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第８回総務文教常任委員会会議録 

平成２４年７月２６日（木） 

    開 会     午前  ９時００分 

    閉 会     午前 １０時４０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年度普通交付税の算定結果（速報値）について 

 ②清里町再生可能エネルギー導入の可能性調査について 

 ③清里町国民保護計画の変更（経過）について 

 ④宗教法人（神社）に対する町有地の有償貸付について 

●生涯教育課 

 ①清里高校支援対策について 

 ②児童・生徒の学力向上対策の取組みについて 

 ③スポーツ合宿の受入について 

 ④町民プールにおける転倒事故について 

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    ■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 

 ■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 
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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８回総務文教委員会を開催させていただきます。 

 

 

〇畠山委員長 

 それでは、町からの協議・報告事項についてということで、総務課より４点ございます。順次、

よろしくお願いいたします。 

 

○総務課長 

 総務課から、協議・報告させていただきたいと思います。 

 １点目の、平成２４年度普通交付税の算定結果の速報値になりますが、算定の概要についてご

説明申し上げます。平成２４年度普通交付税につきましては、国の総額１６兆４,０７３億円を不

交付団体を除き、都道府県、市町村に交付されます。市町村といたしましては、全国で７兆７,１

４１億円、前年対比で０．３％の増となってございます。平成２４年度の算定の主な改正点とい

たしましては、２ページの中段にありますように、平成２３年度の算定では、地方再生対策費及

び雇用対策・地域資源活用推進費を統合いたしまして、新たに地域経済・雇用対策費を創設して

おります。また、寒冷地補正ということで、積雪地の級地の見直しを行っております。本町にお

いては、この２点により交付税が増額になっております。この他に基準財政需要額の個別算定経

費の項目の新設や、負担費用の改定などが行われております。また、基準財政収入額では、全国

的には市町村民税は増額となっておりますが、固定資産税については評価替えに伴い減額となっ

ております。なお、清里町の算定結果の詳細については、財政担当主査からご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは私の方から、２４年度の交付税の詳細の内訳について、ご説明をさせていただきます。

２ページをご覧いただきたいと思います。少々見づらい表になっておりますが、ちょうど中段の

平成２４年度交付決定額（確定額）と書かれた数字と、右隣の平成２３年度交付決定額（最終決

定額）のところをご覧いただきたいと思います。平成２４年度の交付額ですが、前年より２億５,

７９０万５千円増額の２６億７７７万２千円の算定と今のところなっております。前年比で１０．

９８％の増でございます。前年度の算定方法の主な改正点につきましては、先ほど総務課長より

説明がございましたので、割愛させていただきます。順次、お示しの資料にて算定概要について、

ご説明申し上げたいと思います。まず、３ページの需要額の増減内訳についてですが、行政運営

のための財政需要を一定の方法により合理的に算定した額を需要額と言います。基準財政収入額
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と５ページの収入額につきましては、国税を含む税収等を一定の方法により算出した額となって

おります。この３ページ、４ページの需要額から５ページの収入額を差し引いた額、この財源不

足分を交付税で補われるという仕組みとなってございます。また、交付税を算定するにあたって、

人口が大きな要因になってございます。平成２２年度の国税調査の数字を基準として考えており

まして、昨年度は速報値４５５２人を用いておりましたが、本年は確定値にあたる４５５１人と

いうことで、人口による大きな増減は生じていないということでございます。３ページから詳し

くご説明していきたいと思いますが、かなり項目が細かくになっておりますので、大きな増減、

特徴的なもののみ、ご説明申し上げたいと思います。なお、表中にあります増減の表示でござい

ますが、増と記載されているものは、交付税交付額のプラス要因となり得るものであって、逆に

三角のマイナスが付いているものは、交付税額のマイナス要因となると見ていただけると幸いで

す。それでは、主な特異的なものについて、説明申し上げます。道路橋梁費がプラス１７．５％

となっております。先ほど総務課長より説明ありましたとおり、寒冷地の等級の見直しが行われ

ておりまして、より豪雪地帯であるということで改定されており、うちは２級地から３級地にな

っておりまして、近隣でありますと斜里町と同等の積雪地帯と位置付けられております。その分

がかなりプラス要因になっております。それから、林野水産行政費がマイナス４５．１％となっ

ております。これは、平成２２年度の国勢調査の結果によりまして、林野の水産業の従事者がか

なり減ったことによる要因です。それから、戸籍住民基本台帳費１８．５％のマイナス要因とな

ってございますが、交付税の単位費用の減額が要因でございます。それから３ページの一番下の

地域経済雇用対策費に皆増と書いてありますが、これは制度改正による増で、前年度比の皆減と

書かれた上段にある、地方再生対策費及び雇用対策・地域資源活用推進費というのが無くなって、

新たにこの皆増と書かれたこの費目が増設されたということでございます。続いて４ページをご

覧いただきたいと思います。公債費についてでございます。公債費に算入される経費のうち、臨

時財政特例債が１７．７％の減額となっております。これは、町の償還額が減ったことによって

マイナス要因という形で出てきております。続きまして５ページですが、これは逆に収入額にお

ける増減要因となりますので、表中の増減については、増と記載されているものは、先ほどとは

逆に交付税交付額のマイナス要因となりまして、減と記載されているのは、逆にプラス要因とな

るとなるものでございます。これについても、特異的なもののみ説明させていただきます。利子

割交付金が１６．１％のマイナスとなっております。これは、預貯金の低金利化に伴いまして、

それらの利子課税が国全体で減っているということでございます。それから、交通安全対策特別

交付金もマイナス１１．６％となっております。これは、本町における交通事故の件数、改良済

道路の延長距離数などが、前年度に比べて減っているといった実績要因でございます。それから、

町民税の所得割というのが、町民税でございますので、プラス６．７％となってございます。こ

れは、農業所得の増によります税収の増が要因となっております。それから最後になります、地

方特例交付金がマイナス８６．４％となっております。これは、国全体において自動車取得税の

減額が起きているということで、うちの町ではなくて全国的にこのようなマイナス要因となって

いるということでございます。以上で、この表の説明を終わりますが、本年はオホーツク総合振

興局管内の全市町村が増額となっております。市を除きます町村の平均伸び率は、前年度対比プ

ラス６．４％ほど伸びております。清里町の伸び率は先ほど説明したとおり、１０．９８％、お

よそ１１％でありますから、管内１５町村ありますが、伸び率から申し上げますと上位４番目の

伸び率となっております。以上が、平成２４年度普通交付税の算定結果でございます。説明を終
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わります。 

 

○畠山委員長 

 只今、２４年度普通交付税の算定結果ということで、説明がございました。これに関して、質

問を受けたいと思いますが、何かございますか。 

 

○前中委員 

 ２３年度の法人税はどれぐらいだったのですか。 

 

○総務課長 

 もう一度精査させてください。漏れているのか確認できないので。 

 

〇前中委員 

 数字が合わないので、多分漏れていると思うのですが。 

 

○畠山委員長 

 それでは、確認して後からお願いします。 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 続きまして、２番、お願いいたします。 

 

○総務課長 

 ２点目の、清里町再生可能エネルギー導入の可能性調査について、６ページでご説明いたしま

す。この件につきましては、全国的に災害に強く、環境負担の少ない再生可能エネルギーが注目

されております。こうした中、６月の議員協議会においても、ご説明、あるいは意見交換を行っ

てきましたが、清里町においても気候や立地条件、産業構造、賦存量などの条件を基に、採算制

を含めた再生エネルギーの可能性について調査を行うものであります。委託業務の内容でありま

すが、１点目の清里町における再生可能エネルギー導入の背景と目的といたしましては、（１）

清里町の気象条件などの地域の特性の調査。（２）わが国のエネルギー需給状況並びに将来の見

通しなど。（３）わが国におけるエネルギーの政策及び近年の動向など。（４）清里町における

再生可能エネルギー導入の背景と目的などをしております。それから２点目の、再生可能エネル

ギーの技術の動向調査としましては、再生可能エネルギーの調査の範囲といたしましては、太陽

光、太陽熱、地中熱、小水力、バイオなどとその定義としております。（２）再生可能エネルギ

ー技術、可能性や最新の動向調査、（３）再生可能エネルギーの導入の事例調査などとしており

ます。３点目の、再生可能エネルギー導入モデルの検討といたしましては、再生可能エネルギー

の賦存量・利用可能量。例えば水力でありますと水利権とか水量とか。太陽光ですと日照時間と

か。それから電気の供給、あるいは販売、売電。太陽熱でありますと熱量などの調査。（２）と

しては、事業化に向けた公共施設や町有地での実現可能な事業化のモデル検討。（３）それぞれ

のモデルごとに、経済性・環境性・雇用創出などの効果の検討。４点目といたしまして、事業計
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画（案）の検討でありますが、立案したモデルごとに、事業の手法、実施主体、スケジュール、

資金計画、それらを基にしまして事業計画書の取りまとめ。５点目としまして、事業推進の方策

の検討としては、事業を推進する場合の町民、事業者、行政の役割と財政の検討。（２）として、

町民あるいは事業者の意識向上を図るための普及啓発方法、あるいは提案。資料としましては、

国の補助金・助成金制度、融資制度。それから民間事業者がやる場合の税制優遇制度を整理して

提出してもらうこととしています。３点目の委託調査費につきましては、現在委託費の積算中で

ありますが、概ね５００万から６００万程度になることを想定しております。委託期間につきま

しては平成２４年度内。従いまして、来年３月とし、１２月に中間報告を受けたいと考えており

ます。この再生可能エネルギー導入の調査委託費につきましては、いずれにしても補正予算での

対応となりますので、できれば８月に臨時会を開いていただき、委託費の補正を提案してまいり

たいと思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ２番でありますが、清里町再生可能エネルギー導入の可能性についてということで、説明がご

ざいました。何か、これに関して委員の方からありませんか。 

 

○加藤委員 

 来年の３月までにこれを受けて、それから事業展開をして実施していくという最終計画は、い

つの年度を予定されているのか。 

 

○総務課長 

 調査委託の結果にもよりますが、十分採算性と言うか、経済性が取れるとなれば、例えば太陽

光等については、比較的短期間での実施、来年度以降の実施は可能と思いますし、小水力等につ

いては、やはり相当期間がかかるものと考えております。そういうことで、ご理解いただきたい

と思います。 

 

○前中委員 

 この調査を基に、今後、当町におけるエネルギーの方向性を導くということで捉えて良いので

しょうか。 

 

○総務課長 

 はい、そのとおりです。 

 

○前中委員 

 今、調査するってことで、太陽光と小水力の有利性があるんじゃないかという説明だったので

すが、太陽光に関しては、もう独立法人の中で、ある程度地域における日照量とか計算した中で、

ホームページ上である程度の積算時間等は出ているような実態があると思うんですよね。その辺

のデーターより、より一層詳しいものが必要であるというのならば、そういう形で進めてもやぶ

さかではないのですが。小水力についてはわかりませんが。もう少し的を絞るなどして、調査を

するってことも一つの案だろうし、農水関連で地域再生エネルギーの６次化という取り組みも、
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以前出したんですけども、その補助申請等もあるような話なのですが、それについては、結局ど

のような形で回答があったのか。その辺を教えてください。 

 

○総務課長 

 まず、１点目の太陽光発電につきましては、清里町の町有地の６カ所で検討してまいりたいと

考えております。と言うのは、清泉の学校、美里の学校跡地、江南の学校跡地、新栄の学校跡地、

それから緑保育所の所にも町有地がございますし、札弦センターの北側にも町有地がございます。

これらの地域で、後は北電の受電施設がどうなのか。それから面積、それから山陰になる所もあ

りますし、美里ですと相当木が生えていますので、それの伐採に多大な経費をかけても合う話で

はございませんので、その辺を含めて調査委託をかけてまいりたいと考えております。それから、

小水力の６次化の関係について、確かに国の補助が平成２４年度要綱という形で出されておりま

す。その補助金の対象箇所と言うか、全国で３カ所で、その内の１カ所は被災地、残り２カ所は

他の都府県でやってございます。それで、農水省の考え方といたしましては、７月に事業者向け

の全量買取制度、４２円で２０年という単価が示されておりますので、これを受けて、この補助

金制度は来年度は廃止になるかもしれないという話は聞いております。いずれにしても、今回調

査をやって、また補助金制度等も含めて検討してまいりたいと考えております。以上です。 

 

○前中委員 

 今の話を聞いて、かなり絞り込んだものを出したいということで、捉えて良いですか。 

 

○総務課長 

 はい。 

 

○加藤委員 

 ソーラー関係のことで言えば、候補地がいろいろと挙がったんですけども、結果的に北電との

話になるのですが、小さくちょこちょことやると、それ全てに関して機械設備と言いますか、変

電設備と言うか、蓄電などの機械関係がかかるのは、調査する前からわかりきっていること。箇

所を多くすればするほど、その固定経費にかかっていくという問題が当然出てくるわけで、町が

それを本当に導入しようとすれば、１カ所に大きな施設を、一番の最適地に選んでやるというこ

とが、基本的には条件になってくるのが目に見えているような感じがするので、その辺、もう少

し、委託調査をどこに依頼するのか、これが施工関係とマッチした中でできるのか、データを作

ったけども、また業者選定の中には１からのスタートだとか、いろんな経費などがあるので、そ

の辺は十分に前もって、この調査を発注する前の段階で、予備知識を持った段階で十分にやって

いただきたい。このことだけ、もう一度お願いをしておきたいと思います。 

 

○総務課長 

 只今のご意見ですが、確かに加藤委員がおっしゃるように、大規模にメガソーラーなどをやる

のが一番効率的でございます。メガソーラーの候補地については、確かに北海道に登録している

町村もございます。例えば稚内辺りでしたら１６０ヘクタールですとか。それから大企業から北

海道を通して市町村を紹介する場合については、２０ヘクタールから３０ヘクタールで、標高差
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が２メートル以内、平坦地などの立地条件の良い所で、尚かつ北電の鉄塔から２キロ以内と、非

常に条件が厳しく、本町の場合はなかなかそういう候補地が無いということで、本町においても

町有地を最大限にした中で、今回委託をかけてまいりたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 そのことは十分にわかってて言っているんです。ですから、清里で導入する最大限の目標は、

どの辺に置いているのか。分散するよりは、１カ所にした方がコストの部分で良いのではないで

すかってこと。そういうことも踏まえた中で、十分検討して進めていただきたいということです。 

 

○畠山委員長 

 他、ありませんか。 

 無ければ、次に移りたいと思いますが。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは、３番に移りたいと思います。お願いします。 

 

○総務課長 

 ３点目の、清里町国民保護計画の変更ということで、途中経過になりますが、７ページに資料

を添付しております。国民保護法の国の基本指針及び北海道国民保護計画の変更に伴いまして、

本町で平成１９年３月に策定しております、清里町国民保護計画の一部変更が必要となり、去る

６月２７日の清里町国民保護協議会で計画の一部分の改正について承認をいただき、現在、北海

道知事と計画の変更を協議しているところでございます。この詳細につきましては、担当総括主

査よりご説明いたします。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは、清里町国民保護計画の一部を改正する計画について、ご説明させていただきます。

本件につきましては、総務課長から説明ありましたとおり、北海道国民保護計画の一部変更に伴

いまして、北海道との連携に関わる部分について、市町村の国民保護計画に変更が必要になった

ことから行うものであります。それでは、変更箇所につきましては、７ページの新旧対照表をご

覧ください。まず、整理番号１、該当箇所２５ページに関してでございますが、災害時における

北海道及び市町村相互の応援に関する協定を新たに締結したこと。並びに、その中に防災の協定

を国民保護業務にも適用できるように修正して再締結したことから、下線部のとおり整理・変更

するものでございます。整理番号２、該当箇所５３ページに関しましては、国の基本方針におい

て、武力攻撃事態等合同対策協議会の開催に関する規定が新しく設けられましたので、当協議会

と市町村との連携に関する規定を新たに設けるものでございます。整理番号３、該当箇所につき

ましては７７ページから７９ページに関しましては、国の基本方針及び道の計画変更に伴いまし

て、安否情報システムの運用開始に伴いまして、情報報告の方法については、新たに第１項の部

分に文言が整理・統合されたものでございまして、第３項につきましては、その第１項で整理し

た部分に伴う内容の変更でございます。以下、後番号の繰り下げを行っております。以上が、計

画変更の部分でございます。今後につきましては、北海道から協議・承認をいただいた後、計画
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の一部変更が決定する運びとなってございます。以上で、説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ３番目ですけども、清里町国民保護計画の変更についてということで、説明をいただきました。

これは良いですか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは次、４番目。 

 

○総務課長 

 ４点目の、宗教法人（神社）に対しましての町有地の有償貸付について、８ページでご説明い

たします。この背景といたしましては、北海道の砂川市が市有地を神社に無償で貸付を行ってい

るのは、憲法の政教分離の原則に反するということで、最高裁判所の違法判決が平成２４年２月

に出されております。また、この中で最高裁判所は、有償貸付など違憲解消の手段があり得ると

も指摘しております。本町においても、この最高裁判所の違法判決を受け、この状態解消に向け

て、従来まで無償で貸付していた緑神社及び札弦神社の町有地を有償で貸付を行うものでござい

ます。１点目の緑神社の町有地につきましては、緑町５０番地、６０番地のうち、貸付面積は１

千平米、地目は原野で、評価額で１平米当たり１．７８５円でございます。そして、土地使用料

といたしましては、町有地の財産貸付に関する要綱で計算いたしますと、年間３５７円となると

ころでございます。貸付の相手方といたしまして、緑神社、これは法人格は有しておりませんが、

会長 午来勉氏でございます。この土地は、清里町は昭和２７年に三井農林から取得した土地でご

ざいます。また、２点目の札弦神社の町有地につきましては、札弦町３３番地３、貸付面積は１

８８４平米、地目は原野、評価額は緑と同じく１平米当たり１．７８５円。土地使用料につきま

しては、年間６７２円となります。相手方につきましては、札弦神社の代表であります、加藤泰

ニ氏でございます。この土地につきましても、昭和２３年に三井農林から取得した土地でござい

ます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ４番目の説明でした。宗教法人に対する町有地の有償貸付についてでありますけども、何かご

ざいませんでしょうか。 

 無ければ、その他ございませんか。 

 

○総務課長 

 その他の件でございますが、第５次清里町総合計画の実績と進捗状況を、総合計画審議会に報

告する件でございますが、この件につきましては、報告が遅れている状況でございます。現在、

各課から昨年度の実績と進捗状況を取りまとめており、この後、全体調整が終わってから企画委

員会でさらに検討部会、さらに８月下旬に総合開発審議会を開催していただき、報告してまいり

たいと考えております。 

 次に、町民会館の使用についてでございますが、町民会館については、オープンして１年９ヶ

月になります。この間の利用状況を見ますと、１階の交流ホールなどは町の行事であります、自
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治会長会議だとか自治会連合会の会議、選挙事務、顕彰式、研修会とか各委員会の総会、保育所

のお遊戯会とその練習、視察受入、消防、追悼式、ごみゼロ運動の開会式、その他に葬儀が年間

１５件程度利用されてございます。また、２階の研修室につきましては、役場庁舎内の会議とか

研修会、自治会や自治会連合会の会議、まちづくり団体などの会議などに利用されております。

前回の常任委員会におきまして、夏の葬儀の場合、遺族控え室が蒸し暑くなるのでそれの改善と、

施設内にごみ箱を設置していないため不便だというご指摘があり、検討の結果、遺族の控え室と

なる和室につきましては、クーラーを設置いたしました。また、ごみ箱の関係につきましては、

ごみは基本的に利用者の方に最後に片付けてもらいますが、葬儀の時などについてはごみ箱を設

置して、改善を図ってまいっているところでございます。また、２階の研修室につきましては、

僧侶の控え室としての要望がありましたので、施設が空いている場合については利用していただ

いておりますが、今のところ利用は無いようでございます。また、僧侶の着替えの際、畳を用意

されたいとのことでございましたが、検討の結果、会議室には常時机や椅子が配置されており、

スペースも狭いため、部分畳を用意しておりますので、今後もこれによって対応をしてまいりた

いと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。それから、先ほどの交付税の関係

の数字を再度ご報告いたします。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 認識不足で大変ご迷惑をおかけしました。昨年の数値ですが、ゼロでございます。昨年度をち

ょっと調べたところ、ゼロというのは法人の売上が低下したことによってゼロであったと。です

から逆に言うと、今年はゼロではありませんので、この部分の交付税額は減るということになり

ます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 その他、諸々３点ございますけども、何かありませんか。 

 

○議長 

 ちょっとお伺いします。平成２４年度の交付税が確定されたということで、非常に国の財政も

厳しい中で、１１％の伸びがあったということでした。平成２４年度の当初予算が２１億という

ことで、保留財源を２億円ちょっと持って、平成２４年度の当初計画が始まったわけでございま

すが、今回２６億が決定をしたということで、保留財源を含めて５億円余りの余裕が出てきてい

るという状況の中で、今回、そういう報告を受けたのですが、年度末までこういう形でいくのか。

交付税が確定したので、保留財源を除く部分については、歳入等々で補正を組むのか、組まない

のか。今後、どういう考えを持っておられるのか。町長の考えもあるでしょうが、大型補正をや

って、この基準財政需要額の中でもありますが、地域経済の雇用対策税で４億きているわけで、

この辺も含めて大型補正をやるのか、やらないのか。何もしないで、年度末に金が余ったから基

金に回すよという形で計上するのか。その辺はいかがでしょうか。 

 

○総務課長 

 交付税が予想より５億円程度、町の当初予算より増額になっております。その中で、町の当初

予算において基金を繰入れているのが、今現在で現計予算で１憶４,３００万円ほどございますの
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で、まず、基金繰入は補正で取りやめたいと考えてございます。そして、大型事業の関係につい

てでございますが、これについてはまだ決定、簡易算定されて間もなく、あまり時間が経ってい

ないので、町長もいろいろと検討しているようでございますので、この辺は検討させていただき

たいと思います。 

 

○議長 

 額がはっきりしているのだから、早くしないとまずいんじゃないの。例えば、公共事業でも何

でも。それは考えているのではないかという話なのですが、総務課の担当なんだから。町長の政

治的な判断しか無いっていう解釈で良いのですか。５億円をそのまま置いておくのかってことで

すよ。補正も何にも組まないで。 

 

○総務課長 

 まず、基金繰入を取りやめたいと思っています。それから、町債の関係も一部整理したいと考

えております。そうしますと、２億円くらいの金額になりますので、この辺については検討させ

ていただきたいと思います。 

 

○議長 

 これは早く判断しないと。５億円きたことだけ教えてもらって、使い道がわからないんじゃ困

るのでね。 

 

○総務課長 

 わかりました。 

 

○畠山委員長 

 他はよろしいですか。その他でありますので、総務課の関連でも何かありませんか。よろしい

ですか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 よろしければ、以上で総務課終わります。どうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは、生涯教育課より４点ございます。説明をお願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 それでは、教育課の方からは４点について、ご報告させていただきます。 

 まず１点目の、清里高等学校の支援対策についてということで、９ページからご覧いただきた

いと思います。清里高校に対する支援につきましては、本年４月の新入学生数が１６名というこ

とで、地元からの入学者の割合につきましても４割を切った状況にございます。そのような中、

北海道教育委員会において、今年の６月に２５年度～２７年度までの公立高校の配置案を示し、

現在、道内各地におきまして、地域別の検討会議を開催し、地域からの意見聴取を行っていると
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ころでございます。今後、この検討協議の結果を踏まえ、９月には計画が決定されるという流れ

となっております。本町におきましても、平成２５年度入学者対策に向けまして、５月には町内

の各学校長により組織いたします、清里町小・中・高校連携推進会議を開催し、この中で、今年

度は特に、中学校と高等学校との連携を強化することについて協議しております。また、６月に

は教育委員並びに中学校、高等学校の校長、教頭で組織します、清里高等学校支援連携会議を開

催しまして、具体的な今後の対策について協議をさせていただいております。それらの内容につ

きましても、この後説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、資料の９ページでございますが、これが本年６月に道教委が示しました、向こう３カ年

の計画となってございます。上段はオホーツク東学区における中卒者の状況となっておりまして、

その下が各学校ごとの３カ年の計画及び２８～３１年度までの見通しが示されております。この

中におきましては、女満別高等学校が２学級から２４年度には１学級となったのですが、その後

の生徒の増加に伴いまして、２５年度におきましては計画変更し、１学級増ということで、オホ

ーツク東学区の３カ年の計画となっております。清里町をはじめとするその他の学校につきまし

ては、この３カ年においては変更はありませんが、２８年度以降の見通しにおきまして、昨年の

計画と若干変わった部分がございます。次のページの２３年度の計画をご覧いただきたいと思い

ますが、この中で平成２７～３０年度までの見通しのところで記載されております、黒丸の部分

ですが、斜里郡３町による高校配置のあり方について、検討が必要と言う文言が入っていたので

すが、前のページの２４年度の案におきましてはこれがなくなりまして、加わったものが、地域

キャンパス校において５月１日現在の第１学年の在籍者数が２０人未満となり、その後も生徒数

の増が見込まれない場合は、再編整備が必要と言う文言が加わっているところでございます。今

後、今年度の計画案が示されていくわけでございますが、今年の２月及び４月におきまして、事

前に道教委の新しい高校づくり推進室の参事が来町いたしまして、これまでのっていた３町での

協議から、それぞれの個々の協議へ移行をしていきたいと。地域キャンパス校としての存続要件

として、本町におきましては、まずは２０人を確保することが大前提です、との内容の指導を受

けているところでございます。一昨日、２４日にも今年度の第２回目の地域別検討会議が網走市

で開催されておりますが、この席におきましても、これらの状況を踏まえていろいろな意見が出

ております。その中で、本町と同じく小清水町につきましても、生徒数が非常に厳しいという状

況の中で、小清水町の教育長からは地元の進学率が３０％程度しかないということ、今後、町内

においても検討・協議をしていかなければならないということで、大変厳しい状況だというお話

が出ております。また、その中で教育長からのお話で、少なくとも小清水高校については、今の

中学１年生が小清水高校に入れるように配慮をしていただきたいというような発言が出ていると

ころでございます。小清水高校につきましては、地域キャンパス校の指定は受けておりませんが、

今年の入学者は１８名ということでありますので、これまでの例からいきますと、指定を受けて

いなければ２年連続で２０人を下回った場合は、即募集停止もあり得るという状況にあると思い

ますので、大変厳しい状況ということであります。いずれにいたしましても、本町におきまして

は、キャンパス校の指定を受けておりまして、２０人の生徒を確保することが大前提という指導

を受けておりますので、今後、それに向けての対応対策をしてまいりたいということでございま

す。そこで１１ページから、本町におきます生徒数等の状況について若干説明をさせていただき

たいと思います。既にご案内のとおり、平成２４年度につきましては、全体で清里中学校からの

卒業者数は３９名の中、清里高校には１５名ということで、３８％の進学率となっております。
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網走市から１人入学した生徒がおりますので、第１学年は１６名でございます。２５年度以降、

２５年３月には４２名、さらにそれ以降の２６年～３１年までの現段階における清里中学校の卒

業生の予定者数をここに示しているところでございます。次のページをご覧ください。１２ペー

ジにつきましては、これまでの清里高等学校に対する町からの支援事業。さらに今年度の予算と

いうことで、既に実施している部分でありますが、２４年度につきましても、高校支援の対策事

業としての予算規模が約８００万円弱。さらに今年度から、国際交流事業といたしまして、ニュ

ージーランドへの派遣を高校生第１学年を全員ということで実施しております。それから、従来

からの留学生の受入支援ということで、合計いたしますと国際交流部分で約１,２００万弱の予算

を計上しております。実質、高校関連に対しまして、町の方から１千万弱の支援をしているとい

う中で取り組んできている状況にございます。また、１３ページには、清里高校で作っている資

料でございますが、高校の学校経営方針ということで、この中で「Ａｉｍ Ｈｉｇｈ（エイム ハ

イ）」ということで、「目標を高く持て」ということをスローガンとしまして、新しい校長を筆

頭に生徒の学力の向上を中心に、それぞれバランスの取れた教育の取り組みがなされているとこ

ろでございます。この中身につきましては、後ほどご覧いただければと思います。これらの状況

を踏まえまして、先ほど申し上げました各種会議等の中での検討を踏まえた結果、現段階におけ

る入学者対策ということで１４ページ、１５ページ、１６ページに記載しております。その中身

につきまして、若干ご説明させていただきます。まず、重点の推進方針といたしましては、１点

目として、高校と中学校との連携を強化していくこと。さらに、学力の向上についても、国公立

大学の合格者を出すことを目標にやっている。また、３点目として、部活動に対する指導者の招

へい。これはやはり、生徒自身の意向調査等にもよりまして、部活動によって高校を選択すると

いう意向が大きいということで、これらについて支援をしていきたい。そしてさらに、４点目、

５点目につきましては、これまでやっているいろいろな取り組み、あるいは町からの支援をもっ

とわかりやすく、生徒や保護者及び町内外に発信していきたいということで考えております。具

体的な展開といたしましては、従来の高校新対策に加えまして、まず１点目として、町広報によ

る高校ＰＲ、さらに中学校３年生保護者に対する説明会の実施、また、清里高校入学について、

町並びに教育委員の連名によります推薦文書の送付ということで、町の方から実施をしていきた

いと。また４点目として、これは高等学校のＰＴＡ、同窓会、教育振興会等のご協力をいただい

て、ＰＲ用の会報を作成し、斜里、小清水、網走への配布をしてＰＲをしていきたいということ

で、昨年も実施している内容でございます。５点目としましては、ニュージーランドの海外派遣

事業ということで、これは先ほど申し上げました。第１学年の全員、今年１６名全員と、第２学

年が制度の移行期間ということで７名までの希望者を派遣いたしますので、合計２３名の生徒を

９月に派遣をすることになっております。また、交換留学の促進ということで、長期の留学生の

派遣、受入についても積極的に行っていきます。６点目としまして、昨年から行っております入

学支度金の補助ということで、清里中学校からの入学者を対象にということで訂正をお願いした

いと思います。１０万円の支度金を支給していきたいと思います。それから７点目の、部活動支

援の拡充、これが２４年度からの新規ということで、今年度につきましては、バスケット関係で、

元日本代表選手であったコーチを招へいし、年３回、バスケットの講習会を、中学校とも連携し

ながら開催をしていきたいと思っています。また、部活動の合同チームということで、野球部等

の人数が足りないところにつきまして、近隣校あるいはセンター校である網走南ヶ丘高校、そう

いったところと連携をしながら、合同チームでの参加を目指していきたい。これらについて、支
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援をしていくことになっております。また、８点目としまして、学習進学講習ということで、こ

れは高等学校の中で主に実施しているものでありますが、７時間目の２５分間授業ですとか、学

習サポート授業を拡充して、また、センター校で実施しております夏期・冬期等の進学講習、こ

れにつきまして清里高校の生徒も受講できるような形を進めております。その他説明会等の実施

ということで、これらいずれも中学校と高校の連携を強化していくということでの、取り組みを

進めていきたいと思います。続いて１６ページにつきましては、それらの高校支援の対策事業を

外にアピールするのに、簡単にまとめて作成している資料でございます。それで１７ページ以降

の資料なのですが、先ほど申し上げました部活動の支援・拡充ということで、今年２４年度当初

におけます、中学校並びに高等学校のそれぞれの部活動の加入状況について調べてございます。

そういった中で、運動系、文化系で頑張っているところでございますが、ことにバスケットボー

ルにつきましては、高校にも男子のバスケットボール部があり、中学校も部員が比較的多い、そ

ういったこともありまして、バスケットボールの講習会を開催していきたいということで、考え

ているところでございます。次の１８ページ、１９ページに具体的にその実施内容が記載してあ

るパンフレットを掲載してございますが、８月２日～４日の３日間にわたりまして、元全日本の

代表でありました半田圭史さんをお招きしまして、講習会を開催する予定になってございます。

この方はプロに所属しておりまして、大学は専修大学出身の方でございます。具体的に１９ペー

ジの方に細かい内容の方を記載してございますが、３日間にわたりまして清里高校のバスケット

ボール部員、また、中学校のバスケットボール部員、さらに周辺の斜里町、小清水町の中学生に

対しましてもＰＲをいたしまして、要は清里高校に来ればこういった講習も受けられますよとい

うことをＰＲしていきたいということです。今年度３回実施を予定しておりまして、第１回目に

つきましては、合計で約８０名の参加を予定しているところでございます。この他、運動部系、

文化系ということで、吹奏楽部につきましても中高とそれぞれ文化系の方でもおりますので、例

えば吹奏楽の講習会なども、できれば今年度中に講師を招いて実施をしていきたいということで、

高校とも協議をしているところでございます。以上、高校支援の対策と言うことで、これらの対

策を進めまして、２５年度の入学者を何とか２０人以上確保したいということで、進めていると

ころでございますので、ご理解・ご協力をお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 只今、清里高校支援対策ということで、説明されました。何かあれば受けたいと思いますが。 

 

○畠山委員長 

 無ければ、２番の児童・生徒の学力向上対策の取り組みについて、お願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 ２０ページをお開きいただきたいと思います。学力向上対策ということで、先ほど説明いたし

ました、高等学校にも繋がる部分がございます。小学校、中学校でもしっかりとした学力を身に

付けて、それを清里高校に多く送り込んで優秀な人材を本町に定着させ育てていきたいというこ

とで、進めていきたいと考えております。ここでは、児童・生徒ということで、小中学校の子ど

もたちに対する学力向上対策について、報告をさせていただきたいと思います。新しい学習指導

要領が本年度から完全に実施されておりますので、この着実な推進、一人ひとりの能力を伸ばす
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きめ細かな指導を行っていき、学力向上を一層進めていきたいということで、いろいろな取り組

みを行っております。 

 その中の主な取り組み内容ということで、まず１点目といたしまして、小中高の連携事業とい

うことで、昨年からこの推進協議会を設置いたしまして連携した中、事業に取り組んでおります。

その大きな事業ということで、１点目の夏休み・冬休みの学習サポート教室の実施を昨年から行

っております。本年度につきましても、８月６日～８日にかけまして、小学校、中学校、さらに

高等学校の主な基礎的な学力向上に重点を置いて、３日間実施いたします。外部からの講師、あ

るいは道教委から派遣していただきます学生のボランティアのお手伝いをいただきながら、勉強

を進めていく予定をしております。この中で、小中高と連携しまして、日程の調整ですとか、あ

るいは講師の方につきましても、中学校、高校両方で講師をしていただくなり、そういった調整

をしながら実施をする予定でございます。また、中学校、高校の連携による入学者対策というこ

とで、先ほどご説明した内容のものでございます。 

 ２点目といたしまして、特色ある学校づくり推進交付金事業ということで、これも昨年から実

施しております。この交付金を活用した中、只今申し上げました学習サポート事業を実施し、講

師の謝金ですとかボランティアにかかる方々の経費について、宿泊費等について、こちらから活

用させていただいております。その他、各小中学校におきましても、それぞれ学校の特色を活か

した、工夫を活かした学校づくりということで、講演会の実施等も昨年も行っております。本年

度につきましても、現在各学校で取り組みの内容について進めているところでございます。 

 ３点目の、町費負担による臨時教職員等の配置ということで、今年度新たに実施しております。

まず１点目、清里小学校の臨時教員の雇用ということで、現在４年生の人数が全体で３９人と、

非常に多いことから、町の負担によります教員１名を配置しまして、この４年生を２学級に分け

て、きめ細かな学習指導を行っております。また、２点目の特別支援教育支援員の配置につきま

しては、これは昨年から実施しておりますが、教師を補助するための支援員の配置ということで、

主に清里小学校におきまして、小学校１年生に入学した児童の指導が大変ということで、担任の

教師の補助ということで配置をしております。また、光岳小学校におきましても、特別支援の必

要な児童が複数いる学級に、不定期ではありますが１名を配置しているところでございます。 

 ４点目につきましては、文部科学省指定による確かな学力の育成に係る実践的調査研究事業の

取り組みということで、今年度、文科省指定の道からの委託事業としまして、先般６月の補正予

算でも計上させていただきました経費を活用し、学力の向上に取り組んでいるところであります。

清里町の学力推進会議の設置する中、清里小学校と中学校が推進校として現在取り組みを進めて

おります。また２点目として、具体的な取り組みの内容として、家庭学習の手引きというものを

作成いたしまして、既に小学校、中学校に夏休み前に各児童に配布をし、家での学習習慣の定着

を主な目的として啓発を行っているところでございます。 

 ５点目といたしましては、各学校における学力向上の取り組みということで、従来より小学校、

中学校の先生方が努力していただきまして、いろんな取り組みをされております。その中で主な

ものということで、教員の加配を課徴した少人数での指導、あるいは習熟度別の指導ということ

での実施。また、始業前及び放課後を活用した、学習時間あるいは読書時間を設定する。また、

夏休み冬休み期間中に、先ほどの町で主催しているもの以外に、各学校におきましても、それぞ

れ学習サポート事業を実施しております。さらに中学校では、定期テスト前に放課後の特別な学

習会を実施したり、ピアサポートプログラムを活用した指導の充実をして、落ち着いた学習環境
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をサポートしているという取り組みもしているところでございます。こういった取り組みにつき

まして、今後も推進して行きながら、本町の児童・生徒は比較的学力は高い方でございますが、

これに甘んじることなく、さらに学力向上に努めていきたいと思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 只今の、児童・生徒の学力向上対策についてということで、説明を受けたわけでありますが、

何かございませんか。 

 

○畠山委員長 

 無ければ、次に移ります。それでは、３のスポーツ合宿の受入について、お願いします。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 

 ３点目のスポーツ合宿受入について、ご説明させていただきます。本年度から、スポーツ合宿

等誘致支援事業が教育委員会ではスタートしておりますが、例年の東大陸上部に加えて、本年度

につきましては、専修大学スケート部が合宿を行うことが決まっております。その内容につきま

して、２１ページで簡単にご説明させていただきます。まず、専修大学スケート部でありますが、

ご存じのように、代表者・監督については、清里町出身のオリンピック選手であります糸川敏彦

さんでございます。期間につきましては、今月３１日～８月５日までの５日間。人数につきまし

ては、糸川監督以下部員が１１名でございます。練習場所につきましては、清里一円、トレーニ

ングセンターということで、主に自転車のトレーニング、またはスライドボードなどを使ったト

レーニング等を行う予定と聞いております。行事でありますが、町長主催による歓迎会を８月１

日、緑清荘で開催をする予定です。議長にもご案内をさせていただいております。スケート教室

につきましては、８月４日午後２時から開催の予定でございまして、３町のスケートを頑張って

いる児童・生徒にもご案内をさせてもらっているところでございます。 

 続きまして、本年２３年目になります、東大陸上部の長距離パートの方々になります。代表者

につきましては、４年の岩川さんということになります。期間につきましては、８月６日～２２

日までの１７日間。人員につきましては、女子７名を含みます３５名でございます。練習場所に

つきましては、清里一円、町民グランド、また網走競技場にも練習にも今年は１、２回行きたい

と聞いてございます。行事でありますが、後援会主催によります歓迎会が８月７日、総会終了後

１８時４５分からレストハウスで行われます。児童・生徒を対象とした陸上教室が８月９日、１

７時３０分から町民グランドで行われます。さらに、中学校訪問ということで、全生徒を対象と

した中学生との交流会が８月２０日月曜日、中学校で行われます。その他に今年から復活されま

す盆踊りにも参加をしたいとの連絡を受けてございます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ３番目、スポーツ合宿受入について、委員の方から何かございませんか。 

 無ければ次に４、町民プールにおける転倒事故について、お願いします。 

 

○生涯教育課長 

 口頭でご説明申し上げます。去る７月３日に、町民プールにおきまして、町内の一般女性の方
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ですが、泳ぎ終わって、更衣室で着替え中に、体が濡れていたということもございまして、滑っ

て転倒し、その際に右足が設置してありますロッカーの下の部分に入り込みまして、そこが鋭利

な状況であったので、足の指の腱を切ってしまい、２週間ほど入院し、手術をされたという状況

でございます。今後、まだ通院治療が必要ということで、現在治療継続中でございまして、それ

が終了いたしましてから、町の方の施設の管理上の一部不備という部分もございますので、そう

いったことを含めまして、治療費ですとか損害賠償等につきまして協議をし、協議が整った段階

で、損害賠償等の議決等の手続きを進めさせていただきたいと考えておりますので、また、状況

がわかり次第、議会の方にもご報告をさせていただきたいと考えてございますので、ご了解いた

だきたいと思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課から全ての説明が終わりました。 

 ここで、一旦休憩とします。 

                               休憩 午前１０時１５分～ 

                                  午前１０時３８分 

○畠山委員長 

 休憩を解いて、再開させていただきます。 

 その他、ございませんか。 

 

○前中委員 

 今年度より、中学校も指導要綱の中にプール授業が入ってくるるということで、先ほど事故が

あったということで、その後の対応策と言うか、その事後処理と言うか、危険箇所等に関しては

保守管理等はされているとは思うのですが、その状況を説明していただきたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 先ほど説明が不足しておりました。町民プールの関係につきましては、滑る危険性のある部分

に一部すのこがしっかりと敷かれていなかった、隙間があった所がありまして、それを全部隙間

が無いように埋めてまして、ロッカーの下の部分も隙間があって、今回の事故はそこに足が入り

込んだのですが、そこも塞いで、既に処置を終わっております。また、その他のプールをはじめ、

各町内体育施設並びに学校施設、遊具等を含めまして、今週、一斉に点検を実施しております。

その中で、緊急を要するような危険な箇所というのは報告を受けてはおりませんが、軽微な部分

につきましては、今後整備をしてまいりたいと考えているところでございます。 

 

○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○前中委員 

 はい。 

 

○畠山委員長 
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 後、他にないですか。 

 なければ、終わらさせていただきます。どうも、ご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 ２番目、次回の委員会について。事務局。 

 

○事務局長 

 先ほど、総務課の方から報告があったのですが、８月に臨時会をとのお話もありますので、そ

のタイミングでと考えております。期日は未定でございますので、また委員長と相談しながら決

定していきたいと考えております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ３番、その他でございませんか。委員の方で、ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 事務局、ありませんか。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

 

●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

それでは、第８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４０分） 


