
 

- 1 - 

第５回総務文教常任委員会会議録 

平成２５年６月１１日（火） 

    開 会     午前   ９時００分 

    閉 会     午後  １０時０４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北海道市町村総合事務組合規約の一部変更について 

 ②北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更について 

 ③平成２５年度一般会計補正予算（第２号）の概要について 

 ④平成２５年度一般会計補正予算（総務課所管分）について 

 ●生涯教育課 

 ①外国人英語講師について 

 ②公立高校配置計画案について 

 

２．意見書の検討について 

 ①札幌航空交通管制部の存続・充実を求める意見書（案） 

  【提出依頼者】国土交通労働組合北海道航空支部 執行委員長 橋口千舟 

 ②地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

 ③義務教育費国庫負担制度堅持・負担率 1/2 への復元、「３０人以下学級」の実現をめざす教

職員定数改善、就学保障充実など 2014 年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向け

た意見書（案） 

 ④道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと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） 

  【提出依頼者】清里地区連合 会長 大澤俊道 

 

３．道内所管事務調査について 

 

４．次回委員会の開催について 

    

５．その他 
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○出席委員（８名） 

    委員長  畠 山 英 樹       委 員   勝 又 武 司 

        委 員  澤 田 伸 幸    委 員    加 藤 健 次     

委 員  池 下   昇     委 員  前 中 康 男    

 委 員  田 中   誠    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   柏 木 繁 延   ■総務課    熊 谷 雄 二 

■総務課    三 浦   厚   ■総務課    宮 津 貴 司 

■生涯教育課長 岸 本 幸 雄   ■生涯教育課  本 松 昭 仁 

■消防清里分署長 二 瓶 正 規   

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長 小 貫 信 宏 

    主  査 鈴 木 由 美 子 
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○委員長 

 おはようございます。第５回総務文教委員会を開催をさせて頂きます。 

 

○委員長 

 今日は大変暑いので上着暑い方については脱いで頂いて会議を進めさせて頂きたいと言う風に

思います。１番町からの協議・報告事項と言う事で総務課４点ございます。１つずつ説明お願い

します。 

 

○総務課長 

 総務課から４点協議・報告がございます。それぞれ担当より説明申し上げますので宜しくお願

いします。１点目につきましては主幹の熊谷より報告申し上げます。 

 

○総務課  

 それでは１点目の北海道市町村総合事務組合規約の一部改正についてご説明を申し上げます。

本件につきましては北空知圏学校給食組合から当組合へ新規の加入申請がありまして今回北海道

市町村総合事務組合規約を一部変更する必要が生じてございます。つきましては、地方自治法第

２８６条第１項の規定によりまして組合関係団体への協議が必要となりまして今回委員会にご協

議をするものでございます。北海道市町村総合事務組合規約の一部の変更する規約新旧対照表１

Ｐをご覧頂きたいと存じます。別表１の組合を組織する地方公共団体の空知総合振興局の数を３

４から３５に変更し、空知中部広域連合の次に今回加入申請のありました北空知圏学校給食組合

を加えるものでございます。また、下の別表２にありますように、９番地方公務員災害補償法昭

和４２年法律第１２１号第６９条の規定に基づく非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災

害に対する補償に関する事務の共同処理をする団体の空知中部広域連合の次に北空知圏学校給食

組合を加えるものでございます。附則につきましては、この規約は地方自治法昭和２４年法律第

６７号第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行するとこざいます通り、関係

団体の議会で議決後知事を経由して最終的には総理大臣の許可が必要となるものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ①番の北海道市町村総合事務組合規約の一部変更についてと言う事で説明ござました。宜しい

でしょうか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○委員長 

 次②番。お願いします。 

 

○総務課 

 続きまして、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約についてご説

明申し上げます。この件につきましても北空地圏学校給食組合から当組合へ新規の加入申請があ
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りまして今回当規約を一部変更する必要が生じたため地方自治法第２８６条第１項の規定により

まして組合関係団体への協議が必要となり本委員会にご協議するものでございます。２Ｐをご覧

下さい。別表第１の組織について広域紋別病院企業団 北空知圏学校給食組合を加えるものでご

ざいます。この件につきましても附則にあります通りこの規約は地方自治法昭和２２年法律第６

７号第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行するとございますようにこちら

も関係団体の議会の議決後知事を経由して最終的には総務大臣の許可が必要となるものでござい

ます。 

以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ②番について説明頂きました。宜しいでしょうか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○委員長 

 それでは③番宜しくお願いします。 

 

○総務課 

 それでは３Ｐをお開き頂きたいと思います。２５年度の２号補正の概要についてをご説明させ

て頂きます。 

まず、歳出から説明をさせて頂きます。総務費でございますが消防職員住宅の改修工事これに

３１４７万円の補正をして参りたいと考えてございます。それから衛生費でございますが、８４

８２万５千円の補正でありまして内訳につきましては産休育休に伴います臨時保育士の雇用事業

これに２６１万円、斜里郡３町の終末処理事業組合負担金と致しまして４０万３千円、それから

清掃センター長寿命化改修工事これに８千１８１万２千円と言う内訳になります。 

続きまして、商工費でございますが１７３万９千円の補正額でございまして中身につきまして

はパパスランドのＰＯＳレジ機器の借上料でございます。 

続きまして土木費につきましては７１４万円の補正でございます。内訳につきましては市街地

道路の排水の実施設計測量業務の委託でございます。２１２万１千円でございます。それから公

営住宅の建設工事の実施設計委託業務と５０１万９千円でございます。続きまして公債費でござ

いますが、補正額１億５１８７万５千円でございます。これにつきましては地方債の元金の繰上

償還に充てたいという補正でございます。補正額全体は２億７７０４万９千円の補正でございま

す。 

続きまして歳入についてご説明を申し上げます。まず一般財源であります地方交付税１千３４

８万９千円を補正して参りたいと考えております。それから国庫支出金でございますが１０４万

９千円、清掃センターの長寿命化事業に対する国の交付金でございます。それから繰入金でござ

いますが、１億５千１８７万５千円、これは公債費で先ほど繰上償還すると申し上げた減債基金

を一部取り崩して、それらの償還に充てるための基金でございます。繰越金でありますが、平成

２３年度の前年度繰越金でございます。８千９６３万６千円の補正額でございます。繰越金既に

５月末で出納閉鎖が終わっておりまして、事実上ほぼ決算額が出ております。前年度繰越金と致
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しまして１億３千９６３万６千１０１円と言う金額となっております。これらの詳細につきまし

ては、また９月決算委員会で報告を考えております。それから、最後に町債でございます。２千

１００万円の補正でございます。これは清掃センター長寿命化の改修工事これらに過疎債を充当

して参りたいと考えておりましてその分の補正額でございます。今回の２号補正の概要につきま

しては以上でございます。 

続きまして、４Ｐをお開き頂きたいと思います。それぞれ主な事業６事業を掲載させて頂いて

おります。上の職員住宅改修工事から始まりまして公営住宅建設事業ここにつきましては、それ

ぞれこの後担当課より詳しくご説明をさせて頂きますので、この場での説明を省略させて頂きま

す。最後の地方債の繰上償還について詳細について説明をさせて頂きます。将来的な健全財政維

持のため今回も昨年に引き続き公債費の負担軽減将来負担を軽減するため繰上償還を行うもので

ございますが、今回補正額は１億５１８７万５千円でございますが、今回元金を繰上償還する金

額につきましては１億５千９９５万７千円でござます。但し当初予算で既に２５年度で償還する

元金計上させて頂いておりますので、およそ８００万円差引しまして、今回の補正額として１億

５千１８７万５千円を計上させて頂きました。財源としましては先ほどご説明した通り減債基金

を繰入れたいと考えております。又今回の償還によって利子がどれ程軽減されるかと言う事でご

ざいますが、利子軽減効果額と致しましては、２千１００万円程、利子軽減効果があると言う事

でございまして、今回この元金と利子分を含めまして６月に総返済額として銀行に返済する額は

１憶６千万円と言う事になります。以上が地方債繰上償還についての説明でございます。 

今回の２号補正の概要について以上で説明を終わらせて頂きます。 

 

○委員長 

 平成２５年度２号補正の概要について説明を頂きました。何かありましたら。 

 

○委員 

 ありません。 

 

○委員長 

 いいですか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○委員長 

 それでは次所管分。 

 

○総務課長 

 それでは、④の総務課所管分の補正に関わる説明をさせて頂きたいと思います。今回の補正に

つきましては、現在消防職員の居住する住宅改修これに関する書類の提出を補正させて頂くもの

であります。５月１３日前回の当常任委員会において協議を行って参ったところでありますが、

各議員から頂きましたご意見を踏まえて住宅職員住宅の改修整備にかかる方向性方針についてそ

の後５月２２日に正副議長・常任委員長のご理解を得まして、副町長を交えた協議をさせて頂い
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たところであります。協議におきましては、現在の職員住宅の建築年度等含む住環境について説

明させて頂くと共に必要に応じて新築整備を行って行くという委員会でのご意見も踏まえた中で

町の方針もそう言った形に準じて参って行こうと言う風にお話をさせて頂いたところでありま

す。このような事から今回消防職員の居住する住宅につきましてもアールシーコードであり、対

応年数が残っている事を踏まえた中で改修での考えに一定のご理解を頂いたと言う風に考えてい

るところであります。予算の詳細につきましては前回の説明と同様であります。従いまして今回

は割愛させて頂きますが、前回の常任委員会その後の正副議長・常任委員長との協議・経過を踏

まえた中での説明を終わらせて頂きます。 

 以上でございます。 

 

○委員長 

 只今平成２５年度一般会計補正予算総務課所管分の職員住宅の関係でありますけども、総務課

の方から説明がございました。職員住宅の関係については、当然これから新築含めて見直しをし

て行く。消防住宅の関係については、鉄筋なんで、補修しながら改築しながら進めて行きたいと

言う話。まだまだ金額だとかという部分については、不満な部分ある訳ですが、直していくと言

う部分については、いた仕方が無いのかと言うふうな事で聞いて来た訳であります。この関係に

ついて、委員の方のご意見を聞きながら進めて参りたい。最終的には本会議での決断になってし

まうのかなあと思いますけども。何かございませんでしょうか。 

 

○加藤委員 

 基本的には説明で理解出来た訳ですが、職員住宅と言う事を踏まえた時に基本的に今後どう言

う形で住宅環境の整備をされて行くのかと言う事が、まず大きな柱で提示されていかなければな

らないと言う事は、清里町の職員の全体の中に持家の関係がどう言う状態になっているのか将来

どう言う方向でどこまでの枠組みの中で職員住宅或いは町営の住宅としての整備して行くのかっ

て言う基本的な考え方の提示って言う物をこれに合わせて早急にされるべき。それについてだけ

お伺いをする。 

 

○総務課長 

 加藤委員の話つきましても今後早急に検討して行かなければいけないと考えておりますが、し

かしながら職員の持家の部分で参りますと職員の人生設計それから生活設計部分もございますの

で中々短期間で持家と職員住宅と町営住宅の入居のバランスと言う部分中々方向性を見出しにく

い所もありますが、加藤委員のお話を踏まえた中で、今後その様な形での方向性を早急に見出し

て行きたいと考えておりますのでご理解願いたいと言う風に思っております。只、これが本会議

の間までに形は中々期間的に短いし、難しいのかなと思っておりますのでご理解願いたいと思っ

ております。 

 

○加藤委員 

 その辺は分かるんですが、私が心配しているところは持家の人は自力の中で人生設計の中で持

家を持っている人、そして一つの考え方の中から持家を持てない或いは持たない状態の中で行っ

ている人。そう言う環境中における給与って言うんですかね、そう言う事における居住の負担の

割合が不平等にならないようなそう言う配慮がある程度必要になって来るのでは出ないかなと思
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う訳ですよ。例えば今までの姿勢の中では新築を考えませんよ、改築ですよと言いながら膨大な

計画ってどうなんだ。ところが逆に新築も考えてやって行きますよってなって行った時に、家賃

の問題色んな部分がこの起きて来るかとそう言う物を総合的にやっぱり職員間で不平不満って言

いますか、逆を言うと意欲を皆が同時に思った中で住環境の進め方と言う物を十分に配慮された

中で計画を練って頂きたいとその一言だけ付け加えておきます。 

 

○総務課長 

 職員にとってありがたい貴重なご意見と思っておりますので、そう言う事を踏まえた中で方向

性を見出して行きたいと思っておりますのでご理解願いたいと思います。 

 

○委員長 

 宜しいでしょうか。他。無ければ総務課終わり。いいですか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○委員長 

それでは総務課４点終わらせて頂きます。今総務課終わったんですが、再生エネルギーの関係

は。 

 

○加藤委員 

 ６月の定例会で方向性やそういうものが提示されるか、言葉足りないんですが再生エネルギー

の関係ですが、少なくとも２月に更新が出ていて、そう言う中では早急に色んなものを検討され

ているかと思う訳ですが、その事が実際にどう言う方向性で動いているのかどう言う形なのか報

告を一言も出てこない。５００万円もかけて、その方向性の前段階で次のステップに進もうとし

ているだとか色んな形の方向が一つもないどうなっているのかと私は思うのですが、それについ

て。 

 

○総務課長 

 前回提示申し上げました再生可能エネルギーの調査の概要について説明させて頂いたところで

あります。その中で色んなご意見を伺ったところであります。今の再生可能エネルギー中心的に

は太陽光の関係の売電の関係の方向性が中々揺れ動いている状況であります。委員会でのご意見

も踏まえた中で今売電を中心とした考え方から施設の管理運営に委員の陰からのご意見もありま

した様に施設の管理運営にどう自然エネルギーを活用して行けるのかって部分でその辺の事を中

心とした考え方で計画概要を作っているところです。まだ委員会に提示申し上げるまでの固まっ

ている状況でございませんので理解を頂きたいと言う風に思っております。また全体的な方向性

につきましては７月に審議会が予定されておりますので、その中でも目途に７月にまた常任委員

会も計画されているようでございますので、それを目指して今固めているところでありますので

ご理解願いたいと思っております。 
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○加藤委員 

 再生エネルギーについては、太陽光だけではない訳でありまして、今回の方針を向けたそれぞ

れの項目の中から清里町としてどういう項目に関して可能性があると言う判断をされ、そしてそ

れらをどのように展開して行こうか。太陽光だけの話でない。特に町長の基本的な考え方には大

きな小水力の希望があったと思う。そう言う全体の中での再生エネルギーをどう言う風にして行

くのか。そしてそれらを活用方法を一部言われましたけども、それだけするとしたら今回やった

その調査・その効果は何だったのか。もう少し具体的にスピードを上げてして行かなければなら

ない。時間を下さい、時間を下さいじゃ方針が出るまでの間、出す方針を求めた時点で町はどう

言う風に進めようとしているんだ。だからこそ、その方針を受けて次のステップに入ってかなき

ゃならん。太陽光だけで無い再生エネルギーの方向性について、もう少し早急に速度を持ってそ

の場限りで無くてきちっとしたビジョンを持って前に進んで頂きたいとこの様に思います。 

 

○総務課長  

 私今太陽光の話を中心にお話申し上げた訳ですが、例のこの前の調査につきましては、それ以

外の部分の再生可能エネルギーの状況もありますので、踏まえた中で協議をして行きたいと思っ

ておりますのでご理解願いたいと思います。 

 

○委員長 

 いいですか。他。無ければこれで終わりますよ。 

 

○委員 

 はい。 

 

○委員長 

 終わります。 

 町からの協議・報告事項と言う事で生涯教育課２件について説明お願い致します。 

 

○生涯教育課長 

 それではまず１点目の外国人英語講師について口頭で説明をさせて頂きます。外国人英語講師

につきましては先月までグレン・ランカスター先生が小中学校等の指導をして頂いた訳ですけど

もグレン先生におきましては平成２０年１２月から４年半務めて頂きまして５月３１日に帰国を

しております。後任につきましては昨年の早い段階からモトエカの友好協会をはじめ昨年清里高

校と姉妹提携を結んでおりますモトエカ高校更には過去に本町で外国人講師を務めた経験のある

方々にも紹介依頼をして人選を進めて来ておりました。しかしながら、今年に入りましても中々

こう言った関係機関からの紹介を受けることが出来ませんで、最終的に海外に向けてのインター

ネットによる募集を行ったところでありまして、その中で過去に日本でも講師の経験のあるニュ

ージランド在住の男性と交渉がまとまりまして、５月末を目途に来日すると言う事で準備をして

いたところでありますけども、５月中旬になりまして相手方との連絡が取れなくなりまして結果

的に来られなくなってしまったと言う状況にありました。その為、即５月下旬から再度清里高校

の景山校長を通じるなど、モトエカの関係機関に対しまして清里町の現状を説明する中再度積極

的な人選をお願いしていたところでありまして、その中でモトエカ高校の校長より同じモトエカ
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高校で現在講師を務めている方でこの方も日本で過去に講師の経験もあると言う男性をご推薦を

頂きまして本人もこちらに来る事に対して興味を示していると言う事で直ぐにこちらから来日す

るにあたっての条件等を伝え、ちょうどグレン先生が５月３１日に帰国しまして一旦実家の方モ

トエカの方に今帰っております。その推薦して頂いた方もモトエカ高校の先生ですので現地でグ

レン先生が会って頂きまして、清里高校の現状等詳しく本人と会って直接状況を説明して頂いて

おります。その中で本人もこちらに来ると言う事でほぼ意思が固めていると言う事でございまし

て時期につきましては今後の今調整段階でございますけども教育委員会と致しましても日本語も

出来る方ですので直接本人とやり取りしながら詳細について今詰めている最中でございます。し

たがいまして後任が一から時期につきましては現在まだわかんないところでありますけども各小

中学校高校及び幼稚園保育所に対しましては５月中に状況を説明致しまして、理解、了解を得て

いるところでありますけども、出来るだけ期間を開けないように、努力して参りたいと言う風に

思います。あまり、来るには来るにしても期間が開くようであれば繋ぎと言う事で外国人講師の

派遣の専門業者もありますので、そちらの方の委託も視野に入れながら今考えているところでご

ざいます。今後また正式に人選決まりまして、来日こちらに来る目途がたちましたらその段階で

ご報告させて頂きたいと言う事ですのでご理解頂きたいと思います。 

 以上です。 

 

○委員長 

 外国人英語講師と言う事で宜しいでしょうか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○委員長 

 続きましてお願い致します。 

 

○生涯教育課長 

 ２点目の公立高校配置計画案についてと言うことで７Ｐから１０Ｐになります。この関係につ

きましては例年出ているものでございますが、平成２５年度につきましても６月４日に北海道教

育委員会から計画案と言う事で発表されております。この前には４月の段階でそれぞれ地域別の

検討会議も開催され、それを踏まえた内容と言う事でございます。この後再度この案を踏まえて

７月に地域別検討協議会が道内各地で開催され意見聴収がされております。その後最終的に９月

には計画の決定と言う事で公表される予定になっております。まず計画案の概要でございますけ

ども１の平成２６年度から平成２７年度平成２４年度決定の変更点が記載されております。この

中では新たに地域キャンパス校の導入と言う事で虻田高校がキャンパス校２６年からキャンパス

高校になる。また、募集停止と言う事で町立でありますけども洞爺高校が２６年度に募集停止に

なると言う事でこれらの変更がされているところでございます。２点目の平成２８年度の高校配

置計画につきまして全日制課程・定時制課程ありますけども、この中でオホーツク管内におきま

しては学級減６と言う事で北見工業高校が２８年度１つ減と更に募集停止と言う事で小清水高校

が２８年度募集停止と言う案が出ております。中卒者数の状況学校規模募集定員に対する欠員の

状況地元からの進学率など総合的に勘案と言う事でございまして、やはり地元からの進学率の低
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い部分が主な理由となっている様でございます。次のページにそれぞれ学区毎の配置計画案が載

っておりましてオホーツク東学区の状況であります。一番上の段が学区内の中卒者数の数位が載

っております。２６年から３２年まで推計でございますが、徐々に減って行くと２８年度だけは

若干増えておりますけどもその後は減って行くと言う状況にございます。その下が網走市内の中

卒者の数でございます。そしてその下が各学校毎の平成２５年度の状況それから２６・２７・２

８の計画２９から３２までの４年間の見通しと言う事で載っております。オホーツク東学区内い

ずれの高校におきましてもＨ２５欠員と言う事で欠員が出ている状況にございます。斜里町斜里

高校につきましては総合学科ですけども２５年度結果的には７３名の入学と言う事で２次募集を

した後も８１名以上にならなかったと言う事で３間口から２間口になっております。従いまして、

来年度以降も２間口になろうと思います。 

清里高校につきましては２６名入学、小清水高校が欠員１９と言う事で２１名入学となってお

ります。２８年に普通学科１減と言う予定になっております。２９からの４年間の見通しにつき

ましてはこの４年間で更に１から２学級の調整が必要であること、中卒者数を考慮した定員調整

の検討が必要であること。小規模校について中卒者数や欠員の状況を考慮し学級減・再編調整含

めそのあり方の検討が必要であること。地域キャンパス校については５月１日現在の在籍者数が

２０人未満となりそのまま生徒数の増が見込まれない場合は再編整備の再検討が必要と言う事で

なっております。９Ｐ１０Ｐにつきましては管内の他の学区でございますけども、９Ｐオホーツ

ク中学区につきましては既に留辺蘂高校が２７年度で１減これは昨年の計画でも出ております。

先ほど申し上げました北見工業高校２８年度で１減と言う状況。また、１０Ｐの西学区につきま

しては２６から２８の間での計画増減はございません。この計画案踏まえまして今後さらに検討

する訳ですけども、本町今後の対応と致しましては引き続き高校支援の強化を進めて行くことで

昨年まで行っている支援各種補助ですとか部活動の支援又は入学支度金の無利子助成いう様な事

でこの支援を継続して参りたいと考えております。なお、高校支援の連携会議につきまして７月

４日に予定し、中高教育委員等の関係機関よって支援内容を検討確認をして参りたいと考えてお

ります。また、特に中学校と高校との連携も昨年に引き続き強化をし、生徒のニーズをきちっと

把握した中支援をして参りたいと考えております。清里高校におきましてもこれまで数々の取り

組みをして頂いておりまして今年は高校のＰＲ用のチラシも６月中に配号すると言う事で早めの

対応をして行くと言う事でございます。また小清水高校との高校間連携と言いまして、道教委の

方でも高校間での連携を道内各地で進めているところであります。小規模校同士の連携を深めて

行くと言う事で小清水高校とも部活動での連携もしておりますし、今年に入りましてもお互いニ

ュージーランドへの短期留学をしたと言う事で報告会をお互いにやるなどまた教員についても相

互に教員を派遣して足りない部分の強化の指導をしたりと言う事で連携をしているところでござ

いまして、道教委の指導もございますけども高校独自としても今後に向けてこう言った連携を更

に深めて行きたいと言う事で取組みをしているところでございます。いずれに致しましても９月

には決定と言う事で出て参りますけども今後も引き続き高校と連携を取りながら町としても支援

の強化をして参りたいと言う風に考えております。 

 以上でございます。 

 

○委員長 

 只今、公立高校配置計画案と言う事で道教委の関係でありますけども説明ございました。この

関係について何かございませんでしょうか。 
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○委員 

 なし。 

 

○委員長 

 無ければ生涯教育課全般でも結構でありますので。 

 

○池下委員 

 清里高校も今年ですね２６名入学したと言う事ですけども、今後もこう言う風に２６とか２８

とかそう言う風な人数中々難しい。２８年度に小清水高校が募集停止をかけることに関してやは

り、小清水の中学生が網走行ったり斜里行ったりと言う風になると思うんですけど清里もやはり

そう言う事に敏感に動いて行かなければうちの町の高校もどんどん人が減って行くと言う事にな

って行くその辺はどう言う風に考えていますか。 

 

○生涯教育課長 

 この関係につきましては、当然まだ２６年２７年は小清水高校も募集をすると言う事でござい

まして、今から即ですねあからさまなそう言う勧誘活動ですとかそう言った事も中々小清水町の

立場からしても出来ないと言うところでございますけども、既に高校段階におきましては例えば

先程高校連携の話をしましたけども小清水中学校の生徒に対しましても清里高校のやっている事

ＰＲし例えばニュージーランドの研修の中身を小清水中学校の方に説明に行ったりだとかそう言

った事で清里高校の良さをＰＲするという所に今力を入れながらやっているところでございま

す。 

 

○池下委員 

 清里高校のＰＲとかは随分前からしていると思うんですけども例えば２８年度より募集停止に

なった時に清里高校来たいって子が例えば居ても交通のアクセスって言うのが凄く大変だと思う

んですけども。そう言う所はもう募集停止が決まった段階でうちの町はどう言う風にして行くの

かって言う事を役場の中でそう言う風な協議されているんですか。 

 

○生涯教育課長 

 内部的には交通手段の確保と言う事で小清水高校が無くなった場合と言う事で、町として考え

て行きたいと言う事で事前に内部では打合せをしておりますけども、この関係につきましては、

先程申し上げましたように２６・２７はまだ募集をされると言う事もありまして小清水町側から

のそう言った当然募集停止後につきましては町自体としても色んな支援策を講じて行かなければ

ならないと思うんですけども、その中で清里町に対してもそう言った支援が出来ないのかって言

うアプローチを頂ければ積極的にですね、こちらも出来るだけの事を考えて行きたいと言う風に

は思っておりますけども、今の段階では表立ってそう言った活動をする段階では無いと言う風に

認識しているところでございます。 

 

○委員長 

 宜しいですか。 
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○池下委員 

 はい。 

 

○前中委員 

 関連するんですけども、募集停止後の町に住む子供達に通学支援も北海道の中の要綱の中で通

学支援３年間、道の方からの行政に対して支援はあると思うんですよね、尚且行政サイドもそう

言う募集停止になった子供達に対しての通学支援。抱えている学校の行政も支援をしていると思

うんですけども、今、池下委員が仰った様に募集後の対応もあるんですけども現実問題、本当に

現実問題なんですけども２８年までまだ２年あるんですけども、その例えば２６年２７年に入学

を抱えている親御さんの判断と言うのは募集が決まっているのに、そこに受験するって言う中々

揺れ動くと思うんですよね、正直な事言ってだからと言って、網走市の学校に行くのか斜里に行

くのかそういう子供達の進路の選択自由ですけども、やはり色んなトータルの中で学校における

行政の支援策と言うのが大きな部分で親御さんにとってみたら大変大きなウエイトがある。本当

にちょっと難しい募集前の段階での清里町のアプローチ付けがどう言う事があるのか確かに、ボ

ンと手を挙げて交通支援で斜里・小清水間の移動に関して交通に対しての支援。現状問題部活で

も今課長が言った様に連携とっています小清水高校と。或いは先生の連携も新聞紙面出ていると

思いますし、だからそこら辺も何か中々難しいんですけども、コツ的な支援が可能なのかどうか

そこまでは出来ないにしろ、どう言う形で可能なのか２８年以前に出せるものなのかやはり見極

めて頂きたい。それともう１つ考えられるのは学校間連携確かにやっているんですけども、もう

１つ忘れてならないのはキャンパス校としてなんです。南高との。その時に先生同士の専門家例

えば英語で言えば３Ｂだとか、かなり高度な英語。これは国公立の受検にも絡むんですけども。

そう言う専任はやはり南高の先生が授業を持ったりするんですけど、そこの時の連携が清里高校

の学年行事のカリキュラム。例えばキャンパス校南高のカリキュラムであり、ある程度前もって

すり合わせがでないと先生の連携出来ない実態があるんですね。派遣するにも行事の関係でそこ

までやっぱり道教委は考えておられるのかって言うのが僕は分からないんですけども。そう言う

連携をやっぱりある程度の段階で密にしながら高度な先生の派遣もキャンパス校であるんであれ

ば今まで以上に充実したものが出来るかどうか検討して頂きたいとあると思うんですけどもその

２点。ちょっとしたどう言う風に考えるかスタンスだけは見せて頂きたい。 

 

○生涯教育課長 

 ２８年の募集停止に向けての清里町の対応と言う事でございますけども、この関係につきまし

ては、もう既に昨年来道教委からは水面下で小清水高校の状況を踏まえて何とか清里高校を存続

キャンパス校でもあるし、存続させたいので２０名以上何とか確保して欲しいと言うお話もあり

まして、そう言った様な話の中からも水面下におきましては、小清水高校の募集停止以降清里町

の交通支援をして行きたいと言う話はしておりまして、この案が出た後教育委員会の代表者など

が会議等であった折につきましても、そう言った話先程申し上げましたけども、まずは小清水町

側からですねアプローチをして頂ければこちらも積極的に動きたいと言う様な話しもしておりま

してそう言ったスタンスで中身についてはこちらも同時に検討を進めながら積極的に対策を講じ

て行きたいと言う風に考えております。２８年募集停止の前にそう言った話を進めて行く必要が

あると言う風に認識をしております。尚、道教委の方から募集停止した場合につきましては５年
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間の通学関係の助成がありまして例えば通学費の月額１万円を超えた分ですとか後は下宿などを

する場合に１万円それも１万円を超えた部分と言う様な助成制度もありますので、それらも勘案

しながら検討して参りたいと言う風に考えております。またキャンパス校南ヶ丘高校との連携と

言う事でこちらにつきましても既に清里高校と南ヶ丘高校今までは先生が来て教えて頂くと言う

一方通行だったんですけども、逆に清里高校からも南ヶ丘高校に教員を派遣して授業を行って行

くと言う事がされております。また、通信による授業を行ったりですとか部活動の支援している

中での南ヶ丘高校とのそう言った共同での練習の機会ですとかそう言った事で連携しておりまし

て、この連携内容につきましては全道的にも今モデルとして道教委でも扱われている状況にあり

ますので、そう言った事で今後も校長先生同士連絡を密にして頂いて積極的に進めて行って頂き

たいと、また、必要に応じたそれに関わる経費等負担を仮に相談を受けた場合、町としてもそう

言った支援も視野に入れながら積極的に検討して行きたいと言う風に考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

 

○委員長 

 宜しいですか。 

 

○前中委員 

 はい。 

 

○委員長 

 ほか。 

 

○勝又委員 

 今アプローチがあればと言うことだったんだけど、学校の存続の問題なんですけどね、もう少

しこうなんていうか教育長レベルなり更に自治体の中では町長レベルとかって部分でその地域の

学校をやっぱりきちっとやっぱり守っていく認識を持たないと道教委がどういう考え方なのか分

かんないんだけどね、地域きちっと教育、行政が道の言い分で言って行けばどんどん地域の学校

で無くなって行く状況に陥ると思うんですよね。そこら辺をきちっとアプローチを待ってと言う

部分もあるんですけ、ど当然内諾は必要だと思うけど、そう言う部分できちっと地域の学校を守

って行くんだぞと言う認識に立った形の中で自治体として進めて行く考え方で学校を守って行く

一つの取り組みが必要でないかなと。今までもこう取組んでやって来ている訳ですけど。 

 

○生涯教育課長 

 今、勝又委員の言うとおりでございまして、２年間募集をすることを踏まえて活動して行かな

ければならないという認識の基、水面下では教育長段階でも事務局段階でも委員長段階でも常に

会合の折にそう言った話しが出ておりまして徐々に外堀を埋めて行く中で自然な流れの中でこち

らの支援と言う策を出していければ一番流れとしてはいいのかなと思っておりますのでそう言っ

た事で今後進めて参りますのでご理解頂きたいと思います。 
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○委員長 

 良いですか。 

 

○勝又委員 

 はい。 

 

○委員長 

 後無ければこれで終わらせて頂きたいと思いますけどいいですか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○委員長 

 それでは、生涯教育課を終わらせて頂きます。ご苦労様でした。 

 それでは２番移らさせて頂きます。意見書の検討についてと言う事で事務局お願いします。 

 

○事務局 

 それでは２番の意見書の検討について４件の意見書について提出がされておりますので内容の

ご説明を致します。まず①の札幌航空交通管制部の存続・充実を求める意見書案につきまして議

案の１１Ｐから１４Ｐまで資料を添付してございます。提出依頼者は国土交通労働組合北海道航

空支部から持参提出されております。内容につきましては１３Ｐ１４Ｐでご説明させて頂きます

のでお開き下さい。この意見書の内容につきましては現在札幌市にございます航空交通管制部が

航空の管制等の業務を行っておりますが、これをここの部署を廃止し東京でレーダーにより監視

をし業務を行うと言う事で道内に機関が無くなると言う事で北海道においては気象条件等も鑑み

て道内に業務をする機関がある方が安全安心な航空交通を確保できると言う事でこの存続・充実

を求める意見書の内容となってございます。 

 次に②の地方財政の充実・強化を求める意見書案につきまして資料は１５Ｐから付けておりま

す。提出依頼者は清里地区連合から持参提出されてございます。内容につきまして１７Ｐをお開

き下さい。この内容につきましては、地方交付税が地方の固有財源と言う事なんですが、現在減

額等がされておりまして地方の地域の財政需要の的確に見積りそれに見合う地方交付税総額を確

保する必要があるため２０１４年度の地方財政計画また地方交付税総額の拡大に向けて国に６点

の項目について文書で要請をする内容となってございます。 

 次に③番目義務教育費国庫負担制度堅持・負担率 1/2 への復元、「３０人以下学級」の実現を

めざす教職員定数改善、就学保障充実など２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡

充に向けた意見書案と言う事でタイトルは長いのですがこれの意見書につきましては１９Ｐから

資料を付けてございます。提出依頼者につきましては同じく清里地区連合から提出されてござい

ます。内容につきましては２０Ｐをご覧下さい。まず最初にこの表題の関係なんですがこちら昨

年度も同様の意見書が提出をされてございまして、清里地区連合の方に表題についてご協議をし

ております。この表題につきましては長く分かりづらいこともあるため前半部分を削除し２０１

４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書と言う事で提出こちらの方で提

案をさせて頂きたいと思っております。意見書の内容につきましては、義務教育の国庫負担制度
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の堅持と国庫負担率が現在 1/3 に減額されておりますがこれを元の 1/2 に復元する。また多人数学

級の解消に向けて３０人以下学級の早期実現又、子供達の学校地域の特性に合った教育環境を整

備するなどの４点の項目について国に要請して行く内容となってございます。 

次に④番の道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子供の実態に応じた高校

づくりの実現を求める意見書案でございます。提出依頼者は同じく清里地区連合でございます。

内容につきまして２３Ｐをお開き下さい。先程生涯教育課からも高校の配置計画等のお話ござい

ましたが、こちらにつきましても地域の特性に合わせた配置計画を抜本的に見直しをしていって

欲しいと言う事の内容が書かれておりまして４項目の意見書の内容となってございます。 

 以上４件の意見書が提出依頼がされておりますのでこの４件につきまして内容の協議またそれ

ぞれ６月定例会に委員長名で意見書案として提出して宜しいかどうかの検討をお願い致します。 

 

○委員長 

 只今の意見書について４点ございます。これらについて今日の検討委員会で取り扱って宜しい

かどうか。 

 

○委員 

 よろしいです。 

 

○委員長 

 それでは、本会議等で提出させて頂きます。次、３番目道内所管事務調査と言う事で総務の方

からお話を進めさせて頂きたいと思います。事務局お願いします。 

 

○事務局長 

 それでは、６月２６日から２８日２泊３日で道内所管事務調査と言う事でこの件については既

に皆様に周知してございますけども最終調整が終わりましてので２５Ｐの日程又２６・２７につ

きましてはそれぞれ視察先への資料と言う事で作成してございます。２６日目の新篠津につきま

しては観光振興と言う事で視察をさせて頂くと言う事でそれぞれ相手町村のですね主なそう言っ

た観光施設とそれと地元清里町の観光施設など比較した表を載せてございます。２８日の日につ

きましては美唄のアルテピアッツァ美唄と言う事でここを訪問させて頂くと言う事でございま

す。これにつきましては管理運営がＮＰＯ法人で対応していると言う事で美唄市の教育委員会を

通さないで直接法人の方の担当者と説明を受けると言う事になってございます。ここにつきまし

ては学校を利用した主に市民ギャラリー的な物を行っていると言う事で一部については私立幼稚

園なども運営していると言う事でございますので参考にして頂きたいと思います。一番最後の２

８Ｐについては主な日程表を付けておりますので参考にして頂きたいと思います。 

 以上です。 

 

○委員長 

 道内所管事務調査と言う事で日程がほぼ決まりました。何かありましたら最終意見等をお聞き

をしまた細かい点については今日の帰りまでに何かありましたら、事務局なり私なり教えて頂け

れば。何かございませんでしょうか。 
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○委員 

 なし。 

 

○委員長 

 いいですか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○委員長 

 はい、分かりました。それでは３番終わらせて頂きます。４番次回委員会の開催についてと言

う事で事務局。 

 

○事務局長 

 次回の委員会の開催でございますけども、７月２１日の選挙が終わった次の２２日の週で調整

させて頂きたいと言う事でございます。 

 

○委員長 

 ２２日の週に日程を決めさせて頂きますのでまた連絡致します。次いいですか。５番その他事

務局ございませんでしょうか。委員の方その他ございませんでしょうか。無ければこれで総務文

教委員会終わらせて頂きます。どうもご苦労様でした。 

 

 

○委員長 

それでは、第５回の総務文教委員会終ります。どうもご苦労様でした。 


