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第７回総務文教常任委員会会議録 

平成２４年６月１２日（火） 

    開 会     午前  ９時００分 

    閉 会     午前 １１時０７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２４年度一般会計補正予算（第２号）の概要について 

 ②清里町土地開発公社の解散について 

 ③自然エネルギーの検討・活用について 

 ④第４次清里町行財政改革大綱に係る実施計画について 

 ●生涯教育課 

 ①平成２４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２４年度清里高校生海外派遣研修事業について 

２．意見書の検討について 

 ①２０１３年度国家予算編成における教育予算確保・拡充を求める意見書（案） 

 ②地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書（案） 

 ③地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

３．道外所管事務調査について 

  （産業福祉常任委員会と合同実施） 

４．次回委員会の開催について 

５．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      熊谷 雄二 

 ■企画財政Ｇ総括主査  三浦  厚    ■企画財政Ｇ主査    宮津 貴司 
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 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■学校教育Ｇ総括主査  清水 俊行 

 ■学校教育Ｇ主査    新輪 誠一    ■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 

 

 

●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第７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 

 総務課より、①平成２４年度一般会計補正予算（第２号）の概要について、説明願います。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 ～説明～ 

 

○畠山委員長 

 質疑を受けたいと思います。何かありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次に、②清里町土地開発公社の解散について、説明願います。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 ～説明～ 

 

○畠山委員長 

 質疑を受けたいと思います。何かありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次に、③自然エネルギーの検討・活用について、説明願います。 

 

○総務課長 

 ～説明～ 

 

○畠山委員長 

 質疑を受けたいと思います。何かありませんか。 



 

- 3 - 

 

○前中委員 

 二酸化炭素排出調査をしていないのは斜里郡３町で清里町だけであるが、これからの進め方に

ついてお聞きしたい。 

 

○総務課長 

 調査委託を行い、今後の活用計画を立てていきたい。しかるべき時期に調査委託の補正予算を

計上したいと考えております。 

 

○前中委員 

 大学・民間等、どこに業務委託するのか。 

 

○総務課長 

 民間の調査機関に委託すべく、委託費を積算中です。 

 

○前中委員 

 これらの事業に対する国・道等の補助メニューはあるのか。 

 

○総務課長 

 採算が見込まれる事業に関しては、各省庁に補助制度があります。 

 

○議長 

 過日の正副議長打合せの中で町長より説明があった。しかるべき時期に議員協議会の中で議員

との意見交換を行う計画である。 

 

○畠山委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 次に、④第４次清里町行政改革大綱に係る実施計画について、説明願います。 

 

○総務Ｇ主幹 

 ～説明～ 

 

○加藤委員 

 項目細部にわたる精査が必要であるが。 

 

○総務課長 

 十分配慮していきます。 
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○加藤委員 

 行政改革大綱については承認されているが、具体的細部については、町民のためのまちづくと

いう視点が重要であると思う。 

 

○前中委員 

 行革大綱策定における「まちづくり」のためのキーポイントは何か。また、総合計画・自立計

画・行革大綱、庁内プロジェクトなどの全体を掌握するセクションはどこになるのか。 

 

○総務課長 

 全体的な調整は課長職による企画委員会であり、所管は総務課になります。 

 

○議長 

 第３次の反省評価等の検証を行っての第４次の大綱となっているのか。また、第４次の新メニ

ューはどれか。 

 

○総務課長 

 第４次行革大綱については、第２期自立計画の行財政改革部分を継承したものであり、第２期

自立計画の反省評価はこれから行うことになっております。 

 

○議長 

 本題と若干ずれますが、私は第５次清里町総合計画策定委員会の委員長でありました。計画案

答申の際に各委員と、毎年計画の実績・反省評価等検証を行うことを約束しています。今後検証

を行うための会議の開催予定はあるのか。 

 

○総務課長 

 総合開発審議会において行う予定でおります。 

 

○畠山委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 無ければ、総務課全般を通して、何かありませんか。 

 

○加藤委員 

 町民会館の関係について、第５回総務文教常任委員会において、清里町民会館と札弦センター

機器類について質問をしたが、その回答をしていただきたい。 

 

○総務課長 

 町民会館の２階の使い方については、葬儀においても使用希望があれば貸すこととしておりま

す。 
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○加藤委員 

 札弦センターと町民会館は同じような利用機能であり、備品等の配備は同様でなければならな

いのではないか。 

 

○総務課長 

 設計・工事段階から協議してきたものでありますので、新たな整備などについてはなかなか難

しいところがあります。 

 

○畠山委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 無ければこれで総務課を終わります。ここで１０分間休憩します。 

（休憩） 

○畠山委員長 

 それでは、休憩を解きまして、生涯教育から２点について説明いただきたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 まず、１点目につきましては、平成２４年度補正予算ということで、２１ページになりますが、

詳細につきましては２点ございます。１点目は、文部科学省の指定を受けた事業に伴います、経

費に関する補正。さらにもう１つが、緑地域の山村留学協議会からの要請によります、パンフレ

ットの印刷経費などの補正ということで、中身につきましては、担当主査よりご説明をさせてい

ただきます。 

 

○学校教育Ｇ主査 

 それでは１つ目の、確かな学力の育成に係る実践的調査研究事業に係る補正予算の内容につき

まして、内容を説明いたします。この事業につきましては、北海道教育委員会が文部科学省の指

定を受けまして、北海道から清里町が委託事業として進めるものであります。事業の内容につき

ましては、新学習指導要領の主旨を踏まえた学力向上のための実践的な調査研究を行うものとな

っております。この事業の推進地区の指定につきましては、清里町を含め道内３カ所となってお

ります。事業を展開する学校につきまして、清里小学校と清里中学校としておりまして、事業費

の内訳でございますが、学校教員が全国研究協議会へ参加するための旅費としまして９万６千円。

事務の消耗品としまして３万円。学力向上対策のリーフレット印刷代として２１万円。合計で３

３万６千円を計上しております。このリーフレットの内容につきましては、学習習慣の定着、学

習意欲の向上を狙いとしたものとしまして、家庭学習のあり方などに関わるものを計画しており

ます。事業費の財源内訳でございますが、北海道補助金が３０万円、町の一般財源で３万６千円

となっております。 

 続きまして、緑地域山村留学推進協議会補助事業の関係につきまして、ご説明いたします。こ

ちらの事業につきましては、緑町小学校におきまして実施しております、山村留学事業推進のた
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めのパンフレット３千部を印刷するものであります。印刷経費としまして１８万円を計上して、

この推進協議会の方へ補助するものであります。前回の作成が平成１９年度となっておりまして、

内容が古くなっておりますし、現在残数が無くなってきたということもありまして、今年度にお

きまして、全て刷新するものであります。以上で、説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 平成２４年度一般会計補正予算ということで、説明がありました。委員の方、何か質問ござい

ませんか。 

 

○前中委員 

 参考までに、道内３カ所というのは公開されているのですか。 

 

○生涯教育課長 

 この事業につきましては、年度が始まってからの指定ということで、現在本決定ではございま

せんが、清里地区も内定を受けている段階でありまして、この他に根室管内の標津町、苫小牧市

ということで、道内３カ所が指定をされる見込みでございます。 

 

○畠山委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○畠山委員長 

 無ければ次の②に移ります。 

 

○生涯教育課長 

 ２点目の、清里高校生の海外派遣研修事業についてでございます。この関係の詳細、日程並び

に参加者ということで、ご説明をさせていただきます。今回、９月からということで、本年度に

つきましては、櫛引町長が町長に就任されてから、まだ訪問していないということで、櫛引町長

のモトエカ町長への表敬訪問も含めまして、訪問を予定しております。内容につきましては、担

当総括主査より説明させていただきます。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 

 本事業につきましは、昨年まで清里中学２年生、清里高校２年生、それぞれ７名ずつをニュー

ジーランドのモトエカ町に派遣しておりましたが、本年度より清里高校生１年生全員に特化しま

して、国際社会に通ずる人材の育成、語学力の向上を図りながら、清里高校の特色を作り出して、

生徒数の確保に努めていきたいと考えているところでございます。 

 ２２ページをお開きください。日程についてでありますが、秋休みを利用する意味合いも含め、

９月２２日～３０日までの８泊９日の日程であります。具体的な行程については、モトエカ高校

での体験入学を中心に、首都ウエリントンを訪れ、国会議事堂等の政府機関も見学する予定でご

ざいます。 

 続きまして２３ページをお開きください。参加者についてでありますが、先ほども申し上げま
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したとおり１年生全員の１６名。経過措置といたしまして２年生７名。そして清里高校の影山校

長先生と１年生の担任であります水野先生の２５名であります。また、空欄となっております教

育委員会の引率でありますが、社会教育グループの小林主査、英語指導助手のグレン・ランカス

ターを同行させる予定でございまして、先ほど課長から申し上げたとおり、町長の表敬訪問を含

めますと２９名ということになります。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ２４年度高校生海外派遣事業について、何かございませんでしょうか。 

 

○議長 

 私の方から１点よろしいでしょうか。６月５日に議会に用事がありまして役場に来ておりまし

たら、岸本課長と本松君から連絡がありまして、札弦出身の糸川君が来ているので、町長室で会

ってくれということで、応接室に行きました。後ほど課長の方からも報告があると思いますが、

課長と本松君が、町長の執行方針の中にもありましたが、スポーツ合宿を誘致したいということ

もありまして、２人が専修大学スケート部の監督をしております糸川君の所へ行かれたようでご

ざいます。糸川君が早速、東大の陸上部が来る前に、今年来てくれるということで、専修大学の

選手を連れて来てくれるということで、そのご挨拶に来ていました。私もその時にお会いできま

して、後ほど課長からもお話があると思いますが、彼は専修大学ばかりでなく、オリンピック養

成の強化コーチにもなっているということで、ぜひ専修大学ばかりでなく、十勝のリンクに行く

前に合宿をやってくれないかという話をし、どういう物が必要なのかという話をしたら、やはり

ローラースケートの１周２００メートルぐらいのコースがどうしても必要だということでした。

学習センターの駐車場の広さで良いと言うのだけれども、駐車場で白線が引いてあるので、ロー

ラースケートをするとデコボコすると。それで、アスファルトを１層だけやってくれれば十分で

きるんだと。お金はしれているので、早速来年作ってやれば良いのでないのかという話をして来

たのですが、そういうことで、札弦出身で地元なので、糸川君が熱心に来てくれるということで、

課長と本松君が努力して、来てくれるようになりました。 

 そのついでに、これも後ほど説明してもらおうと思いますが、東大にも行ってこられたようで、

東大も近年になく３０数名、今まで最高でも３０名程度だったのが、男女合わせて３６、７名来

るということです。今年は盛会裏にスポーツ合宿がやれるのかなと思っております。ちょっとそ

の辺、説明お願いします。 

 

○生涯教育課長 

 私の方から、その他ということで説明させていただきたいと思います。今、議長の方からもお

話がありましたとおり、５月２７日～２９日にかけまして、私と本松総括主査とで首都圏の大学

４校に訪問いたしまして、是非清里町での合宿をということで、要請活動をやって来たところで

ございます。訪問してきた大学につきましては、東京大学陸上部の部員の方々にお会いしてきて

おります。また、専修大学の糸川監督、また、清里町出身の松井選手にもお会いしてきておりま

す。その他、本町にまちづくりの関係でいろいろとご指導いただいております、江戸川大学の鈴

木教授が来ておりますが、この繋がりで江戸川大学の方にもお会いしております。また、東京清

里会の会員の方を通じまして、亜細亜大学の事務局にもお伺いをし、ＰＲをしてきたところでご
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ざいます。 

 その内容を踏まえまして、６月５日に専修大学スピードスケート部の糸川監督が急遽現場を見

たいということで、お越しいただきまして、その場でいろいろと体育施設、あるいは宿泊施設等

を視察して、その場で今年の７月３１日～８月５日の６日間、本町で合宿をしていただけるとい

うことを、即決していただいたという状況でございます。部員につきましては１４名ということ

で、最大１４名の方が来て、夏場のトレーニングをしていただけると。体育施設関係も見て行き

まして、どういったトレーニングをするかというのも、監督の頭の中で描きながら、いろんな用

具、かつて中学生時代にご自分で使用されていた用具なども確認しながら、具体的に視察をして

いったところでございます。 

 また、東京大学陸上部につきましては、今年につきましては８月６日～２２日までの間、総勢

３５名の参加ということで、男子学生が２８名、女子学生が７名の予定で本町に来ていただける

ということを伺っております。陸上部の学生にも積極的に、本町も合宿誘致をしているとお話を

したところ、いろいろと逆にこういったことをもっとＰＲしてはどうですか、というようなアド

バイスもしていただきながら、また、さらに大学内でも他の運動部等にもＰＲをしていただける

ということで、帰ってきたところでございます。 

 他の江戸川大学、亜細亜大学につきましては、それぞれ本町の体育施設の状況、宿泊施設の状

況、あるいは交通機関の状況等、さらに支援の内容の説明をしながら、今後の本町での合宿をお

願いしてきているところでございます。とりあえず夏の間で、東京大学、専修大学ということで、

合宿をしていただけることになっております。 

 今後につきましても、今年度はこの他のところはちょっと難しいと思いますが、さらに来年度

以降に向けまして、誘致活動を行って積極的に推進をしてまいりたいと思っています。また、設

備関係につきましても、今後、議会の方とも調整をさせていただきながら、できる限り支援をし

てまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

 

○畠山委員長 

 何かありますか。無ければ、これで生涯教育課終わります。ご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは２番、意見書についてお願いします。 

 

○事務局長 

 意見書案の検討についてでございます。ご覧のとおり連合清里からでございます。５件の意見

書提出依頼がございました。２４ページでございます。その内、当委員会に関しては３件の関係

の意見書案がございます。２６ページをお開きください。 

 １点目の意見書案でございます。２０１３年度国家予算編成における教育予算確保・拡充を求

める意見書についてでございます。これにつきましては、４点の項目がございます。教育予算の

関係でございます。これについての意見案第２号でございます。 

意見案第３号については、これも教育関係でございます。地域や子どもの実態に応じた高校づ

くりの実現を求める意見書案。高等学校に関する意見書でございます。これにつきましては、新

たな高校教育に関する指針、道教委が出した新たな高校教育に関する指針、これの見直し。それ
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から公立高等学校配置計画の一方的な策定は行わない。それから教育の機会均等と子どもの学習

権を保障する。それから障害のある子、無い子に関らず、希望する学校に入れるようにとの、４

点の項目でございます。 

 意見書案第４号につきましては、地方財政の充実・強化を求める意見書案でございます。これ

につきましては、被災自治体の復興に関する予算の関係、それから医療・介護・子育ての人材確

保、地方交付税の総額確保というような項目になっております。 

 この３つの意見書案について、当常任委員長からの提案議案の説明でございます。以上でござ

います。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、説明がございました。意見案２号、３号、４号の３つございます。これを取り扱って

いきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 次、３の道外所管事務調査についてということで、産福もありますが、総務文教でやらさせて

もらいます。この関係についてお願いします。 

 

○事務局長 

 道外所管事務調査合同調査の関係ですが、説明につきましては、当委員会でお願いしたいと思

います。３４ページをお開きください。前回の委員会で大枠をご説明申し上げ、詳細については

後日ということでお話を申し上げたところでございます。日程は１１月２６日から５日間。視察

地につきましては、四国ということでお話を申し上げたところでございます。現在、詳細を詰め

ているところでございます。 

 まず、中心的な課題であります、自然エネルギーの活用の視察ということで、高知県梼原町を

視察先に考えておりますが、現在、梼原町に照会をかけているところでありますが、この町は非

常に視察対応が多くて、ちょっと待ってくれということで、今待ったをかけられている状況でご

ざいます。ここが決まらないと、後がなかなか決まらないのですが、一応梼原町がＯＫという前

提で、四万十町の滞在型市民農園と道の駅「四万十とおわ」と言う先進的な道の駅がございます。

それから徳島県に渡りまして、彩事業（葉っぱ産業）。木質バイオマスということで企画を立て

ていきたいと思っております。もうそろそろ返事が来ると思うのですが、ここの町は火曜日と木

曜日しか視察を受入れないという限定的な所もありますので、２７日が非常に都合が良いという

ことで、今当たっているところで、もうそろそろ返事が来ますので、そこが決まり次第、次回に

は確定の報告ができるかと思いますので、よろしくご理解願いたいと思います。 

 それから予算につきましては、１人当たり２１万７,４８０円、９名で１９５万７,３２０円と車

借上料で４０万円の予算で組んでいるところでございます。先ほども申したように、現在交渉中

ということでご理解願いたいと思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 日程が大体でありますけども、それに合わせて皆さんも日程調整していただきたいということ

と、これについて、何かご意見がありましたら受けたいと思います。 
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（「なし」の声あり） 

○畠山委員長 

 この関係については、また決まり次第ということで、よろしくお願いいたします。 

 ４、次回の委員会開催について、事務局。 

 

○事務局長 

 日程的にはまだ未定でございますが、委員長と協議、相談しながら決定していきたいと思って

おります。 

 

○畠山委員長 

 ５、その他、委員の方で何かございましたら。 

 無ければ、事務局の方から何かございませんか。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

 

●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、これで全て終わりましたので、第７回総務文教委員会を終わります。どうもご苦労

様でした。 

 

（閉会 午前１１時０７分） 


