言われているように、第５次総合計画は１年のみのものではなくて、１０年間の計画をき

ちっと、清里の方向性を諮問して打ち出したわけです。その時に、委員長でもあった議長が、基

本的にそのことの１０年間の目標は立てますが、ものすごく毎年、毎年の変動が大きいので、今

回は策定をしたけども、毎年、毎年その変化に応じた対策で、次の年の事業展開なりを考えてい

くために、これは検証していく必要がありますよね。単なる、国から示されている総合計画を作

って補助金をもらうためのものではなくて、本来の清里町の１０年後のあるべき姿を、第５次総

合計画に出したわけですから。今回のこのまちづくり対話懇談会というのは、そういう内容も含

まれておりますが、１年、１年の身近な問題点の提起が非常に多いと思うのです。これはこれで

非常に大切だと思うし、行政としてすぐにやれるものはやっていかないとならない。ですが、同

時に５年先、１０年先の清里の環境はどうなのかという方向性を、きちっと協議していく場を忘

れていませんかと言っているのですよ。その部分はどうするのですか。それは、一番最初に決め

たとおりするのですか。でも、一番最初に言われていた１０年後の、例えば人口構成や産業構成

というのは、あくまでも目標ですよと言ったわけです。その目標に向かって行くためには、毎年
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いろんな施策をしていかないとならない。でも、その内容が大きく変化している時に、そのまま

の目標でやって、どんどん回避して良いのですかってこと。そうだとしたら、目標も修正をかけ

ていかないとならないんじゃないですか。そして、すべきことはまた内容が変わって来るかもし

れませんよってことですよ。立てた時点では、小学校の統廃合も予定には無かった。だけど、現

実は統廃合が起きてしまったんですよ。環境がものすごく変わっているわけですから、そういう

ものの精査を、少なくてもこの対話集会だけでなくて、諮問された委員の方々のご意見を交えて、

修正をしていくべきではないですか。そういうことを、聞く場面は今後もないということですか。

それは単に、今ある総合計画の諮問委員に、会議を開いて終わっているだけですか。最初策定し

た人も含めた形での話ではないのですかってことです。そういう形の中で、きちっとした１０年

先の清里町というものを、しっかりと築いていくことができるのですかという部分について、ど

う捉えているのか。 

 

○総務課長 

 今回のまちづくり対話懇談会でございますが、まずは総合計画の推進管理・進捗状況につきま

しては、総合開発審議会に毎年実績を報告し、意見を伺っていきます。また、その意見等を含め

まして、町民からはまちづくり懇談会の中で、総合計画の進捗状況等を報告し、その中で出た意

見で、総合計画で整理していかなければならないもの、それから本当に１年とかそういう短い期

間で、それぞれ施策で整理していかなければならないものなど、その点を整理して進めてまいり

たいと考えております。 

 

○加藤委員 

 整理して進めていくのは良いのですが、整理して進めていく判断は誰がするのですか。この大

きな方向、計画の中で大きくずれている時に。方向がずれていなくて、条件や環境がそんなに大

きく変わらない時は、決めた目標に向かって進んでいって良いと思いますが、決めた目標や環境

が大きく変わって来た時に、その目標を修正しないで事業の展開をどうやって進めていくのです

かってことです。 

 

○総務課長 

 総合計画の見直しについては、基本的に５年間で反省・評価を行い、見直しを行うということ

です。ただ、予想を超える急激な社会情勢等の変化、または国による抜本的な制度改正が生じた

場合については、弾力的に見直しを行っていくということで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○田中委員 

 町民対話懇談会の意見を、総合開発審議会に報告してということなのですが、この開発審議会

というのは、そこで報告されて検討して、その後審議会でまとめて、町なりに提言と言うか、そ

ういう権限はあるのですか。ただ報告だけで終わってしまうのか。 

 

○総務課長 

 総合開発審議会につきましては、町の諮問機関ということで、諮問事項が生じた場合について

は、町長から委員会に諮問し、答申をいただくことになっております。ただ、総合計画の進捗状

況につきましては、諮問ではなくて報告の形で進めてまいりたいと考えております。 
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○畠山委員長 

 昨年までの策定委員会の中身については、これで終わりとするということですか。 

 

○総務課長 

 平成２３年度からスタートいたしましたが、２３年度の実績報告については、これで終わりと

言うことではないですが、これで進めてまいりたいと考えております。 

 

○畠山委員長 

 今年度の策定委員の予定はどうなっているのですか。今年度は今年度でまた新しくできている

し、当然諮問もされているだろうと思うし。それから、策定委員の中でも意見集約という部分の

流れができているはずなので、それがまた１年、１年で終わっていくと理解してよろしいのか。 

 

○総務課長 

 今年度の策定委員というのは、審議委員のことでしょうか。審議委員については、総合計画の

進捗状況を報告し意見を伺うということで、今年度については８月にやりました。 

 

○畠山委員長 

 ついでに聞くのですが、その中で集約されて、年に３回、４回と数多くしてくださいという意

見が出ていたと思うのですが、これらについての意見はどうなっているのか。 

 

○総務課長 

 年に何回か開いていただきたいということで、今年度以降もそれについて、今のところ検討し

ているところでございます。ですから、審議会は８月だけで終わりとは考えておりません。 

 

○畠山委員長 

 ついでにですが、昨年度の審議の中にも、何回も会議をしてくださいよと言ってて、最終的に

はそうなっていなかったと。今回もその意見が出ている。それで審議していると言いながら、ま

だ結果が決まっていないということは、なくなるという可能性もあるのでしょうか。 

 

○総務課長 

 この後も審議会を当然開いて、いろんな町の施策等の推進状況等を報告し、意見を伺ってまい

りたいと考えております。ですから、今回の８月で終わりとは考えていません。 

 

○加藤委員 

 今の課長の答弁の中には、審議会については報告、報告という言葉があるんですよ。報告は何

の必要もないのですよ。極端なことを言うと、これからの施策、最初に立てた施策をそのとおり

にやっても良いのかどうなのか。今、これだけ計画を立てて変化があります。だからどのように

施策を進めたい、このようにしたい、あるいは、皆さんどのようにしたいですかっていう意見を

聞かないとならない場ですよ、できませんでした、こうなりました、という報告は、土台の基礎

の部分ですよ。会議を開く前の話ですよ。事務的なことではなくて、前に向かって一歩踏み出す
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ための施策や方策、良いアイデイア、こういうものを引き出して、具体化していく場面がなけれ

ばならないと思うんですよ。例えば今回の対話懇談会の中でも、ものすごく重要なことが出てき

ているのです。これらについて本当に真剣に考えていった時に、どういう施策を打っていくのか。

緑で店舗が無くなって、努力して地域の中でまたできた。札弦にもできたが、無くなった。清里

もまた危険な状態に陥っている。例えば商店の問題、生活の直面した部分でもそう。学校の問題

でもそう。人口の減だって目標数値から比べていったら、どんどん下がっている。それらについ

て１０年後は無理でも、この３年間の間に何をしなければならないのか。具体的な施策をしてい

かないとならないと思うのです。それは報告でなくて、作っていかないとならない、展開してい

かないとならないのです。これ以上は水掛け論になるので、是非ここにある対話懇談会で出た項

目。すぐできることと、本当に長期に渡って真剣に今から行動を起こさないとならない問題。こ

れだけでも、やっぱり。１１月の広報に載せれば良いとかじゃないんですよ。これらを基に、諮

問委員会の皆さんの中からこういうアイディアが出た。町、行政としてはこういう施策を考えて

いますが、これで十分でしょうか。あるいはどんな方法があるでしょうか。こういう具体的な案

の意見を聞く場として、せっかく総合開発審議会なり、そういういろんな形があるわけですから。

ただの報告だけで終わらすということのないように、一歩進んでいただきたい。 

 

○総務課長 

 総合開発審議会は本年度は複数回の開催を予定しております。その中で、例えば２４年度の上

半期の状況等を報告し、後は皆さんから、今後に向けてのご意見等を伺ってまいりたいと考えて

おります。 

 

○議長 

 それぞれの委員から出ましたが、総合計画の策定委員の問題もそうなのですが、このまちづく

りの対話懇談会の内容についても、大変忙しい中、３６名の町民の方に参加いただいているわけ

なんで、ただ広報に発表するだけではなく、今言われたようにすぐにできること、できないこと。

やはり、より具体化していくことが、あなたたちの仕事じゃないのかなと思うんですよ。それが、

総合計画の策定委員の１０年間の提案した話もそうですし、今回、まちづくり対話懇談会の中身

についても、できないことはできない、すぐにしなきゃならないことは、しなければならない。

これを明確にしていかないと、何のためにやったのかと。ただやったという証拠作りのためにや

っただけに過ぎないわけで、その辺をやはりメリハリを付けて、具現化できるものはしっかりと、

町民の声を聞いてやっていくという姿勢をどこかでやってもらわないと。ただやったっていうだ

けに過ぎないんじゃあ、そして広報に発表するだけでは困るわけで。それを具体的に、この問題

についてはこうしましたとか、言えるような形を作ってもらわないと困るということです。それ

をやる意欲があるのか、無いのかですよ。 

 

○総務課長 

 今回の対話懇談会で、いろんな意見をいただいております。それについては、できるものにつ

いては、早急にやっていきたいと思います。 

 

○前中委員 

 諮問委員会を開催した中で、まちづくりの基本方策が討論されたということに対して、それの
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進捗状況等を報告ではなく、それをまとめたものをきっちりと作っていただきたい。達成度合い

だとか。よく教育現場であるように、目標を定めた中で、どれだけの到達度まで達成したか。細

かな項目を設けてやっている手法があります。同じように、この第５次総合計画の中でもいろん

な分野において、その達成度合いが、ある程度のパーセンテイジと言いますか、度合いと言いま

すか、そういう部分が多分見えてくるかと思います。その中で、度合いの低い物に対しては、今

回、まちづくり対話懇談会の中で、細かい部分の鋭い指摘、意見等があるので、それを加味した

中で、また練り直すのかなと思いますので、ここに出た内容と違う内容のものを、審議会の中で

きっちり提示することを、やっぱりお願いしたいと思います。それについて、ここに出た以上の

ものを、審議会に提示するということでよろしいでしょうか。 

 

○総務課長 

 その件につきましては、ちょっと検討させてください。 

 

○畠山委員長 

 他、よろしいですか。 

 最後でありますが、この思いというのは、やっぱりまちづくりを真剣に考えている部分と、審

議委員会の委員になった方々に、これだけまちづくりのためにまだまだできるぞと。それから、

まちづくりの今回の対話集会についても、ちょっと投げかければ、町民が関心を持って興味を示

す部分がたくさんあるはずです。育てていくのが職員の仕事かなと思っています。何とかその辺

を育てていただいて、皆でまちづくりをしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 他、ございませんか。なければ、総務課終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは、生涯教育課２点について、１点ずつ説明お願いします。 

 

○生涯教育課長 

 生涯教育課からは２点、資料は７ページからになります。 

 まず１点目、清里町奨学資金貸付金額の改正並びに入学資金貸付制度の創設について、ご説明

いたします。この関係につきましては、経済情勢が厳しい中、高校、大学等への進学に際しまし

て、経済的な理由で就学が困難な方々への支援、また、もう一つとしまして、清里高校への支援

対策ということで、今年度より実施をさせていただきたいというものでございます。 

 この背景につきましては、高校の関係につきましては、小中高校におきまして連携会議、また

は高校支援の連携会議等を随時開催しておりますが、来年度の清里高校の志望状況を清里中学校

における９月現在の志望希望調査状況を踏まえまして、現時点におきましては、昨年よりは好転

をしておりますが、依然厳しい状況で、まだ２０名には達していないところにございます。そう

いった中で、この連携会議の中におきましても、特に奨学資金、あるいは大学等への進学におけ

る一時的な資金、これが非常に重い負担になっているということがございまして、そういったこ

とを踏まえ、また、まちづくり対話懇談会におきましても、そのような意見も出てございました。

こういったことを踏まえ、今回提案をさせていただくものでございます。 

 目的のところにありますとおり、１点目としましては、子育て支援の観点からも、就学にかか



 

- 8 - 

る費用の支援強化を行うための月々の奨学資金の増額。また２点目といたしまして、高校支援対

策ということで、現在清里高校におきましては、地域キャンパス校として、網走南ヶ丘センター

校とも連携を図りながら、南高の夏期講習への参加ですとか、模擬試験への参加など、連携しな

がら進学に向けた取り組みを進めているところでございます。これらの取り組みが活かされるよ

うに、清里高校の進学率の向上を図り、これが入学者の増に繋がるということで、展開してまい

りたいと考えております。 

 なお、この奨学資金、入学貸付金の制度の財源的な部分につきましては、資料１０ページのと

ころに、清里町奨学資金貸付基金運用状況というものがございます。この基金の総額につきまし

ては、一番上の欄、４,５００万円という基金がございます。これにそれぞれ貸付並びに償還を差

し引きまして、２４年３月３１日の決算状況は一番下の右端の基金現在高で、３,０２８万１,５０

０円の基金が残っているという状況でございます。これらの基金を有効に使いまして、各種支援

強化を行っていきたいということでございます。 

 それでは、２番目の改正内容の案ということで、７ページに戻っていただき、１点目の奨学資

金貸付金額の改正についてでございます。ここに案を示しておりますが、この案の基となります

資料ということで、次の８ページをご覧いただきたいと思います。これは奨学資金、毎月の就学

に係る費用の資金貸付制度を近隣町と比較したものでございます。一番左端が本町の現在の状況

でございます。今回主に改正を考えている部分として、貸付金額のところをご説明いたします。

区分としましては、高等学校、高等専門学校、これは俗に言う高専というところです。あとは大

学、短期大学、専修学校ということで、本町におきましては、高等学校が１万円、高専が２万円、

大学、短大につきましては通常は２万５千円、その他の学校で２万５千円、専修学校が１万円な

り２万円ということで、月額の金額が定められております。なお、研究費等多額の学費を要する

場合につきましては４万５千円という規定になってございます。また、その下の貸付時期、償還

期間等につきましては、貸付が毎年５月と１０月、半年分を先払いしまして、償還につきまして

は卒業後１年を据置いた後、１０年以内の償還。方法につきましては、月賦または年賦払いで無

利子の貸付を行っております。これが近隣町の状況でございますが、概ね本町とほぼ同じ金額の

ところが多いですが、斜里町におきましては細かく区分されておりまして、高校につきましては、

自宅と自宅外で金額が分かれております。また、高専につきましても、１年生から３年生につき

ましては１万５千円、４年生以上は短大相当分で２万５千円という額。さらに大学、短期大学に

おきましては、通常がその他の部分で３万円となりますが、介護福祉系では４万円、医療系では

８万円ということで金額設定がされております。その他、小清水町におきましては、高等専門学

校から専修学校まで一区切りで４万円。特異的なところで、留学する者について５万円となって

おります。他、大空町、美幌町、津別町、それぞれ２万５千円～３万円。さらに津別町は、高等

専門学校も学年によって分かれております。貸付の時期、償還の期間、償還方法につきましては、

概ね本町の行っている制度と大きく違いはないという状況でございます。 

 これらの近隣状況等を踏まえまして、７ページに戻っていただきたいのですが、金額改定の案

としまして、高等学校につきましてはそのまま１万円の据置、高等専門学校につきましては、第

１学年から３年生は据え置きで、４年生以上を今の２万円から４万円に。大学につきまして、２

万５千円から４万円に。専修学校につきましては、高等課程が２万円、専門課程が４万円に改定

しております。さらに、上記に掲げる学校で、特に研究費等多額の学資を要する学校、医療系の

学校、理工学部になりますが、これにつきましては、上記に掲げる額の２倍の額をということで

定めていきたいと思います。また、留学する場合を含むということで、括弧書きで記載をしてお
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りますが、高等学校におきましても、清里高校からニュージーランドモトエカへの短期留学もご

ざいます。そういったところにも活用することができるということで、この定めをさせていただ

きたいと思います。貸付の時期、償還方法につきましては、現状どおりで進めさせていただきた

いと思います。 

 続いて（２）入学資金の貸付金の創設ということで、こちらにつきましては、９ページをご覧

いただきたいと思います。この入学資金貸付金制度につきましては、入学時前にかかる一時的な

費用。入学金または前期授業料等について措置をするということを考えております。この９ペー

ジの表につきましては、北海道内における大学等でありますが、おおよそ種類別にどれぐらいの

学費がかかってくるかということを記載したものでございます。一番上が入学金ということで、

高等専修学校では８万４,６００円という定めになっております。その他、専門学校、国立大学に

つきましては、これも金額が定まっております。国公立大学が概ねこのような金額になっていま

す。その他、私立大学の文系と理系ということで、額がおおよそこの範囲になっています。次が

年間の授業料ということで、これもそれぞれ学校ごとにおおよその金額を記載しております。初

年度、最初の１年間にかかる年間の合計額を記載し、一番下から２段目の入学時納入額、入学金

プラス前期授業料ということで、ここが今回対象としたい資金の額でございます。高等専門学校

であれば１４万２,５００円、専門学校、国立大学、私立大学の理系でいきますと、８０万円から

１００万円を超える額が一時的に必要になってくるであろうという数字でございます。それらの

現状を踏まえまして、（２）の入学資金貸付金の現在考えている内容ですが、まず、貸付の対象

でございますが、今回、清里高校への総合支援対策の一環ということで、清里高校から大学等へ

進学する者の保護者を対象とし、貸付を行っていきたい。この保護者につきましては、町外の方

も対象としたいと考えております。貸付の限度額としましては１００万円以内ということで無利

子の貸付でございます。その対象となる経費につきましては、先ほどもご説明しましたけども、

入学金及び前期授業料ということになります。貸付申請期間につきましては、大学に入学する直

前までということで、その大学の入学が決まる時期としましては、いろんなパターンがあります

が、推薦入学で早く決まる場合は既に１０月、１１月に資金が必要になってきますし、最終の国

公立大学で第２次試験等で決定する場合につきましては、３月の後半にずれ込むというような場

合もございますので、ある程度幅を持った中で申請を受付けていきたいと思います。申請に必要

な書類ということで、住民票等の他、入学決定を証明する書類、入学納付金額を証明する書類を

添付していただきます。償還の期間につきましては、従来からある奨学金につきましては、奨学

する学生に貸付を行うものでございますが、こちらの入学資金につきましては、入学時一時金と

いうことで、あくまでも保護者を対象としておりまして、その後の償還につきましても、貸付後

１０年以内ということで、すぐに償還を開始しても構わないという制度を考えております。なお、

在学期間中につきましては据置きすることも可能という内容でございます。 

 この２点の改正の関係ですが、今後の予定でございますが、この２つにつきましては、奨学資

金の貸付条例を基に行っておりますので、１２月定例議会におきまして、その前に提案させてい

ただき、１２月定例会議決後、奨学資金の毎月の貸付につきましては、来年の４月からの適用に

なりますが、入学資金の貸付につきましては、今年度から、これから受験する生徒を対象に貸付

を行っていきたいと考えているところでございます。ということで、全体的に子育て支援対策と

いうことを含めて、月々の就学資金の貸付の増額、さらに高校支援対策として、入学資金の貸付

の創設を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご協議お願いいたします。以上でご

ざいます。 
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○畠山委員長 

 ただ今、奨学資金貸付金額改正並びに入学資金貸付制度の創設ということで、説明を受けまし

た。委員の方、何かこれらについてありますか。 

 

○前中委員 

 この奨学金制度はあくまでも、清里高校に通学している生徒に対しての制度ということで、理

解して良いのですか。 

 

○生涯教育課長 

 １点目の奨学金の金額の改定の増額分につきましては、これは全町民と言いますか、どこの高

校に行っても対象になります。町全体の子育て支援対策として進めていきます。 

 ２点目の、入学資金の貸付につきましては、清里高校に特化して実施してまいりたいと考えて

おります。 

 

○前中委員 

 ２点目の入学支援の一時金のところで、早急に今年度の卒業生に対して対応すると説明があり

ましたが、専門学校の特待生、ＡＯ採用という部分になると、おそらく１０月末までに授業料あ

るいは入学金の前納も制度上発生すると思います。そういう入学制度もあるので、逆に言えば１

０月中に必要だという保護者もいると思いますので、その辺も熟慮していただきたいと思います。 

 それともう１点。町外の方の入学金の一時金の審査の時に、償還に伴って、町民ではありませ

んから、その部分での補填と言いますか、その辺の方法の制度上の問題点等は何かしらあるかな

と思うのですが、その辺について、もし何か考えているところがあれば、ご説明いただきたいと

思います。 

 

○生涯教育課長 

 まず１点目の時期の関係でございますが、当然もう１０月、１１月には早いところは決まって、

納めなければならないところもあるかと思います。改正の時期につきましては、１２月定例議会

にて改正をさせていただきたいと考えておりますが、今年度が初年度ということでございますの

で、特定措置としまして、どうしても１２月定例会終了後にしか、こう言う制度用資金が手当が

できませんが、一時的に融通していただき、それを遡って１０月、１１月なりの方も、貸付の対

象としていきたいと、本年度に限りそのような措置を取らせていただきたいと考えております。 

 それと２点目の関係ですが、清里高校生に対する支援対策ということで、これは町外の保護者

の方も対象にしたいということでして、当然、審査、貸付にあたっては、従来の奨学金もござい

ますが、保証人を必ず付けていただくのが大前提となってまいります。なお、この施策につきま

しては、所得要件は設けないでいきたいと考えておりますので、ご了解いただきたいと思います。

以上です。 

 

○勝又副委員長 

 先ほど報告があったのですが、高校の入学者数の関係で、依然厳しい状況下にあるということ

で、定員の半分もいっていないと。もう時間もあまりないのですが、小清水高校も難しい状況に
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あると。小清水の中学生が４０名ちょっといるみたいなので、小清水から入学者をという部分で

は、通学する手段がない。それで、そこら辺も含めて少し考えていくことも必要かなと。近隣か

ら清里へという要望もあるようなので、そういうアクションを起こしていくことも大事なことか

なと思います。地元の高校に行かない子供たちもいます。やっぱり人数の少ない中で、団体のク

ラブ活動ができないだとか、そういう部分もありますので、小清水の卒業生も清里高校に入学し

てもらうってことも、考えていってはいかがかなと思いますが。 

 

○生涯教育課長 

 小清水町の状況につきましては、事務的には教育長なり課長段階において、情報交換をしなが

ら行っているところでございますが、正直に申し上げまして、本町よりもかなり厳しい状況でな

いかなと感じております。その中で、小清水町内におきましては、現在、小清水高校の今後のあ

り方について、町内議会、住民を含めて話合いがされているとのことでございまして、小清水町

における方針が出てきた段階におきましては、本町からもいろんな支援ということで、アプロー

チをすることは可能だと考えておりますが、今の段階におきましては、小清水町の方針がまだ打

ち出されていなくて、よそから口を出すことはできないことでございますので、高校の北海道の

計画の中では、３町の中での協議、また、それぞれの地域の実態を踏まえてということで、計画

にも出ておりまして、道教委と小清水の教育委員会、高校等と随時協議がされているようでござ

います。そういった協議の結果等を踏まえて、いつでも対応できるような準備ということで、こ

ちらの方も進めていきたいと考えています。将来的な部分を見越して、部活動などにおきまして

も、ご承知のとおり、野球部につきましては、秋の大会で合同練習も結成し１勝しているという

実績もあります。吹奏楽につきましても、小清水、美幌との共同での高文連出場という連携をし

ております。清里高校におきましても、従来から申し上げていましたとおり、部活動への支援と

いうことで、バスケットボール部の講師の招へいですとか、年末には吹奏楽部に陸上自衛隊の音

楽隊を招いての講習会も開催するというようなことで、そういった支援をしていきながら、他の

町の状況等を見極めながら、今後の対策を進めていきたいと考えております。 

 

○勝又副委員長 

 相手があるので、小清水側がどういうような判断をするのかということもあるかと思います。

ただ、もう１１月になり半年を切って、そろそろ中学３年生も進路を決める時期になってきてい

ると思います。そんな中で、相手方がどのように決まるかもありますが、いずれにしろ、こっち

でも受入体制ができるような対応、そんなことも含めて進めていただきたいたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 あと、他ございませんか。 

 無ければ、次の２点目お願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 続きまして、２点目の公共施設管理公社の見直しについて、説明させていただきたいと思いま

す。この関係につきましては、今年度、教育行政執行方針にも掲載し、今年２月の常任委員会の

場で、今年度中に見直しをさせていただきたいという報告をさせていただいているところでござ

います。その後、協議検討し、今後の具体的な見直しの必要について、この場で協議をさせてい
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ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、１点目の見直しの意義についてでございます。この関係につきましては、まず、運営組

織の見直し及び強化ということで、現在の公共施設管理公社につきましては、人格のない団体で

組織されております。これを、しっかりとした法人格を有する団体へと移行し、組織体制を強化

してまいりたいということでございます。 

 ２点目と致しまして、住民サービスの向上ということで、利用期間等の見直し。現在、体育施

設等あるいは図書館につきましては、祝祭日について閉館をしております。これを来年度から開

館をしていきたい。また、利用時間につきましても、今後時間帯の見直しを検討させていただき

たいと考えているところでございます。 

 ３点目としまして、管理運営経費の縮減と言うことで、効率的な人員配置を行うことによって、

経費節減に努めていきたいという、この３つの観点から見直しを行っていきたいということでご

ざいます。 

 管理運営体制を移行する施設ということで、こちらに記載しておりますとおり、体育施設では、

清里トレーニングセンター、これは隣接の屋内のゲートボール場を含めます。町民プール、緑ス

キー場、札弦トレーニングセンター、武道館、野球場、テニスコート、町民グランド、それに新

たに図書館、郷土資料館の文化施設を加えて移行していきたいということであります。 

 中身につきましては、１２ページをご覧いただきたいと思います。体育施設及び図書館等管理

運営体制、移行後の体制についての説明でございます。一番上が営業期間、その次が日常の管理

業務を行っております。さらに職員の配置と、それぞれの施設の主な年間の行事、あるいは利用

の計画でございます。清里トレーニングセンター、町民プール、緑スキー場、この３つの施設に

つきましては、それぞれ記載しておりますが、窓口業務あるいは施設の清掃、維持管理、外構の

草刈、スキー場につきましては、リフトの運行、ゲレンデ整備ということで、これまで公社が行

っている業務を、このまま新しい体制に引き継いでいます。なお、トレーニングセンターの夜間、

土日祭日の警備、窓口につきましては、現在も警備会社に委託をしております。これは引き続き、

そのまま警備会社に委託します。続いて、札弦トレセンにつきましては、現在の利用の関係につ

きましては、利用申請、備品貸出、料金徴収は、札弦支所で付けております。それにつきまして

は、そのまま引き続き実施していき、外構の維持管理、これも現状どおりですが、草刈等を行っ

ていきます。続いて、武道館、野球場、テニスコート、町民グランド、パークゴルフ場ですが、

武道館、野球場、テニスコートにつきましては、現在もそれぞれ各利用団体において管理をされ

ております。公社の方では、外構の維持管理等を行っております。これをそのまま引き継いでい

きたい。町民グランド、パークゴルフ場につきましても、窓口業務、設備点検、小破修繕という

ことで、新しい組織に引き継いでいきたいと思います。新しく今度、図書館と郷土資料館があり

ますが、現在は町で行っております、貸出・返却、選本等、こちら記載の５点の事務につきまし

て、町からの業務委託ということで、新しい組織に運営していただく。郷土資料館につきまして

も、通常は今は施錠している状態でございますが、要望に応じて開館をし、内容の説明を行って

おります。これにつきましても、この鍵の管理を新しい組織に引き継いでいただき、施設の維持

管理を行っています。中身の説明等につきましては、町の職員が対応します。以上が管理運営す

る移行の内容でございます。 

 続いて、新しい管理運営体制ということで、その受け皿となる組織の中身について説明させて

いただきます。それにつきましては、一般社団法人ということで、町からの業務委託で行ってい

きたいと考えております。この組織体制ですが、１３ページをご覧いただきたいのですが、左側
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に現体制で記載しております。人員配置的には２３年度の配置をベースとしております。現在、

公社におきましては、体育施設の管理１名が公社正職員、１名は臨時として雇用しておりまして、

これを通常ベースの体制に戻して移行していきたいということで、ここでは体育施設につきまし

て、正職員を２名、あと臨時職員としてトレセンの管理、プール、スキー場の短期従業員、さら

に図書館の方が、町職員１名と貸出等の業務ということで、司書、貸出業務１名ずつという体制

で、合計で２２名の体制の中で記載しております。公社職員が２名、町の正職員が１名、臨時職

員１９名となっております。これに係る金額の算定でございますが、下に注釈を記載しておりま

すが、体育施設職員の給与につきましては、年齢４０歳程度の職員２名分ということでの換算を

しております。これも移行によっては、また人員配置によっては、額が変動するのですが、でき

るだけ年齢層に関わらず、平準化した額ということです。図書館の町の職員の給与額につきまし

ても、４０歳主査相当職ということでの総体の人件費を７５０万ということで記載しております。

この体制を次年度以降、法人でということで法人の中の体制といたしまして、体育施設につきま

しては、現在の体制をそのまま引き継いでいく考え方でございます。なお、一番上のプール、ス

キー場の２名につきましては、現在１名の正職員がおりますので、その１名はそのまま新しい組

織へ引き継ぎまして、１名を正職員として新たに採用をしていく必要があると考えております。

図書館につきましては、町の職員を引き上げまして、この新しい法人の仕切りを行う本部の事務

局長を選任で採用していきたい。さらに、図書館の業務につきましても一部兼務をさせ、その法

人の事務所につきましては、図書館の事務室に設置をしていきたいと思います。そういったこと

で、図書館業務は司書１名と、貸出業務というところで２名の配置をしております。１日勤務す

る方１名と半日の方１名ということで考えております。なお、本部事務局長の人件費、現段階で

２０万円程度での金額想定で算定しております。現体制との比較の中では、およそ２６０万円程

度の節減が見込まれます。これはあくまでも平準化した中での数字でございますので、それぞれ

の年によって変わりますし、正職員雇用しますと、年々当然人件費は上がってまいりますので、

総体の金額も上がっていくことが予想されます。 

 続いて、新たな法人の組織体制についてでございます。１４ページをお開きいただきたいと思

います。仮称でありますが、清里町公共施設管理協会ということで、組織をさせていただきたい。

中身につきましては、理事会ということで、一番左ですが、この中に体育協会、施設を利用する

団体ということで体育協会、さらに文化連盟の代表者の方に入っていただく。また、スポーツ推

進委員会の委員、また社会教育委員会の委員の代表者の方にも入っていただき、いろんなご意見

をいただきながら組織を運営してまいりたいと考えております。その下に事務局長がおりまして、

各施設ごとに人員を配置していただくということで、総体で職員２３名を予定しております。主

な業務といたしましては、町からの施設管理につきましての業務委託となってまいりますので、

当然、町の方から業務の内容につきましては、その中で指示をしながら運営をしていただきたい

ということになっております。 

 続いて、この新しい受け皿となる法人ですが、一般社団法人ということで考えております。当

初よりＮＰＯ法人等での組織編成と申し上げておりましたが、一般社団法人というのは、公益法

人制度改革によりまして、平成２０年から新たに開始された制度でございます。中身を若干説明

させていただきますが、その一般社団法人につきましては、営利を目的としない非営利法人の中

で、人の集まりに対して法人格を与えるものでございます。と言うことで、２名以上の社員、構

成員がいれば設立することができるものでございます。次の段で、事業の内容につきましては、

制限が無いということで、基本的に自由な事業を行うことができます。また、設立についても、
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登記のみで設立させることができます。非営利法人と言う意味ですが、法人の利益を構成員に分

配しない法人ということでありますので、例えば株式会社のように利益を株主に利益を配当する

ことができない団体組織となっております。と言うことで、一般社団法人につきましては、非営

利法人に属することになりますので、収益活動などで得た利益は、構成する社員に配分できない

ことになりましたが、そこで働いている従業員に対して、給与としてお支払いすることは全く問

題はないということであります。 

 一般社団法人の特徴を記載しております。１点目としては、さまざまな事業を行う段階におい

て活用することができると。収益事業についても行うことが可能になります。また、２点目とし

て設立における手続きが簡単である。法改正によりまして、登記手続きだけで設立が可能でござ

います。次の１６ページにおきまして、税金についての一定のメリットもあるということで、余

剰金の分配を構成員に行わないということで、しっかりと定款に定めることによりまして、非営

利ということが徹底されますので、収益事業の部分だけに課税がされるということになってござ

います。また、４点目としまして、自主・自立的な運営を行うことができるということで、登記

のみでの設立ができるため、行政庁、監督官庁が無いということで、報告義務などがありません。

参考としまして、１７ページの方に、ＮＰＯ法人、一般社団法人、一般財団法人の比較というこ

とで、それぞれ記載しております。先ほどから申し上げておりますが、一般社団法人は非営利法

人ということで、それを全面に出した法人となります。法人格を有しておりますので、しっかり

とした信頼性のある組織が作れますし、手続きが簡単であるというなこと、活動内容に制限がな

いということ。所管庁への報告がないということがございます。 

 設立にあたりましては、登録免許税ということで、ここに１１万２千円とありますが、１０万

円を超えるような金額が必要になってまいります。 

 最後に１８ページの方に、一般社団法人、平成２０年から出来た組織ということでありまして、

なかなか北海道内にはあまり無いのですが、全国的にはこういったスポーツ会館ですとか、地区

センターなどそういった施設の管理運営を行っている団体で、この法人組織されているという一

例でございます。以上、法人の内容についてご説明いたしました。 

 １１ページに戻っていただきまして、これまでご説明させていただきました内容により、既に

教育委員会の方にも協議をしております。また、各団体の方にも協議をしておりまして、今週末

には社会教育委員会もありますので、その中でも協議・報告をさせていただきたいと思います。

その後、母体となる団体を設立しまして、先ほど申し上げました登記手数料等の費用について、

１２月補正予算で補正をさせていただき、その後職員の募集、登記手続きを進めてまいりたいと

考えているので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、管理公社の見直しということで、提案をされたわけですが、委員の方で何かございま

せんでしょうか。 

 

○前中委員 

 町民グランドも管理するのですが、スケートリンクの関係はどうなるのですか。 

 それともう１点、こういう形でスポーツ財団という名称で、他町村では結構そういう形で移行

していると思うのですが、仮に仮称なり名前等があるのかどうなのか。もし、まだ検討中であれ

ば検討中ということで、その辺についてお願いします。 
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○生涯教育課長 

 １点目の町民グランドの関係につきましては、これも現在の形態と同じということで、外構周

りの夏場の草刈等は、この新しい公社での業務委託をしていただき、スケートリンクにつきまし

ては、機材等の関係もございます。また、技術的な部分も含めまして現在委託している業者に引

き続き行っていただきたいと考えております。 

 それと名称につきましては、公共施設管理公社ということで、現在運営しているところでござ

います。それらの施設は引き続く中、あと新たな図書館も資料館も含めていくということで、仮

称としておりますが、現段階ではこの清里町公共施設管理協会という名前を、現在の案としては

使いたいと思います。 

 

○前中委員 

 あと、各種利用料金等も従来どおりで移行するだろうと思いますが、それに伴ってまた改正等

も検討課題として考えられるのかどうか。その点についても。 

 

○生涯教育課長 

 各種利用料につきましては、現状を引き継いでいきたいと考えておりますが、運営後につきま

しても、当然、利用状況等を踏まえながら見直しを行っていくことは必要と考えておりますので、

必要とあれば料金改定等を行っていきたいと考えております。 

 

○畠山委員長 

 その他も含めて、ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 なければ、これで終わらせていただきます。 

 

○生涯教育課長 

 すみません、連絡事項を１点よろしいですか。 

 光岳小学校の、体育館と音楽室が１１月２０日工期でして、１２月１６日に学芸会があります

が、その前段に簡易的な落成式を予定しておりまして、皆様方をお招きしたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 続いて、２番の次回の委員会について、事務局長お願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、定例会が１２月にありますので、定例会前の１ヶ月前というよ

うな形でございますので、１１月２０日火曜日を予定したいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○畠山委員長 

 １１月２０日ということで、予定させていただきたいと思います。 

 ３番、その他。 
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○議会事務局長 

 ございません。 

 

○畠山委員長 

 委員の方で、その他ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

 

●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

それでは、第１２回総務文教常任委員会を終わります。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時１３分） 


