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第１回総務文教常任委員会会議録 

平成２４年１月３１日（火） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１１時３０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平成２３年度一般会計補正予算（第５号）の概要について 

  ②グランドデザインの策定状況について 

  ③清里町移住・定住支援制度（案）について 

  ④町単独補助事業等を活用した地元振興について 

  ⑤その他 

 ●生涯教育課 

  ①平成２３年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）について 

  ②平成２３年度「全国学力・学習状況調査」の結果について 

  ③その他 

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    ■総務Ｇ主幹      河合 雄司 

 ■企画財政Ｇ総括主査  熊谷 雄二    ■企画財政Ｇ主査    阿部 真也 

 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■学校教育Ｇ総括主査  清田 憲宏 
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○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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第１回総務文教委員会を開催させていただきます。 

 

 

○畠山委員長 

 それでは早速ですが、町からの協議・報告事項ということで、最初、総務課５点ございます。

１点ずつ説明お願いいたします。 

 

○総務課長 

 それでは、総務課から５点の協議・報告事項について、ご説明させていただきたいと思います。 

 １点目の、平成２３年度一般会計補正予算（第５号）につきまして、今回の補正内容は、光岳

小学校屋内体育場等改修事業の補正１件を予定しております。詳しくは、この後教育委員会から

全体事業の説明がございますので、概要のみ総括主査からご説明いたします。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、平成２３年度一般会計補正予算（第５号）の概要についてご説明いたし

ます。今回の補正予算につきましては、耐震性の低い光岳小学校の屋内運動場、それと特別教室

について、国の学校施設環境改善交付金を活用し、耐震性の向上を図るものでございます。資料

の２ページをご覧ください。９款教育費・２項小学校費・１目学校管理費・事業名は光岳小学校

屋内運動場等改築事業でございます。交付金事業の事務費として、普通旅費５万円、消耗品８８

万５千円、合わせて９３万５千円。また、施工管理業務委託料を４００万円、改築工事請負費２

億１千万円補正するものでございます。補正額は合計で２億１,４９３万５千円でございまして、

この内、国庫支出金が９,４４３万９千円、町債につきましては、緊急防災災害事業債と学校教育

施設等整備事業債を合わせて１億２,０４０万円となってございます。今回借入をいたします緊急

防災災害事業債につきましては、今年度交付税措置が８割、また学校教育施設等整備事業債は交

付税措置が７割となっておりまして、非常に有利な起債となってございます。残り９万６千円が

一般財源であり、普通交付税を充当してまいりたいと考えてございます。担当は生涯教育課でご

ざいまして、事業の詳細につきましては、後ほど生涯教育課よりご説明いたします。以上が平成

２３年度一般会計補正予算（第５号）の概要でございます。 

 

○畠山委員長 

 ①でありますけれども、補正予算の概要ということで、何かございませんでしょうか。 
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（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 無ければ、次に移ります。 

 ②のグランドデザイン策定について、お願いします。 

 

○総務課長 

 それでは２点目の、グランドデザインの策定状況につきましては、昨年策定いたしました第５

次清里町総合自立計画の基本構想に基づきまして、グランドデザイン化をするものでございます。

その原案につきまして、別冊で担当主査よりご説明いたします。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは私の方から、清里町グランドデザインについて、お手元の別冊の原案という冊子に沿

いまして、説明をさせていただきたいと思います。 

 清里グランドデザインは昨年策定いたしました第５次清里町総合計画で目標を設定した各基本

構想がございます。こちらにつきましての取り組みと事業展開について掲載を記録していくとい

う形のものでございます。原案の１ページをご覧いただきたいと思います。グランドデザインの

位置付けということになろうかと思います。下段にグラフがありますが、真ん中に第５次清里町

総合計画が既に策定されております。こちらの関係でございますが、広くは国は主に北海道開発

計画がございます。新たな北海道開発計画は７次まで進んでおりまして、現在昨今の状況を含め

ての見直しを行っているところでございます。また、北海道につきましては、北海道総合計画等

がございます。国、道の関係、地域に関わる総合計画と合わせまして、第５次総合計画を策定と

いう経過がございます。また、この総合計画の内容を持ちまして、本町では２期に渡ります自立

計画ですとか、行政改革大綱と言った、いわゆる総合計画の町に則した形ですけれども、各種計

画。また、過疎地域の自立促進計画等も、こういった総合計画をベースに作られているというこ

とが、中央から右の関係の列記でございます。こういったものを実際にイメージとして表現して、

広く周知していきたいということで、清里町グランドデザインを各総合計画の翌年度にはこうい

った形で住民に周知をさせてもらっている。また、その事業実施を進めていくことを皆様に議会

等を通じまして、ご理解とご協力を賜っているというのが現在までのグランドデザインの位置で

ございます。また、グランドデザインは当然ながら総合計画に則す形、それから各種行政計画と

の整合、それから各法令に基づきます制度活用をさせていただいて、その中で効率良く、きちん

としたご理解とご協力をいただいた中での事業実施。また、併せて町としましての進むべき方向

等を盛り込んだ形で策定をしていくということで、行っているものでございます。 

 構成としましては、今回は３部に分かれてございまして、１部につきましては策定の経過とい

うことで、今、若干説明させていただきましたが、グランドデザインの位置、清里町の現況関係

をまとめた部分がございます。２部におきましては清里町の土地利用ということでございます。

また、景観行政団体となってございますので、そういった部分の扱い方、考え方について記載を

させてもらっているところでございます。清里町の第５次総合計画におきましては、「人と自然

がともに輝き躍動するまち」というテーマを、第４次総合計画から引き続きもってございます。

清里町は雄大な自然景観の中で生活をする清里の一つの姿、それから花と緑と交流のまちづくり

によりまして、身近に美しく景観を保っている経過等を踏まえまして、今回町としまして町長の
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施策のイメージとして「庭園のまちづくり」というテーマが掲げられております。これは正に「人

と自然がともに輝き躍動するまち」という部分を、もう少しわかりやすく取り込んでいけるよう

なテーマとして設定をさせてもらうという部分で、広報紙の中でも出ているテーマでございます。

こういった部分を活用しながら、グランドデザインを進めていきたいと考えているところでござ

います。１部につきましては、第５次総合計画の５ページの方になりますけれども、５つの柱を

総合計画で策定させていただきました。こちらの基本構想という部分までを、昨年度の１２月議

会で基本構想の議決を皆さんからいただいているところでございます。そこからどういった事業、

それから手法で行っていくのかという部分の具体的な例の一部を、グランドデザインの方では表

現をしていきたいと考えているところでございます。 

 中の方は基本的には１部につきましては、どういう部分という形で進めさせていただいており

ます。 

 第２部の方の土地利用の関係でございますが、清里町におきましては、概ね公共施設などの改

築ですとか整備等が、２４年度ではパパスランド等がありますが、大規模な土地利用関係の動き

がひとまず安定しているという状況でございます。農村地域、市街地、森林地域という形の３地

域に本町は分けさせていただいておりまして、景観の保全と合わせた利活用の方につきまして掲

載をさせてもらっているというところでございます。 

 ３部の構成の話にまいりたいと思います。庭園のまちづくり構想ということで、町の方から町

長の執行方針の中でも出てきた言葉でございますけれども、これを広く進めていく形で、こちら

の方で具体的な事業の考え方といったものを述べさせてもらっているところでございます。１つ

目でございますけれども、施設の整備関係を行っております。それと合わせまして、当然そこに

絡みます事業関係、ソフト事業、施策事業という形になるかと思いますが、施設の整備に合わせ

たどのような利活用ができるかという部分も連携強化をしていきたい。従来から行ってきた部分

でございますけれども、特に今回はパパスランド、今後の働きかけ等もございますが、そういっ

た施設等の活用を行えるような形の事業も合わせて行っていきたいという部分を大きく掲げてい

るところでございます。その他にもソフト事業ということで、例えば健康、医療、福祉等もござ

いますけれども、過去から続いている健康づくり総合対策事業、社会体育ですとか、健康管理と

いった部分と相互協力をしながら、なるべく皆さんが健康で元気に安心して過ごしていけるよう

な働きかけというものを、これからも進めていきたいということでございまして、まずは施設関

係とソフトの関係の連携、さらには既存の事業関係も新規を含めてですけれども、ソフトウェア

事業の連携向上を進めていきたいと考えているところでございます。次に、共生・共創という言

葉が第５次の総合計画でも出てきているところでございます。この中で共創、住民の皆様ととも

に何か創り上げていきましょうということを考えているところでございます。その部分につきま

しては各種行っておりますけれども、まちづくり交付金ですとか、そういった支援事業の立上げ

も含めまして、住民の皆様からの発想ですとか、事業の起業ですとか、そういった部分につきま

しても支援をしながら、民間活力等の掘り起しをしていきたいという点も記載をしております。

そして併せまして、町からのいろいろな交付事業等もございます。そういったものにつきまして

ですけれども、いわゆる現金給付が基本でございましたけれども、今後におきましては、例えば

町の中の商品券ですとかプリペイドカード等を使いまして、町内での消費拡大を目指すような手

法、これは既に他の自治体でも例もございます。こういった形で町の中での支援を、さらに町の

中に戻していけるような、そういうような仕組みを検討させていただきたいと思うところでござ
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います。庭園のまちづくりの軸としまして、こういった部分を踏まえて進めていくわけでござい

ます。 

 その次の２章では、施設の整備計画を設けさせてもらっております。こちらの方は別冊の冊子

の２２ページから細かく載ってございます、こちらの方は現在進めておりますもの、それから将

来に向けて進めます施設整備関係を載せてございます。大まかなものということで記載をさせて

もらっているところでございます。 

 それからその次に、協働・共創のまちづくりということで３章の方ですけれども、こちらの方

としましては、既に交付金事業ですとか、花と緑のまちづくり事業、健康づくり総合事業、学校

教育、生涯教育と言うような事業をそれぞれ実施していくところでございまして、これがどうい

った形でと言うのは、やはり地域に何か還元ができないか、地域に還元していきたいという部分

を軸に進めるところでございます。既に交付金事業につきましては、現在２３年に実施をしてい

るまちづくりの団体ですとか、そういった部分の活動が現在行われているところでございます。

花と緑と交流のまちづくり事業につきましては、基本的には現在のところ継続していくような形

の中で、町のイメージアップを図っていきたいと思っているところでございます。移住定住の関

係でございますが、新町の定住団地の分譲を２４年度から開始するところでございます。移住定

住者への支援事業等の創設を行っていきたいと考えているところでございます。また、健康づく

り総合対策事業等につきましては、各種検診、予防接種等を継続して行うということでございま

す。次に子育て支援事業関係につきましても同様でございます。学校教育の関係につきましては、

山村留学や外国人英語講師等、国際教育、交流関係ということで軸に据えて行っていきたいと思

っているところでございます。生涯学習事業関係でございますが、こちらは清里セミナーとか海

外の研修をされた方等の町内還元等も行っていくような形で、そういった中で住民参加ですとか、

新しい発想を住民の皆様と共有していきたいという形を取りながら、活性化を目指していきたい

と思っているところでございます。こちらの方は原案ということでございまして、現在のところ

各関係課の方に内容調整をさせていただいているところでございます。 

 刊末におきましては資料ということで、現在仮集計の状況でございますけれども、いろんな各

種行政課題ですとか、いろんな諸々の事業の項目ということで、仮で計算させていただいており

ます。現在はこの内容について精査をさせていただいておりまして、このグランドデザインの中

で、どのような事業を取り組んでいくということの資料として添えさせていただいております。

説明は以上です。 

 

○畠山委員長 

 ②のグランドデザイン策定ということで、説明がありました。委員の方で何か質疑等がありま

したら受けたいと思います。 

 

○池下委員 

 平成２３年度から第５次総合計画が始まったのですが、第５次は平成２２年度中に作っている

と思うのですが、これを作った時は前橋場町長が主になってやっていたんですよね。今回、櫛引

町長に代わりまして、来年度からいよいよ本格的に櫛引町政が始まるのですが、２２年度に作っ

た時と今回のグランドデザインとでは、どういうふうに大まかに変わっているのか。その辺をち

ょっと聞きたいのですが。 



 

- 6 - 

 

○総務課長 

 第５次総合計画におきましては、平成２２年度に策定委員会を設立して策定しております。平

成２３年度に統一地方選挙で町長が代わったわけですが、今の櫛引町長においても基本的には第

５次総合計画を踏襲した中で施策等を打ち出しているところでございます。 

 

○池下委員 

 橋場町長の時と今とでは、大まかには何も変わっていないと言うことなのですか。 

 

○総務課長 

 櫛引町長から「庭園のまちづくり」と言う表現等が出ますが、これも第５次総合計画を基にし

た事業でありまして、基本的には変わってございません。 

 

○議長 

 最後の刊末資料の関係なのですが、ここで主な実施予定事業が実施年度と金額まで出ているわ

けです。今までのグランドデザインには一切こういうものは提示されていないわけなのですが、

こんなものを出されてしまうと、実施計画になってしまうかなと思うのですが。 

 それと、議会の方も昨年代わったばかりでございまして、清里町には総合計画とグランドデザ

インということで、町の指針として役割、総合計画とグランドデザインの意味するものはどうい

うものなのかということを、新しい議員さんもおりますので、総合計画の役割、グランドデザイ

ンの役割、その辺を議員にも明確にしてもらわなければならないかなと思います。ただポンとグ

ランドデザインを出されて、最後に刊末の実施予定事業なんてものが出されてしまうと、議会で

は議論していないわけなんですよ。これが一人歩きして、これを認めてしまうと「グランドデザ

インに出ていたでしょう」という形で、今までも平均にそうなんですよ。この辺をちゃんと整合

性のある説明をしてもらわないと、議会も昨年代わったばかりなので、わからない方もたくさん

いますので。総合計画とグランドデザインの整合性並びに位置づけ、そして主な実施予定事業っ

て、事業年度と金額も書いているわけだから。これをやる時に委員会で協議する時に、今頃何言

っているんだと、認めたんじゃないのかと、今までずっとそういうやり方なので。その辺、はっ

きりしてもらいたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

○総務課長 

 まず第５次総合計画、平成２２年度に策定いたしましたが、これを基にしてわかりやすく、い

ろんな計画をグランドデザイン化しております。それで今、議長からお話がありました、今回の

グランドデザインと原案の最後に付けております大雑把な予算、それから事業等については、あ

くまでも内部の手持ち資料でございます。ただ、我々がいろんな計画等を策定する場合には当然、

事業費等を勘案した中でいろんな計画等を策定しておりますので、あくまでも手持ち資料という

ことで、これに出しているから、議会に協議したとか報告したとは思っておりません。あくまで

も手持ち資料ということで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長 
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 確認しておくけれども、手持ち資料ということは、グランドデザインが冊子になった時には、

これは付けないということなのか。 

 

○総務課長 

 はい、そうです。 

 

○畠山委員長 

 他にありませんか。 

 

○前中委員 

 議長からも指摘がありましたが、僕も１年目ということで、こういう形で初めて見ているので

すけども、歳入歳出の部分で、歳出のベースはこういうラフなプランで提示されているわけです

が、やはり歳入の大きさ、キャパがどのくらいあって、年次の中でどれくらい５年間の中で歳出

できるのかという、そういうバランスの組み合わせが各事業に盛り込まれるのかなと思うんです

けども。あまりにも同じ事業を同じような形で常に１００％消化する。各細目に対して。細かい

ところを見たら、同じベースで４年間支出しましょうだとか、そういう形にはなっているんです

けども、新たに新しいものを取り組む時にどう捻出するかっていうものも説明できないのか。そ

の辺、どの部分を減らすとか増減だとか、各事業に対して。やはり文言として捉えていかないと

ならないのではないかなと思うんですけども。その辺のグランドデザインはまだ、これと言って

検討というのはあるのでしょうか。 

 

○総務課長 

 グランドデザインで大雑把な事業費等を算出しておりますが、いずれにしても町が事業をやる

場合は国庫支出金、補助金、あるいは起債等を勘案した中で事業を進めていかなければならない

ので、事業が採択になって、そういう補助金等をどれだけ見込めるか、計画段階にならないと当

然出てこない歳入額でありますし、それぞれの項目について、計画段階から所管委員会等で歳入

歳出にわたって協議していく。したがいまして、これらに伴います国庫支出金だとか、いろんな

起債等が見込まれる状況の中で、なかなか確定が非常に難しい状況でございます。 

 

○前中委員 

 であるならば、新しい櫛引町政になった部分で、新しいメニューをここの中でもある程度提示

するのが常でないかなと思いますが、その辺はどうなんでしょうか。 

 

○総務課長 

 昨年６月の町長の向こう４年間の町政執行方針の事業については、かなりの部分については、

この中に含まれております。 

 

○前中委員 

 目玉の庭園のまちづくりって言う部分が、今見ているんですけども、どうもそれに対する計画

性のものっていうのが見えていないのですが。それはどこかには入っていると捉えて良いのです
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か。 

 

○総務課長 

 町長の町政執行方針と町長の庭園のまちづくりについては、第５次総合計画を基本とした庭園

のまちづくりとなっておりますので、どうしても重なる部分が大いにあるということで。ですか

ら、町長の庭園のまちづくりは、第５次総合計画を飛び抜けた事業ではない。第５次総合計画に

含まれた事業として、庭園のまちづくりを推奨しているものでございます。 

 

○議長 

 総合計画は策定委員会があるが、グランドデザインは誰が作っているのか。 

 

○総務課長 

 総合計画は策定委員会で策定してもらって、それに基づきましてグランドデザインについては、

所管する課あるいは企画委員会と言いまして課長以上で組織する委員会があり、その中で策定し

ているところでございます。 

 

○議長 

 もしそういうことで、時間をかけて総合計画ができてから１年経っているわけだから、平成２

３年度から始まっているわけでしょ。１年近く経っているわけで。そのグランドデザインの作り

方の流れっていうものを、冊子になる前にやはりもう少し議会に何回も打合せしないとまずいん

じゃないのか。いきなり出てきてポンと出されても、修正が何もつかなくなるのでは。これまで

作ってきている流れの中で、やはり委員会に報告すべきでないのか。それをしないから、今言わ

れたような話がたくさん出てくると思うんだけども。これは今まで内部では何回くらいやってい

るんですか。グランドデザインの会議は。 

 

○総務課長 

 管理職で組織しています企画委員会、それからワーキンググループと言いまして、グループリ

ーダーあるいは主幹等で、それぞれの項目について検討して何回かやっています。これについて

は、あくまでも原案ということで、まだ修正は可能と言うか。あくまでも原案でございます。 

 

○議長 

 ２４年度からこれをやらなければならないのに、これが原案でこれから何回もやるって。本当

はでき上がっていなきゃならないのに。それから苦言を呈したいと思いますが、３０ページを見

てください。今、清里高校がどうなるかって騒いでいる中で、支援は従来どおりのニュージーラ

ンド研修と従来どおりの支援しかしませんと。こんなことでは、とてもじゃないけど高校生は来

ないんじゃないか。高校はどうあるべきかまでの話を、やっぱりしっかりやってもらわなきゃな

らないんじゃないですか。従来どおりの支援をしますよと。道教委から２年続けて２０人切った

ら募集停止という話が目の前まできている状況で、総合的な支援対策しますと。こういうことで

果たしてまちづくりになるのですか。それを各課でやっているって言うけども、教育委員会部局

からそういう話は出てこないのですか。これが完璧じゃなくて、これから直していくと言うのな
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ら、そういうことも含めてやって欲しいと思います。 

 

○総務課長 

 わかりました。 

 

○畠山委員長 

 皆さんが一番心配しているのは、５次計画は当然理解している。グランドデザインという部分

もある。そして町長が新しくなった。でも今まで町長が携わってきたからこれに入っているよと。

せっかく町長の考え方が出てきているなら、多少なりとも新年度から新しいものが入っているの

かと思いきや、その辺の位置付けはみんな一本化になって出てきているという不自然さ。この辺

が一番気になる。それから、将来に向かってとりあえず協議するとか、大きな夢はそれで良いの

かもしれないけども、具体的な方向だとかと言うよりも、せっぱ詰まった問題については、何ら

かの形で解決していかなければならない。できればそこら辺まで、これまで努力されたんだから

作って欲しいなと思いますが。 

 

○前中委員 

 もう１点、ちょっとどうしても付け加えて欲しいのは、昨年の震災の関係で、エネルギーに関

しての文言がこの中に全然無いんですよね。町長も事あるごとに自然エネルギーのことに関して、

畑かんのダムの利活用の問題だとか、あるいはソーラーだとかも積極的な話を聞かれる中で、な

ぜここに同じようにタイムリーな言葉と言うか、この中に提示できていないのか。そこら辺をも

う少し精査しながら検討に値するのではないかと思うんですけども。そこら辺の話はどうなので

しょうか。 

 

○総務課長 

 今、皆さんからいろんな意見をいただきました。その点を含めて、さらにこのグランドデザイ

ンについては精査させていただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 基本的に、第５次総合計画ができて、次の年にはグランドデザインを作らないとならないとい

う形の中で、１年間の中で作らざるを得なかったという現実。そのことが今回のこの資料だと思

うのですが、そんな中であまりにもその課長が言われた、事務的なスタンスの中では今年１年で

事業が止まるわけでもない。自治体というのは継続性があるもの。そういう中では、最低限の基

礎数字が一番最後に示された数字だと思うわけですが、その時に今、議長や委員が言われている、

策定する中で、この事業が将来に向かってどうなっていくんだという部分を全く入れていないと

思うんですよ。だから今の高校の問題にしても、子育ての問題にしても、私立幼稚園の支援の問

題だって同じように書いてある。でも、今日の新聞なんかにもありましたが、やっぱり保育所と

幼稚園と両方の問題。いろんな形の中で変えていかなければならない中で、こういう数字が出ち

ゃっているところに、どうなっちゃっているのって思うわけです。これでいくと、議長が言われ

たように議会は必要ないと。それと、いろんな形の中で、この町に住んでいる人が次のステップ

をしていく時のプラスアルファと言うか、考えていきましょうという内容が残されていない。参
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考資料と言いながら、こうやって全てのものがそのまま行った時に、この８割以上はこれで行く

んだろうなと。でも、そんな中で変えられる部分、変えていかなければならない部分の要素の内

容が提示されていない。１年間で作らないとならないというだけの仕事だったよという意味では、

グランドデザインの必要性と内容はどうなのかなと。先ほどから課長が言われている、町長の庭

園のまちづくりの表現は第５次に沿っていますよと。そうなってしまうと、今の町長が新しいカ

ラーの中で庭園ということを、第５次の計画の中に織り込んでいこうとしているのか。逆に、新

しい櫛引町長は第５次総合計画の中の範囲内で、このことだけをしたいと思っているのか。考え

方がものすごく違ってくるんですよ。櫛引カラーと言われるものと言うか、これからのまちづく

りの中では第５次計画を一昨年立てまして、こうやってグランドデザインができたけども、やっ

ぱり新しいリーダーが出た時には、それにプラス何という強い形が出てきても良いと思うのです。

その部分が、今の町長には思うのですが、課長の答弁の５次計画に沿っていますよと言うと、何

も新しいものは無く、ただ行政の流れの中の推移でしかないのかと。そうではないでしょ。環境

と条件はものすごく変わっていますよということを、議員の皆さんは思っているということだと

思うのです。町民の皆さんは思っているということだと思うのです。だけども、そういうことが

時あるごとに吸収されない、そういう形で流れる場面が多くないかと。非常に私も最近寂しさっ

て言うか、無力感を感じているのは、言えば反発される。何をグチグチ言っているんだという論

法。何となく発言そのものを非常にしたくない状態に、自己嫌悪に落ち込んでいるので、今日も

発言したくなかったのですが。そういう皆の思いを酌んでもう一歩前に進む。そしてそういうも

のを汲み取ってくれるような環境作り、事業の展開をもうちょっとやっていただきたい。書類上

必要ということじゃなくて、中身も必要ですよと。 

 

○畠山委員長 

 いろんな意見が出たので、そこら辺を考慮していただいて、次回よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

○田中委員 

 今回このグランドデザインが出て、櫛引町長の庭園のまちづくりということで、これを見ると

庭園のまちづくり、あとは定住移住だとか、従来からやって来たものがあるわけです。そんな中

昨年、学校が２校閉校になって、それから人口も減ってきている。商店街も低迷してきている。

農家も面積は減らないわけですが、農家戸数は増える要素は無く減少してきている。そういった

中で、レストハウスの道の駅構想、パパスとつなげて庭園にしようということなんでしょうけれ

ども、そういったことで交流人口を図るのも一つあろうかと思うんですけども、やはり一番大事

なのは地域の産業、ここら辺がしっかりと見えてきていない。町をきれいにしようとか、それは

それで良いんですけども、やはり商店街と言うか中小企業、それから第１次産業である農業、こ

れらは１０年経ったら後継者が周りを見てもいなくて、農家戸数というのは減少がかなり進むと

思うんですけども、そこら辺もどうやっていくのか。元々清里に住んできた人たちが安心して暮

らしていけるまちづくりのためのグランドデザイン。どんどん町をきれいにして、庭園にしてい

くのも結構なんですけども、どうもそこら辺がちょっと全体的に物足りないと言うか、どうも私

は見えてこない気がするんですけども。 
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○総務課長 

 ご意見として、参考にさせていただきたいと思います。 

 

○議長 

 余談ですから参考までに聞いてもらいたいのですが、今、副議長が言われたような閉塞感を皆

が持っているから、第５次総合計画を策定委員がものすごく将来のまちづくりについて議論され

てきて、この第５次総合計画ができたんです。ちょうど田中副議長が思われたような、皆そうい

う思いなんです。そういう思いでかつてない総合計画を作った、時間をかけて作った経緯がある

わけです。その思いがグランドデザインに全然反映されて無いってことですよ。その思いをぜひ

グランドデザインに入れてもらわなきゃならないし、思いが伝わっていないなら策定委員の皆さ

んの意見を聞くのも一つだろうし。本当に４,５００の人口をこれからどうしていくのかというも

のが、グランドデザインの中に出てきていないということですよ。総合計画の中にはそういう思

いが詰まっているんですよ。だから１年に一度は反省会をして、どこまで進んだか確認しようと

いう話になっているんですよ。だからこの第５次総合計画を作った時に、今後１０年経ったらど

うなるんだろうという思いが、町民の方々や策定委員の皆さんは心配をしているということの思

いで、この第５次総合計画ができていると。それが、役場の課長なりワーキンググループでやっ

たかもしれませんけども、グランドデザインにはそれが出てきていないのではないのかと。 

 それからもう１点は、池下さんや前中さんが言われたように、あくまでも第５次総合計画は橋

場町長の時代だったでしょうと。櫛引カラーが出ていないのではないかと。このグランドデザイ

ンの中に。庭園構想だって抽象的過ぎるし、具体的に先ほど田中副議長が言われたような、これ

からのまちづくりをどうするんだという意味での櫛引カラーが出ていないんじゃないかと。そう

いうことで皆さん言っていると思うんですよね。これは余談ですが、ぜひそのことの思いを酌ん

だグランドデザインをもう一度提示してもらいたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 この関係については、大変大事な部分でございますので、また次回よろしくお願いをしたいと

思います。それでは、この関係についてはよろしいでしょうか。 

 それでは、③清里町移住・定住支援制度（案）について、お願いいたします。 

 

○総務課長 

 ３点目の、清里町移住・定住支援制度（案）についてですが、これについては何回かこの常任

委員会でもいろんな意見を伺っているところでございます。清里町に住んでもらう、あるいは住

居を構えて長く住んでもらうために、移住者に対する支援制度と定住者に対する支援制度をそれ

ぞれ分けて、平成２４年度実施に向けて検討しております。その案についてご説明したいと思い

ます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは、資料の３ページ、４ページですけれども、移住・定住関係の支援制度（案）という

ことで、ご説明をしたいと思います。まず最初に、別の話になりますが、現在の新町の定住促進

団地の進捗状況を口頭で申し上げます。昨日、用地確定関係、１４区画の委託事業が完了してい
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るところでございます。併せまして、２月２０日が工期で道路周りの造成区画、上下水道の工事

が終了しますので、２月２０日が最終的な定住団地事業の造成関係は終了すると。現在、用地  

が確定して検収等が終わりましたら、最終的な１４区画の個々の面積ですとか、そういったもの

の提示ができるかなと思います。次回以降ということでお願いしたいと思います。 

 さて、今回の説明の内容ですけれども、清里町に住んでいただきたい、できれば町外からの移

住者、それから町内でも転居等の可能性のある方もしくは持ち家でない方、できれば家を構えて

清里町に長く住んでいただきたいという関係の案を基に、制度を２つに分けて考えさせていただ

きました。まず１つ目ですけれども、移住の方の支援制度ということでございます。この３ペー

ジの２の（１）の部分ですが、移住者ということでさせていただきたいと思いますが、移住者の

定義ということで、住民票等の関係がございますので整理をさせていただきますと、過去１年間

清里町に出入りが無いと。それ以外の方を外から来る町外者、移住者ということで位置付けまし

ょうということが一つでございます。それからこういった住民票の要件からいきますと、例えば

Ｕターンの方とか、こういった方は既に町に親戚等もしくはご両親、おじいさん、おばあさんも

含めた生活基盤のある中で戻ってくる方は、移住者とは呼べないのではないかということも含め

てですけれども、右の方の囲みの中で「但し」書きが中段にございますが、町内に３親等以内の

方が例えば継承に戻って来るですとか、いわゆる後継者というような形で出てきた方におきまし

ては、１年以上前から住民票等によりまして住居を外に持っていても、移住者という形にはちょ

っとならないのではないかということで、省かせてもらう要件を併せて案として提示したいと思

っております。ただし、いわゆる清里に固定して住んでもらう定住制度の方は該当にしていこう

ということで考えております。 

 それではまず、移住制度の関係ですけれども、新しく清里町に新築の住宅を建てて住まわれる

方。それからなかなか例は無いわけでございますけれども、新築住宅の購入、例えば建売りです

とか、新規の物件を清里町内で購入される方。それから中古住宅、どなたかが住んでいた所に入

られる方。主にこういった３パターンについて定義をさせてもらっておりまして、①②③の条件

で清里町に住居を取得して住まれるという方について、法人を除く個人で生涯に１回、こういっ

た支援制度を手当してはどうかという案でございます。基本支援額ですけれども、新築と新築物

件購入関係につきましては、基本ベースとして１件５０万円までとしたいと思います。そしてさ

らに、町内にも建築業者がございますので、町内業者等で建てられる方、町内業者を活用されて

町内の経済効果も併せてしていただける方については、プラス追加措置で５０万円の加算を行い

ましょうと。新築、新築住宅の建売りということでございます。それからさらに、できれば家族

等を増やしていただきたいということでございまして、既に小学生以下の子供の居住がある方に

つきましては、１名につき５０万円の加算を行おうという形でございまして、上限１００万まで

としてございます。２人いれば５０、５０で１００万ということで、子供２人までが上限という

ような表現にもなるかもしれませんけれども。一番下段にいきますが、新築と新築物件の購入に

つきましては、最大２００万円までの移住の支援交付金を交付していきたいと考えているのが一

つでございます。③の中古住宅につきましては、購入額等がいろいろと設定がございます。基本

的には購入額を支援額としたいと考えております。ただし、購入額につきましても上限額を設け

まして、最大５０万円としたいと考えております。ですから基本的には譲渡を受けた時の金額ま

でが支援額。ただ、５０万円を上回った場合には５０万円までというイメージでおります。さら

にその下段にまいりますが、小学生がいた場合につきましては、１００万円までの上限加算とい
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うことでございまして、最大１５０万円の移住の支援交付金を給付していきたいと考えておりま

す。給付の方法ですけれども、物件、さらには当然こういった交付金を出すということにつきま

しては、地元への還元、経済効果を考えなければなりません。その他の要件として右に付記して

ございますが、５年以上は住んでいただく形を見据えていきたいと。それから高齢者になります

と、こういった要件からは外れていただくしかないのかなと思っております。あとその他、当然

住宅の所有者になること、そして町税等の滞納が無い、いわゆるこういった交付金をあてていく

のに、要件を有する方ということでのルールにしたいと思っているところでございます。また、

こういった観点から、この支援金ですけれども、基本的にグランドデザインでも少し述べさせて

もらいましたが、町内の還流型の商品券等の給付をしたいと。ですから、日用品とかを町内から

買っていただくような形の手法での給付にさせてもらいたいと。現金ではないという考えでござ

います。また、居住を長くということを考えまして、３カ年に分けて給付をしたいと。ですから、

２００万円の確定がありましたら傾斜配分等によりまして、居住がきちんとなされていると。例

えば住宅は建てたけれども、何かのトラブルでその後住まわれないとか、そういったことにつき

ましては、やはり経済効果を含めて何カ年かに分けて手当をするという、担保的な要素も含めて

の設定の案でございます。 

 続きまして４ページにまいりますけれども、こちらは定住者への支援制度ということでござい

ます。定住者の定義ですけれども、先ほどは移住者ということでございまして、その要件から外

れる方になろうかと思いますが、清里町に住んでいる方、もしくはＵターン等で戻られる方もこ

こで要件として挙げていきたいと思いますけれども、パターンとしましては、基本的に新築住宅、

建売等の購入、中古住宅ということになりますが、中古住宅におきましては、対象者の限定を少

しかけさせてもらおうと思います。右側の囲みの中にもございますが、その他の要件として一番

下段になりますが、中古住宅の購入者にあたりましては、現在の住居が借家、いわゆる賃貸借状

態と。ですから、第三者から借りているという状況で、持ち家を新築もしくは中古で持ちたいと

いう方に限ってということにさせてもらいたいと思います。中古住宅になりますと、諸条件が違

いますので、今回町の中で移動される方につきましては、現在借家で住居を持たない方という形

で限定をさせてもらいたいという案で提示したいと思います。同様に左の方にまいりまして、①

②③と住宅の取得ケースを提示させてもらっております。新築住宅、建売住宅、中古住宅の購入。

こういった方が購入した場合につきまして、最初の課税から５カ年間、決定します固定資産税相

当額を支援交付金として交付をしたいと。通常どおり固定資産税は納付していただきますが、そ

の額確定によりまして交付金として給付。これも同様ですけれども、町内還流の商品券等によっ

て町内で生活用品としての購入関係をお願いしたいという目的で交付を考えているところでござ

います。同様に５カ年間ですけれども、居住状況によって交付すると。ですから、住まわれなく

なれば事業としては給付を停止するということも可能だということで、先ほど来の移住関係と同

じ状況でございます。住んでいただいて、こちらもそれに対して適切な交付を行っていきたいと

いうような制度の考えでございます。移住と定住に分けて２つの案ということで説明させていた

だきました。 

 次に３ということで補足ですが、これからの定住団地についてでございます。２４年度からの

分譲を考えておりまして、今２つの案を提示しました関係と併せて、新町定住団地のＰＲ、さら

には町内のどういった住宅用地でも新規の住宅を求められた場合ですとか、中古の物件で要件が

合う方については、なるべく町に留まって住んでいただくという、この２つの事業をかけ合わせ
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ながら、移住定住の制度を進めていきたいと考えているところでございます。また、新町定住団

地のＰＲ関係につきましては、以前にもお伝えしましたとおり、管内のフリーペーパー、新聞広

告等、それから道内では道の情報センター、それから本州等では移住定住関係のメディアという

のが連携をしてございます。そういった所での募集記事という形の掲載をお願いしながら進めて

いく予定でおりますので、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。説明は以上です。 

 

○畠山委員長 

 移住定住の支援制度についてということでの説明でしたが、何かございませんでしょうか。 

 

○加藤委員 

 これらの支援は全て商品券で交付ということなんですね。 

 

○総務課長 

 今、商品券の話をしましたが、移住の方については最大支援金額が２００万なので、最初の初

年度は半分の１００万とか、後は３年に分けますから５０万、５０万とか。その場合多額になり

ますので、一部を商品券にするのか、全額を商品券にするのか、この後検討してまいりたいと思

います。 

 

○加藤委員 

 ちょっと疑問と言うか、どうなのかなって思うのは、小学生以下の居住に対して一人５０万の

加算という考え方。確かに子供がいて居住してくれるのがベターですけども、これはいろんな要

件の中でそうでない場合もあるので、この移住の支援策の中で取扱う項目として適当なのかどう

なのかと。例えば結婚して子供ができない人に対しての差別にならないかだとか。例えば、定住

関係で提案されているような固定資産税の関係の部分をこれに置き換えていくだとかという方が

ベターなような気もするのですが。その他の要件の中に５年間居住というのがあって、支援は３

カ年に分けてという部分も、この辺の整合性については大丈夫なのかなという疑問が一つある。 

 それと、こんなことを考える方がおかしいと言われればそれまでなのですが、定住移住の形の

中で例えば新町の所に住宅を建てて、新築して入りましたと。その後何らかの事情で４年間で出

てしまって、誰かに売買することになってしまったと。その中古を購入した人は、そこの住宅を

買うことによって１５０万という支援がまた受けることができるのかどうなのか。基本的に単純

に考えるとできるのですが、その建物に対する支援という内容は大きく変わっていくということ

があるので。これらの部分はどうなのかなっていうのがちょっとありまして。これは、定住移住

だけの問題ではなくて、例えば今の空き店舗の問題、そういうものにも関連してくるわけですが、

そんなこと考えるなと、支援する方が先だと言われればそれまでなのですが。例えば空き店舗が

支援を受けて展開した。だけど何か特別な事情でやむを得ず閉鎖せざるを得なかった。でも、そ

の後また誰かが受け継いだという時に、例えば同じ支援策は受けられるのか。受けられますよと

なった時に、その事業としては問題は無いんだけれども、１つの物件として見れば何回もその支

援策を渡っていくという状態。それと、５年間は住んでくださいという環境を考えた時に、マイ

ナス要素が非常に入っているのですが、そういうことが起きないような、もっと総合的に考えた

形の中で、差別が無いと言うか、うなずけるような支援策を。ちょっとその辺が疑問な部分があ
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るので、その辺についてはどうなのですか。 

 

○総務課長 

 この件については、内部でもいろいろと検討しておりますし、いろんな意見があろうかと思い

ます。まず、小学生以下の子供の加算については、少子高齢化で非常に子供さんが少なくなって

いる状況の中で、できれば清里町に住んでいる方について小学生以下の子供さんがいれば、一番

需要として効果が期待ができるということで、ここで加算を設定しているところでございます。

それから、居住者で５年以上住むことが予定される方、当然長く住んでいただきたいと思います。

その中で支援金については３年で交付となっておりますが、当初５年間で交付する方法も考えま

した。例えば３年経っていなくなったら残り２年分は支給しないとか、いろんな部分で検討した

のですが、どうしても移住して家を新築される方については、相当経費がかかるということで、

できれば初年度に最大２００万ですが、その内の２分の１の１００万円、翌年は４分の１、その

次の年も４分の１ということで、３年間で交付してまいりたいと考えております。それから固定

資産税の定住者の制度については、固定資産税相当額を５年分ということで、これについても５

年以上引き続き住んでいただきたいということで、５年間で固定資産税相当額を交付していると

ころでございます。それで、例えばこの移住者が住宅を建てて３年で転出等をなされて、その住

宅が売りに出た場合、そして他から移住した人が取得する場合についても、いろいろと検討して

まいりましたが、いずれにしても清里に町外から来て住んでもらうことを基本としておりますの

で、そういう中古住宅を購入した場合についても、この制度の対象になると考えております。 

 

○加藤委員 

 わかりました。ただ、小学生以下の関係って言うか、これは来る、来ないに関らず、当然のよ

うに大切なことだと思うので、これは移住者に対する施策じゃなくて、例えば全町的に子供が生

まれただとか、そういう環境の中での子ども手当のプラスアルファだとか、そういう形で結果的

に清里から引っ越して行かなくても、例えば仕事が他に都合上行かないとならない場合でも、清

里に在住しようというような逆の発想もあるわけですから。そういう意味での子どもに対する手

当って言うのは、今回のこれよりも全町的な形ですべきことで、もうちょっと何か。確かに子供

のいる人がっていう部分もありますけども、それを小学生以下に固定するのが良いのかどうなの

かってこともあると思いますし、逆を言うと、高校の問題あるいは小学校、中学校と同じような

問題があるわけですから、この辺の考え方って言うのは、ちょっと考えてみる必要がある気が私

はしますけども。 

 

○総務課長 

 移住については子供の加算等を設定してございます。それから子育て支援については、別途２

４年度予算で小学校に上がる前、保育所・幼稚園については支援策を検討しているところでござ

います。 

 

○加藤委員 

 だから、そういう形で支援をしてやれば良いことだと思うんです。逆を言うと、ここの部分は

例えば、新しく新築したら不動産取得税やいろんなものがあるわけですから、そういう部分の支
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援だとかの方がむしろ必要な気もするけども。子供がいる人に来てほしいという意味合いはわか

りますけども、ただそれだけの要件に限定するのは。私の考え方ですが。 

 

○畠山委員長 

 子供の関係で、関連して何かありましたら。 

 

○前中委員 

 僕も以前、定住の中で子育て支援がしやすい今回の分譲の形を、全面にＰＲしてもらったらど

うかということを投げかけた経過があって、今ここ提示されている部分で小学生加算という部分

が打ち出されているんですけども、先日、豊浦町でしたか、あそこも定住住宅促進を町で抱えた

中で、同じように小学校以下に対しての加算という部分が出ていたのがちょっと記憶があるので、

僕としては本当にこういう形であれば、斜里郡３町で仕事をしている方が、子育て環境が良い、

そこそこ学校も一生懸命、教育に取り組んでいるというイメージで、逆に移住されている人がニ

ーズとしてあるのではないかと何となく感じているんですけども、そういう部分でカンフル剤と

して僕は大変良いんじゃないかなと。ただ、中学、高校になると、その子らも出て行くというこ

とがあるので、やはり小学校までで考えるより、中学校まで入れると９年ですけども、単純に十

何年間は町内で子供を育てなきゃならないということになるので、そちらの方がやはり一つの括

りとして僕はベターだと思います。そこら辺がこの方が良いんじゃないかなと僕自身は思ってい

ます。個人的な意見ですみませんが。 

 

○畠山委員長 

 それに関連して何かあれば。 

 

○勝又副委員長 

 羽衣南の分譲地も何年もかかってやっと埋まった状況だったのを考えた時に、新町もそうなん

だけど、やっぱりきちっとそこに住んでもらえるような環境と言うか、そういうものを整えない

と。いろんな形で支援策を講じて、小学生以下の部分についても、どういう意図の元でと言うと、

少子高齢化の部分も含めて、子供のいない時代に新しく子供ができてという部分も含めてだと思

うんですけども。そういう部分も含めて、きちっと来てもらえる環境を整備しないと、新町も埋

まらない状態になるんじゃないかなと思う。そういう部分も含めて対策を考えていかないとなら

ないと思います。 

 

○加藤委員 

 分譲も最終的に１４戸、約１９０坪でしたか。それの最終的に多少単価は違いますけども、平

均すると総額で１９０坪でどのくらいでの売買になりそうなのか。そのことが、今回の最大支援

で２００万との兼ね合いの中で、どういう状態を起こすのか。角地と中とで多少違うのはあるけ

ども。 

 

○総務課長 

 高い所で坪単価で概ね１万円、１９０坪で１９０万円。 
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○加藤委員 

 購入額は、最終的なところはほぼゼロになりますよという形で捉え方で良いんですね。 

 

○総務課長 

 それと、この移住については、新町以外の土地を取得して建てた方も対象になります。移住に

ついては。 

 

○畠山委員長 

 あと、他にございませんでしょうか。 

 今までいろんな話をさせていただいて、そこら辺を考慮してきたということで、この関係につ

いては、終わらせてもらってよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは次に④になりますけども、町単独補助事業等を活用した地域振興について、説明をお

願いいたします。 

 

○総務課長 

 ４点目は、町単独補助事業等を活用した地元支援策について、口頭で現在計画を進めているこ

とについてご説明いたします。町の単独補助事業等については、先ほど説明いたしましたが、２

４年度から計画しております移住・定住支援事業など、件数にして１０件程度。それから、いろ

んな事業の対象者では３５０人程度おります。その内、乳幼児等医療費扶助や難病者等通院交通

費扶助などの医療・福祉に関係するものを除く補助金などの支給について、一部または全部を町

内限定のファミリースタンプ贈答券で支給を行い、消費人口・購買力の町外流失に少しでも歯止

めをかけてまいりたいと考えております。具体的な実施方法については、現在、商工会と協議を

進めておりますし、併せて内部協議も行っているところでございます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 口頭で説明されると理解するのが大変で。できれば具体的に例を挙げて。 

 

○総務課長 

 具体的に申し上げます。例えば、住宅の太陽光発電事業、発電導入補助でいきますと、現行で

最大１件３０万です。その３０万円分を商工会で発行していますファミリースタンプの贈答券に

して、１枚１０万円限度で打ち込めるので、３０万の補助対象者については、これを３枚交付す

ると。それから、店舗出店等支援交付金、これは１件最大３００万円です。この内の１００万程

度をファミリースタンプ贈答券で交付する。１枚最大１０万円ですから１０枚の交付、１００万

円をこの券で交付し、残り２００万は運転資金等がございますので現金で交付するとか、そうい

うことを考えております。それから、例えば保育料の支援事業については、幼稚園もそうですが、

１回従来どおり保育料を納めていただいて、減額相当分をファミリースタンプ贈答券で交付する

とか。そういうことによって、消費人口、購買力の町外流出に少しでも歯止めをかけて、地元の
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振興につなげてまいりたいと。ただ、それらについても商工会と協議中でございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは次、その他の関係ですけども。お願いします。 

 

○総務課長 

 その他で、２点程報告をしたいと思います。 

 １点目は、平成２３年度分過疎債の配分についてでありますが、国の過疎債の予算額が平成２

３年度は２,７００億円で、第１次の申請が毎年４月に実施され、この時点で申請額は２,６３４億

円、全国の市町村から申請があり、残額は４月段階で６６億円となっております。この申込みの

条件としては当然ですが、予算書に計上されていることが条件となっております。従いまして、

昨年、統一地方選挙のあった市町村の場合については、どうしても政策予算は６月議会での議決

を得た後になりますから、申請については第１次申請に間に合わず、第２次申請となりますので、

過疎債の全国枠の残りが非常に少なく、十分に配当されない状況にあります。本町の過疎債の配

分の予算計上額は２億４千万円で、その内１,４８０万円については確定しておりますが、残りに

ついては３月中旬あるいは末頃になる予定でございます。この対応といたしましては、どうして

も１次で配分が決まって、残りについてはそれぞれ全国の市町村の執行残を配分されるようにな

りますので、２次の申請については十分こない状況にあります。そのため、昨年６月に町長と議

長さんで北海道に要請に行ってもらっておりますし、その後も何回か北海道庁、地元選出道議会

議員、オホーツク総合振興局に要請に行っているところでございます。例年ですと当初予算で過

疎債を申請しておりますので、３月定例町議会で過疎債の確定額を補正しておりましたが、今年

については３月中旬以降にずれ込み、配分額も確定にならないので、当然定例会に間に合わない

ことが予想されます。間に合わない場合ついては、地方交付税、基金繰入金、過疎債等で財源調

整をさせていただき、補正予算の専決処分をさせていただきたいと思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○総務課長 

 ２点目は、第４次清里町行財政改革大綱についてでございますが、これにつきましては昨年１

１月に行政改革推進委員会に諮問を行い、推進委員会で審議を行ってきております。予定では２

月１日に答申の予定となっておりますので、この答申を受けた後、２月中にパブリックコメント

の実施と合わせて、所管常任委員会に行財政改革大綱の概要を報告してまいりたいと考えており

ます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。 
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 無ければ、これで総務課の関係終わりますけれども。委員の方で何かありましたら。 

 無ければ、終わります。どうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは次、生涯教育課より２点ございます。１点ずつお願いします。 

 

○生涯教育課長 

 生涯教育課からは、２３年度一般会計補正予算になります。中身につきましては、光岳小学校

の屋内運動場等の改築事業ということで、資料の５ページになります。この関係につきましては、

前回の当委員会においても説明をさせていただいておりますけれども、２２年度に実施を予定し

ておりましたけれども、その時の国の交付金、全国からの応募多数のため、財源の優位性がなく

なったということで延期されておりまして、当初平成２５年度の実施予定ということで準備を進

めていた次第でございましたが、国の２３年度第３次補正におきまして、大変有利な交付金及び

起債措置が出てまいりました。このことから、平成２３年度の繰越事業として申請を行っており

ましたけれども、１２月末にその交付金の内定が来まして、これに伴いまして、２３年度の繰越

事業として事業を実施してまいりたいと考えているところでございます。すでに実施設計は一度

行っておりまして、今回は単価の置換え作業、全体の事業費、事業内容の見直しを行いまして、

現在まだ作業中でございますが、その大まかな数字、単価置換え等が終わりましたので、２月の

臨時議会に補正予算を計上させていただきたいと考えてございます。 

 中身でございますが、科目につきましては、教育費の小学校費、学校管理費の事業名を「光岳

小学校屋内運動場等改築事業」としております。内容につきましては、国の学校施設環境改善交

付金を活用いたしまして、体育館及び特別教室、音楽室ですけれども、こちらの耐震性の向上を

図るという内容でございます。事業費の総体につきましては補正額の欄にございます、２億１,４

９３万５千円となります。内訳につきましては、交付金に伴いまして事務費がきまして、事務作

業の経費として普通旅費５万円、消耗品費８８万５千円を計上しております。その他、本体部分

につきましては、改築工事の施工管理委託料が４００万円、屋体と音楽室の建設に係る工事請負

費として２億１千万円、この内訳としましては、既存の場所に建築するということで、解体工事

について合計１,１００万円、体育館の建築工事で１億６,９３０万円、音楽室建築で２,９７０万円

という中身になってございます。財源につきましては、国の学校改善交付金で、現在予算してお

りますのが９,４４３万４千円、その他起債措置として、緊急防災災害事業債及び学校教育施設等

整備事業債を合わせまして１億２,０４０万円。起債の端数処理で一般財源で９万６千円というこ

とで予算予定をしているところでございます。６ページにこの改築工事の概要ということで、平

面図を付けてございます。建替える部分につきましては、上の現在の図工室と音楽室がある部分

を塗りつぶした部分の音楽室として新たに建築をいたします。それと体育館が現状の位置に新た

に建替えという中身でございまして、面積としましては、音楽室が１０９平米、体育館が５３４

平米で建築予定してございます。以上が今回の耐震化に伴う交付金対象事業ということで予定し

ているものでございますけども、詳細は現在詰めている最中でございまして、北海道とも協議中

のため、財源内訳の国庫交付金、さらには町債につきましては、若干動く可能性があるというこ

とでご了解をいただきたいと思います。また、５ページの資料の参考として下の方に記載をして

ございますけれども、今回、耐震化ということで体育館及び音楽室を２３年度の繰越事業で実施
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いたしますけれども、これに合わせまして、既存施設の部分の改修もあわせて行っていきたいと。

これにつきましては、２４年度の当初予算での計上を予定しております。現在のところの中身と

しましては、玄関の改修、これは現在の校舎は非常に冬場は寒いということがございまして、ま

ず、玄関部分の改修ということで風除室のドアの修繕、また滑りやすいということで床の修繕、

あるいは玄関ホール、また玄関ホールの窓の部分のサッシが１枚なので二重に改修をしたいと。

この部分で６２０万円。次の校舎改修ということで、これにつきましては、校舎外壁の塗装でご

ざいます。昭和５８年にこの校舎建築以来、塗装がされていないということで、既存部分の校舎

の塗装を行っていきたいと。さらに、廊下窓改修ということで、先ほど申し上げました学校の廊

下が非常に寒いということで、こちらも窓を二重にしていきたいと考えております。この２つを

合わせまして１,８００万円。次の暖房設備の設置につきましては、これも寒さ対策ということで、

玄関及び廊下にそれぞれ、今はございませんけれども、暖房機を設置したいと思いますので、こ

れで１５０万円。また、次の放送設備の改修で、現在の校舎で使われている設備本体は昭和４８

年から使用しているものでございまして、デジタル化になっている現状の中で、デジタル化対応

に改修をしていきたいということで３８０万円。その他の設備改修ということで、トイレの配管、

これは水洗の配管ですけれども、こちらの改修並びに高圧受電設備の一部交換ということで、合

計で１４０万円。その他備品整備につきましては、２３年度の繰越で予定しております交付金対

象外になります、体育館並びに音楽室に関する備品整備。カーテンですとか、あるいは体育館の

バレー、バドミントンの支柱、また老朽化して非常に危険と思われる体育道具、破損している器

具等を新たに整備していきたいということで２２０万円、合計で３,３１０万ということで見積も

りをしておりまして、それを２４年度当初予算に計上させていただきたいと考えてございます。

従いまして、７ページに事業の全体的な規模と予算規模あるいは財源ということで示したものが

ございますので、それをご覧いただきたいと思いますが、左端に書いてありますとおり、上の方

が補助対象、２３年度の事業。下の方が単独部分ということで、２４年度の当初予算での事業と

いうことで分けてございます。まず（Ａ）の実工事費ということで、こちらが今説明をさせてい

ただきました体育館、音楽室の解体建築工事、また施工管理ということで、事務費も含めまして

２億１,４９３万５千円の合計でございます。その財源の内訳でございますけれども、事務費は除

きまして、合計工事費２億１,４００万円の内訳ですが、国からの交付金、１２月末に内定を受け

ている交付金が９,３５０万４千円。次に起債が２つございまして、１つ目の緊急防災災害事業債

ということで、こちらが起債の充当額１００％。これは交付金の対象となる部分についての、実

際の交付金の対象となる単価がありますので、その部分についての起債対象が１００％で、これ

が３,７３０万円対象になりまして、これは交付税で後年度の返りが８０％戻ってまいります。こ

れが２,９８４万円戻って来るということになります。次の起債②につきましては、学校施設等整

備事業債ということで、実際の工事費から交付金を差引きまして、さらに①の起債を差引いた残

りの分に対しまして、②の起債が充当されます。この充当される額が８,３１０万円。これに対す

る後年度の交付税措置が５,８１７万円となっております。従いまして、右端の後年度の実際の負

担額といたしまして、起債償還していくわけですが、後年度、交付税の返りがありますので、そ

れらを差引いた実際の負担額ということで３,２４８万６千円、約１５．２％の持ち出しで事業を

実施できるという内容でございます。下の単独事業につきましては、先ほどご説明いたしました

内容、金額でございまして、これは単年度、２４年度で一般財源として持ち出しをしていきます。

合計として下の総合計欄で実際の町の負担が６,５５８万６千円になります。という現段階の数字
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ですけれども、このような財源の内訳になっているところでございます。以上、今回の補正、２

月臨時議会での補正につきましては、児童の安全確保ということで、耐震化のための一部建替え

を行うものでありまして、国の補正に伴いまして、急遽実施することとなっておりますことから、

交付金の対象分のみを計上させていただきまして、その他の部分については、２４年度当初予算

での計上をさせていただきます。実際、工事が始まりましたら中身につきましては、並行しなが

ら進めていきたいと考えているところでございます。以上が、光岳小学校屋内運動場改築工事の

補正内容でございます。 

 

○前中委員 

      その後の具体的なタイムスケジュールで進んで行くのか。それと、既存の施設の場

所にってことで、それに伴い解体も発生するんですけども、教育の場では各種いろんな行事等も

あるんですけども、その辺の部分っていうのは調整しているのかどうなのか。仮に入学式あった

り運動会があったり、あるいは学芸会などありますけども、その辺をちょっと説明できればと思

いますけども。 

 

○生涯教育課長 

 現在予定しております工事のスケジュールでございますが、この後２月議会におきまして、議

決をいただきましたら、国から繰越事業になります関係で、繰越の承認というのに行かなければ

事業の執行ができないということで、現在そちらの方も国と調整中でございますが、若干国の方

の作業が遅れているということでありまして、現在こちらで予定しているところでは、３月の定

例会前に入札を行いまして、契約議決を３月定例会でさせていただきたいと。その後、着工につ

きましては、できれば３月中にと考えておりますけども、仮設工事等がございますので、実際に

学校の解体等につきましては、入学式が終ってからの解体工事を進めて行きたいと考えておりま

す。その後、完成の予定を入学式後解体をし始まれば１１月までには完了をできるということで、

現在予定しておりまして、その間の体育館につきましては、パパスランドのプレイグランドまた

は、札弦のトレーニングセンター、こちらの両方を活用しながら、この体育の授業の内容に応じ

て、できれば場所的に近いのがパパスランドの方ということで、そちらを優先していきたという

のが学校側の要望ですので、そういったことで現在調整をしております。行事関係でいきますと、

運動会はグランドで行うことができるのですが、学芸会につきましては、例年１１月の第３週に

実施されているということで、できましたら同じスケジュールで行っていきたいと。もし、ずれ

込むようなことがあれば、年内１２月中を含めて、学校と調整しスケジュールを決めて行きたい

と考えている次第でございます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 他、ございませんでしょうか。 

 無ければ、次に移ります。②平成２３年度「全国学力・学習状況調査」の結果についてお願い

したします。 

 

○生涯教育課長 

 それでは２点目の、平成２３年度の全国学力・学習状況調査」の結果について、ご報告をさせ



 

- 22 - 

ていただきます。資料の８ページ、９ページになります。この調査につきましては、平成１９年

度から全国的に実施されているものでございまして、１点目の調査の目的につきましては、教育

水準の維持向上、あるいは全国的な児童生徒の学力、学習状況の把握、分析、それを教育施策へ

反映させるということで行います。また、学校におきます児童生徒への指導の充実、あるいは学

習状況の改善に役立てるということで、平成２３年度につきましては、東日本大震災の影響によ

りまして全国一斉にはならなかったんですけれども、北海道におきましては、札幌市を除きまし

て全ての小中学校において調査が実施されているところでございます。本町における調査の期日

につきましては、９月２８日、２９日に中学校、各小学校でされております。３点目の対象児童

・生徒につきましては、小学校が６学年４１名、中学校が３学年３９名で実施しております。調

査事項といたしましては、例年と同じですが、国語Ａ、算数Ａ、中学校は数学になりますが、こ

れが主に知識に関する問題となります。続いて国語Ｂ、算数Ｂ、数学Ｂにつきましては、活用に

関する問題ということで教科に関する調査、また、イとして質問調査ということで、それぞれの

学習意欲ですとか学習方法等についての調査が行われております。また、学校に対しましての指

導方法に関する取り組みですとか、いろいろな教育条件の整備状況について調査されております。

５点目の調査結果の概要でございます。この調査結果につきましては、国並びに北海道教育委員

会の方から公表をされております内容、これ以外の部分につきましては、各学校等の結果等につ

いては公表はしないということになっておりますので、明確な数字をここで表すことはできない

んですけども、これに記載してありますとおり、小学校、中学校とも全ての教科におきまして、

全道の平均を上回っております。全国は一斉の調査とならなかったため、今回は数値が出ており

ません。これは平成１９年度に開始以来、全て上回ったというのは今回が初めてでございまして、

特に中学校が高い状況にあります。下の北海道との比較の状況でございますけれども、矢印とそ

の下の「高い」「やや高い」「かなり高い」という言葉で示しておりますので、参考にしていた

だければと思います。そういうことで、いずれも小学校、中学校いずれの教科も全道平均を上回

っているという状況にございます。続いて、９ページの方をご覧いただきたいと思うんですけど

も、質問調査ということで、児童生徒の学習意欲、学習方法、環境等ということでの調査結果で

ございます。まず、小学校につきましては、朝食はほぼ１００％摂られている。また、１日の睡

眠時間も８時間から１０時間と、しっかり取られていることになっている状況です。１日あたり

のテレビ、ビデオ、ＤＶＤを見る時間もほとんど全道、全国と同じような状況になっております。

学習状況ということで、普段家での勉強なんですけれども、これが全国よりも低い状況になって

おります。これは全道的に低い結果でございます。内容としては、宿題はするんですけども、予

習・復習はあまりされていない。中学校についても、朝食、睡眠時間、いずれも高い状況であり

ます。また、テレビ、ビデオ、ＤＶＤを見る時間は全道、全国よりも高いという状況がありまし

て、学習状況についても普段比較的あまり勉強はされていないという状況があります。ですが、

中学校は平均点は高いという内容なんですけども、この理由として、下の方に小学校、中学校と

も家での勉強時間は少ないのですけども、学校におきまして、先生方の努力によりまして、チー

ムティーチングですとか、習熟度別に少人数の指導を行い、きめ細かな指導体制が行われており

ます。また、２３年から夏休み、冬休みの学習サポート事業なども実施して、基礎学力の向上と

いうことで図っておりますので、これらの成果が出ていると分析をしているところでございます。

３点目の学校に対する質問、調査ということで、これも例年とほぼ同じ結果ですけれども、小、

中学校とも非常に児童生徒が落ち着いている、礼儀が正しい、また熱意をもって勉強していると
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いう先生方の意見が出ております。学力向上につきましては、少人数、習熟度別、あるいは夏休

み、冬休みの補完的な学習、それから読書についての取り組みが状況にあります。また、施設整

備的にみますと、コンピューターの充足割合が高く、学習の方にも十分活用されている内容とな

っております。以上、２３年度の全国学力・学習状況調査の結果でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、全国学力・学習状況調査の結果ということで説明を受けたのですが、何かございませ

んか。無ければ、全て終わりますけども。 

 

○生涯教育課長 

 その他で、口頭で２点ほどご報告をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目につきましては、スポーツ合宿の誘致活動ということで、前回の委員会におきまし

ても、誘致に向けて準備を進めていきたいということで、この関係の必要な部分は２４年度の当

初予算でも計上をさせていただく予定をしております。また、２月の広報の中の「さんろく」の

所に町民の方々から大学ですとか、いろんな団体を紹介していただくということで掲載してまい

ります。その他、役場の内部におきましても、誘致活動を積極的に各課連携をとって進めてまい

りたいと考えております。それで支援策ということで、前回案を示した中で、公共施設、宿泊施

設を除く公共施設の無料化ですとか、最寄りの空港、駅までの送迎、練習場までの移動手段の確

保の他に、参加者１人当たり、１泊当たり３００円のファミリーカードを支給していきたいとい

う説明をさせていただきました。その中で、その金額についていろいろとご意見をいただいた中

で、その後内部協議をしまして、この額につきましては他町村と比較してもそれ程低い金額では

ないんですけれども、もう少し魅力を高めるということで、５００円ということで実施をさせて

いただきたいということで、この金額でこの誘致活動を進めさせていただきたいと考えておりま

すので、ご了解をいただきたいと思います。なお、こういった内容につきましては、今後ホーム

ページでＰＲを行っていき、実際に訪問をしながら誘致活動を行っていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 それともう１点が、２４年度の公立高等学校の入試出願状況ということで、１月２５日に第１

回目の出願状況が発表になっております。この内容につきまして、清里高校につきましては今の

ところ１６名という状況にありまして、清里中学校からの出願者は１５名、残り１名が網走から

となっているところでございます。この関係につきましては、昨年１０月の時点における希望調

査の中で１２名という状況でありまして、その後、新たな高校支援ということで、入学支度金１

０万円の支給、また海外研修事業の高校生に特化した、清里高校１年生の希望者を対象とする、

全員を対象とするということを打ち出し、ＰＲをしてきたところでございます。その結果につき

まして、今後、さらに入学後分析をしていきながら、また来年度以降に向けまして、今後も生徒

の確保ということで早い段階から協議をしてまいりたいと考えているところでございますけれど

も、現在のところでは１６名と。最終的には２月１４日に確定の数字が発表されるという予定に

なっております。今後につきましては、早めに高校とも協議をしながら、魅力ある学校づくり支

援ということで協議してまいりたいと思っているところでございます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 
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 生涯教育課、全般を通して何かございませんでしょうか。 

 

○議長 

 ２点ばかり、ちょっとお聞きしたいと思いますが、まず１点目が、全国学力の北海道との比較

状況なんですが、教育委員会並びに先生方のご努力で、小学校、中学校とも全道から見ると優秀

だということで、非常にうれしく思うわけでありますが、実は、新栄の父兄から聞いたことので

すが、今年から清里小学校へ来てどうだという話をした時に、非常に仲良くやらせていただいて

いると。しかし、少数学校から大きな学校に来たものだから、学力の差がちょっとあるのかなと

いう話がありました。そういうことで、よその学校との比較はわからないのですが、清里小学校

と光岳小学校と緑小学校では、この辺の数字の比較はいかがな状況なのか。 

 

○生涯教育課長 

 小学校３校の集計になっておりますけれども、光岳小学校、緑町小学校につきましては、清里

小学校よりも高い状況になってございます。 

 

○議長 

 その辺の原因はつかんでおられるかと思うのですが、これから清里小学校に対する、そういう

学習要綱等については検討されておりますか。 

 

○生涯教育課長 

 従来より清里小学校につきましては、他の小規模校よりも人数が多い、あるいは特別支援の児

童も複数名いるという中で、比較的低い状況できておりましたけれども、それが２３年度につき

ましては、若干その差は縮まっております。また、光岳、緑ですが、緑小学校は実際に６年生が

３名しかいなかったこともありまして、その児童について３人とも非常に優秀だったというよう

なこともありますので、人数の多い少ない、あるいは特別支援の児童がいるいない、というよう

なことでも平均が変わってまいります。清里小学校は当然人数が多いですから、一部、多人数の

学級もありますので、そういったところにつきましては、２つに分けて教頭先生なりが手伝いな

がら指導をしていくですとか、そういった習熟度別あるいはチームティーチングということで、

取り組みを進めておりますので、今後もそういった指導を継続して学力の向上に努めていきたい

と考えております。 

 

○議長 

 新栄、江南の小規模校から清里小学校に来ていただいた生徒もいますので、是非その辺の努力

をしていただきたいと思います。 

 あと、もう１点でありますが、先ほど平成２４年度の出願状況、清里高校１６名ということで、

一つのボーダーラインである２０名を下回っているということで、平成２５年も２０名を下回る

と募集停止も考えられると思うのですが、来年度以降の対策を検討していきたいということでご

ざいますが、小学校と違いまして、例えば清里町に残っている光岳、緑については政治的な判断

も含めまして学校は残すということで進んでおりますが、高校の場合は政治的な判断というより

も、道教委の判断ということで募集停止だとかという問題が、地域の要望に関らず出てくるわけ
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でございまして、この辺の問題について、教育委員会としてどう考えていくのか、この次の委員

会にでも教育長が来て、詳しく議員の皆さんと話し合いをすべきかと思うのですが。その辺につ

いてはいかがでしょうか。 

 

○生涯教育課長 

 ２４年度の入学者が２０人に達しないという見込みが立った状況の中で、ただ今議長がおっし

ゃったように２年連続で２０名を下回るのは非常に厳しい状況でございます。そういったことで、

すでに高校の方とも協議をしながら、２５年度の入学者対策につきましては早い段階で中学校と

高校とがさらに連携して、例えば高校から中学校の方に指導に入ったり、あるいは学校訪問を複

数回行ったり、また、説明会につきましても、高校側の説明会が今までちょっと時期が遅かった

ということもありますので、それを早いうちに実施し確保していくなり、そういったことで準備

を早いうちから進めていきたいと考えておりまして、協議を進めているところでございます。そ

ういったことで、道ともそういった中身を協議しながら、できる限り存続できるように調整して

まいりたいと考えておりますけれども、どうしても厳しいというような状況もあり得るわけでご

ざいますから、その辺も教育長とも十分相談しながら進めてまいりたいと考えておりますので、

了解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 参考までに、新３年生になる人の動向の調査をしてみたことはあると思うのですが、現時点で

どれぐらいの状態になっているのかなと。参考の参考で。 

 

○生涯教育課長 

 例年ですと、３年生になりましたらすぐに１回目の意向調査がされるということですので、４

月になりましたら新しい３年生の調査が行われるという流れとなっております。 

 

○勝又副委員長 

 今、説明をいただきまして、２月１４日に確定するということで、ほとんど難しい絶望的な数

字になるのかなと思います。２０人を切る状況が２年続けばというような話もありましたけども、

その説明会とか少し時期が遅くなってしまった。ここら辺のことも含めてそうなんですけども、

ちょっと手を打つのがちょっと後手後手に回っているような部分が感じられる。聞くところによ

ると、今回の１０万円とニュージーランドの関係なんですけども、ニュージーランドの部分につ

いては、その実施時期が１年生の後半となると、年を越せば２年生には修学旅行があって、ダブ

ルで旅行があると親の負担がかなりある。そんなことも含めて、ニュージーランドが良いという

形で出たのか、もしかすると負に出ているような部分もなきにしもあらずと言うことで。問題は

生徒の趣向性とかそういうものもありますけども、今回のことはどのようなことを反省しなくて

はいけない部分か。また、生徒の意向と言うか、そういうものを含めてきちっと検証されないと、

来年度の対策に向けていくものが見えて来ないような気がするので。一部の父兄からも、そのニ

ュージーランドの話も出ましたけども、ニュージーランド研修を修学旅行という形に置き換える

のも一つの方法じゃないかなと思う部分もありますし、１年生は対象になっても今の２年生から

はニュージーランドの対象にならないっていう部分もありますから。その辺もよく検討されるこ
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とが必要なのかなと思います。現段階では２０名というボーダーライン超えるようなことは、あ

と何日しかない中では難しいかもしれませんけども、明年度に向けてはきちっと存続していける

ように、２０名というボーダーラインに達成していけるように、取り組んでいただけたらと思う

んですけども、何かありましたら。 

 

○生涯教育課長 

 今年度の清里中学校からの１５名につきましては、例年ほぼ６割程度は、昨年までは清中から

清里高校へ進学をしていたという流れがありました。先ほどご説明いたしましたが、今年の３年

生は学力も非常に高く、また、スポーツ関係でも陸上、野球等で活躍をされている生徒が多く、

そういった道へ進む生徒が多かったというのが現状でございます。いずれにいたしましても、２

５年に向けましては、４月入学いたしましたら、その生徒を対象にアンケート調査を行いまして、

どういう理由で高校を選んでもらったのかというようなことも、しっかりと生徒の意向も踏まえ

ながら今後の対策に反映させていきたいと考えております。また、海外派遣研修につきましても、

今、副委員長がおっしゃったような、例えば修学旅行との振替えということも当初考えにはあり

ましたけれども、道立高校ということで、その中の事業の過程の中で修学旅行はまたそれば別に

必要であるという返答もきておりまして、時期についてはニュージーランドモトエカの相手側の

スケジュール等もございまして、現在も詳細の調整をしているところでございますが、できるだ

け学校生徒、相手側にも負担のかからない中で継続していける形で実施をしてまいりたいと。一

部日数についても検討してまいりたいと考えております。また、あくまでも、修学旅行とは違い

ますので、絶対に行ってもらわなければならないということではありません。経済的な負担も当

然生じますので、そういったことも考慮しながら、希望する生徒を対象にして行きたいと思って

おります。また、２年生の対応なんですけれども、今度新たに２年生になる生徒につきましては、

ちょうど制度の狭間ということになりますが、現在の制度の中で中高生それぞれ７名ずつという

制度で行っておりますので、来年度、２４年につきましては２年生も７名を限度として希望する

生徒を派遣して行きたいと考えているところでございます。以上でございます。 

 

○前中委員 

 ２点ほどお聞きしたいのですが、まず、皆さんご承知のとおり、中学校が初めて１間口４０名

の生徒が、今回かなり優秀な成績を修めたということは、かなり特化することかなと思います。

管内でも高レベルという話も聞いております。そしてまた、小学校、ちょっと説明は無いですけ

ども、６年生が４１人ということで次年度はどうなるか、そこもちょっと聞きたいところはある

んですけども、その中でかなり高い学力を修めていると。そして、４０人が１つの教室の中にい

る子供たちが、かなり町外に出たという現実。そこにはやはり、体育を通じた活動で、かなり管

外に出たという話も聞いています。でもやはり残って清里高校に進んだ子供たちもかなり学力が

高い子からも進学希望が出ている。その中で、この間もＰＴＡの役員さんから話があったんです

が、ニュージーランドの支援もしかり、その他もしできるのであれば、給食費の支援はできない

のだろうかという話も、現実僕のところにも入ってきているのも事実です。その点、同じような

部分、中にはせめて弁当ぐらい親御さんがという話も無いわけではないんですけども、それも道

内には、聞く所によるとそういう学校もあると聞いていますので、その辺の検討も課題として残

るのかどうか。 
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 それともう１点、中学校における清里高校の学校説明会が遅い、短いというのは、正直なこと

を言いますと、２年ぐらい前から１回か２回は説明がありました。それ以前は１回あったかどう

か。清里高校さんが中学校に出向いて勧誘募集ということが、今までそんなに表立った動きは無

かったんですけども、一昨年辺りから何回かありまして、今回、僕もうる覚えなんですけども、

新１、２年生に対しては、今年度１月、２月辺りで動向調査的なニュアンスを調べるようなもの

が来ていたような、ちょっとうる覚えなんですけども。年度替わりでなくて、２月、３月にはそ

ういう調査をやりたいというような話もちょっとあったので、その中にいろんなアプローチ、多

分高校側からもして来るのかなと思うんですけども。それもセットで、高校じゃなくて中学校か

ら説明があると思うんですけども。それを何回か継続的に出していければと。 

 あともう１つ、その中で同じように部活が、高校受験の時にどうしてもキーパーソンとして大

きくなるので、そこら辺を何とか清里高校さんの方に精力的に団体活動の協議も、女満別高校さ

んのようにはいかないですが、個人競技の中で特化した部分、陸上だとか剣道だとかもございま

すし、その辺もう少しアプローチの仕方を考えて欲しいと言いうのが、要望としてお願いしたい

のですけども。 

 

○生涯教育課長 

 まず１点目の、給食費の関係ですけれども、この関係は教育委員会の方にも非公式なのですが、

父兄の方から例えば高校に給食を提供したら、町としては対応できるのだろうかというようなお

問合わせをいただいたことがございます。これにつきましては、施設的には高校生が対象となっ

たといたしましても、１００人まではいかないという規模でございますので、施設的には町の施

設で可能と考えております。ただ、高校側といたしまして、また受入れについて、備品等の整備

あるいは人員の配置ですとか、先ほど前中委員がおっしゃったような指導面で給食を提供するこ

とが良いのか。また、生徒及び保護者の意向も調べる必要もあると考えておりますので、これも

２４年度中に早い段階で協議を進めていきたいと考えているところでございます。 

 またそれと、中学校の生徒の意向なども適宜学校側と連絡調整しながら、そういった状況を意

向を把握した上で、有効な対策ということで考えていきたいと思います。また、高校に対しまし

ても、従来から高校としての生徒に対する魅力ということで、部活動につきましても話題として

は出ておりますので、そういった部分もさらに積極的に、でき得る限り中学校とできれば連動し

たような活動ができるように、働きかけはしてまいりたいと考えているところでございます。以

上です。 

 

○畠山委員長 

 他、ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 無ければ、生涯教育課終わります。ご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 ２番ですけども、次回の委員会の開催についてということで、局長お願いします。 
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○事務局長 

 次回の委員会につきましては、３月定例会前の委員会ということで、２月２２日水曜日を予定

していただきたいと思っております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 次回の委員会の予定でありますけれども、２月２２日でとりあえず予定してございます。 

 それでは３番のその他、委員の方でその他ございませんでしょうか。無ければ、事務局からあ

りませんでしょうか。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、全ての案件について終らせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時３０分） 

 


