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第７回総務文教常任委員会会議録 

平成２６年７月２５日（金） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午後１２時０９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清里町再生可能エネルギー導入に係る基本的方針について 

  ②清里町レストハウスの方向性について 

  ③清里町総合防災訓練について 

 ●生涯教育課 

  ①清里高等学校支援対策について 

  ②平成２６年度清里高校生海外派遣研修事業について 

  ③スポーツ合宿の受入れについて 

  ④教育委員会制度改革について  

 

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       柏木 繁延    ■企画財政Ｇ主幹    本松 昭仁 

 ■企画財政Ｇ主任    横畠 敏樹     

 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■社会教育Ｇ主幹    伊藤 浩幸 

■学校教育Ｇ総括主査  三浦  厚 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 おはようございます。早速ですけれども、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 

 １、町からの協議報告事項ということで総務課３点ございます。随時説明をお願いいたします。

はい、課長。 

 

○総務課長 

 総務課から３点の協議報告がございます。 

１点は、再生可能エネルギー導入にかかる基本方針について。また次に、清里町レストハウス

の方向性について。最後に清里町総合防災訓練についてのご説明を申し上げたいと思います。 

初めに私の方から１点目の清里町再生可能エネルギー導入にかかる基本方針について。１ペー

ジから４ページの説明を資料に基づいて説明させていただきたいと思います。今回提示説明申し

上げますのは、いわゆる基本方針と再生可能エネルギー導入の基本方針。これにつきましては、

現在まで町が取り組んでまいりました自然エネルギー、特に再生可能太陽光発電を中心とした取

り組み。また今後取り組もうとする施策事業に関する一定の方向性についてのまとめであります。

いわゆる基本的な方針になります。 

１ページのはじめにつきましては、委員各位御案内のとおり、平成２３年３月１３日発生しま

した東日本大震災における原子力発電事故。これを契機とした原発や化石燃料によるリスクの軽

減対策として、今回全体の再生可能エネルギー重視の流れにおける、平成２４年度着手の再生可

能エネルギー可能性調査を町が行いまして、これが具体的な取り組みのスタートでございます。 

中段にございます国及び北海道の状況につきましては、直近の国や北海道の再生可能エネルギ

ーに対する計画方針であり、国はエネルギー基本計画において、平成２５年度から３カ年を導入

加速期間としております。具体的には、固定買取制度の適切な運用。電力供給事業者の規制緩和

等推進。低コスト高効率化の促進。大型蓄電池の開発。送電線網の整備。これらについて加速す

るとしております。北海道においては、北海道新エネルギー導入拡大に向けた基本方向において

北海道やオホーツク圏における自然エネルギーの潜在的供給能力を強化し、その活用の拡大につ
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いて示しております。 

２ページ中段をご覧下さい。このような情勢、状況下において清里町におきましては、平成２

５年９月に作成した再生可能エネルギー導入計画において短期５カ年間及び中期で取り組む計画

を作成したところであります。計画につきましては、実行段階で施設の特性、施設環境やさまざ

まな条件を考慮しつつ実行に移すこととしております。今年度につきましては、記載の緑センタ

ー、保健センター、役場庁舎での実施であります。太陽光発電につきましては、管理所管整備コ

ストの変動などによる前倒しや後年度整備あるいは見送り。こういったものを含む年度ごとの詳

細検討前提としております。これら導入に係る基本的な姿勢として地域資源の有効活用による環

境保全。豊かな地域社会形成としております。 

政策の効果向上について、３点書かれております。１点目は、便益と付加価値の地域還元であ

ります。いわゆる収益の政策事業への還元及び循環としております。２点目は、エネルギーを地

域内で創出することにより、今回の原発事故等に見られる災害などへの間接的な対応や省電力等

への対応政策を講じるものでございます。３点目は、自然エネルギー活用による環境保全。これ

の取り組みであります。ＣＯ２削減に対する小さな取り組みではありますが、教育活動等におい

ても活用の道を開いていく事業も想定しております。今後中期、長期的には小水力発電等の可能

性の模索や太陽熱地中熱等の自然エネルギー活用の模索も視野に入れております。 

最後に管理運用に係る指針でございますが、４ページをご覧ください。１点目は、整備施設の

管理原則でございます。日常管理小破修繕等については施設管理事業として所管課が管理を行う。

また、再生可能エネルギー導入政策にかかわる事務等については、総務課が全体進行管理を行う

こととしております。発電実績等がホームページ広報等で逐次町民に周知できる方策を取ってま

いりたいことも記載しております。また福祉、子育て、教育に対する新たな政策への投資でござ

います。売電により得た収入については、現在既存のふるさと基金への積み立てを想定しており

ますが、基金に積み立てるとしております。福祉、子育て、教育支援分野の新たな政策事業につ

いては、プロジェクト事業として庁内全体の重点事業として位置づけるということで位置づけて

おります。 

以上基本計画として清里町における自然エネルギーを活用した政策事業の実施にあたっていく

ということを表現しております。基本的な方針であります。以上で資料の説明に代えさせていた

だきます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今再生エネルギー導入にかかる基本的方針ということで説明をいただきました。何か委員

の方ございませんでしょうか。前中委員。 

 

○前中委員 

 今当町におけるその導入計画。２５年９月に策定されたんですけどもそれに基づいて、今後の

計画の中で環境状態あるいは町の財政等々考慮しながら変更あるいはつくらないと。そういうと

ころまで踏み込んだ話なのかなと思うんですけども。その辺の話をやはりなるべく早い段階のう

ちに検討し、常にプロットしながら進めていかないと。その辺の確認がまず１点。 

もう１つ、再生エネルギーの活用方法の管理運用にかかる部分ですけども福祉、子育て、教育

に対する施策への投資ということで、ふるさと基金に財源を積み上げ、そしてその活用方法があ
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くまでもプロジェクト事業という形で庁内重点の事業ということになっているんですけども、プ

ロジェクト事業ということは、インセンティブが高いのか、あるいは庁内の重点事業として予算

付けの段階で、最初からこの取り組む形でもっていくのか。そこら辺がちょっと曖昧というかな。

プロジェクト事業というその言葉自体もちょっとわからない部分がある。それも併せて説明して

いただけたらなと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 ２点のご質問にお答えしたいと思います。 

１点目は、具体的な実施にかかわる協議の迅速さということで、早め早めの段階で対町民なり、

対議会なりというようなことで協議を行っていくべきであるということでございますので、当然

ご指摘のとおり、早め早めの段階で。ただ社会的な条件、経済的な条件等々もございます。その

辺も考慮した中で早め早めの対外的な協議検討を心がけてまいりたいと。 

２点目の事業の関係でございます。これにつきましては、ご案内のとおり、現行の事業に関し

て予算付を膨らませていくということでは、中々薄れるということでございますので、果実を運

用した形での新たな教育、福祉的な事業への投資ということで考えております。これにつきまし

ては、原課では中々取り組むのが難しい部分もありますので、庁内全体的なプロジェクト。重点

事業として取り組んでいきたいというのが表現の中身でございます。従いまして、事業の予算配

分、予算事業のインセンティブにつきましては、これを優先するということでは、表現しきれて

いないところがありますが、果実運用した形での事業というようなことを対外的にも表現してい

く形でありますので、通常の事業と違うという位置付けで取り組んでまいりたいというふうに考

えております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 再生エネルギーで当町において、そのソーラーという有利性で可能性調査の中で出てきたわけ

ですけども、そういった意味で、昨今売電価格もかなり下がってきている、あるいは北電との連

携の部分で難しさがあるっていう話は出ていますし、計画は立てたわけですけども、柔軟性を持

った中で中止という方向性もあるのかな。あるいは、今までなかなか議論されてないですけども

中期の中に今回出てきていますけども、小水力発電っていうのも、これまた１つの再生エネルギ

ーと捉えるんであればそこら辺も有効性を考えるべきかなとその２点。そこら辺はやはりきっち

りと丁寧な説明はしていただきたいというのが１点。そしてもう一つ。プロジェクト事業という

部分で説明あったんですけども、そういう話になると全体の予算組みの中で重点的にやりますよ

という部分の話になるのかな。新たな事業展開の財源として、このソーラー売電収入を活用する

という形では、今の説明の中では無いと捉えたんですけど。その辺はそれでよろしいかどうか。 
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○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 １点目の太陽光発電の将来方向なりを勘案した形で、今後の整備計画を立てるべきだというご

指摘だというふうに思っております。固定買取制度の方向性も中々不明瞭な部分もございますし、

売電価格が年々下がってきているといった部分もございますので、そのへんも勘案しながら引く

べきところは引く。行うべきところは行うというようなことで。今後の計画を立てていくことが

必要かなというふうに考えております。 

２点目の小水力につきましては、優位性があるというような判断ございますので、このへんも

中期的な形で５年以内の形で方向性を出していくことで考えております。 

プロジェクト事業でございますが、私の説明が悪かったのかもしれませんが、通常の事業とは

別な形で、売電による果実を運用した形での事業を構築するというようなことで、理解していた

だきたいと考えております。 

 

○前中委員 

 今、運用の話出たんですけども、福祉、子育て、教育分野でその運用をソーラーによる売電収

入を充当しながらと説明があったわけですけども、これ具体的に今後提案をしていかなければな

らないかなと思う。これは次年度の計らいになると思うんですけども、大まかな形で何か検討し

ているのかどうか。そこらへん、もしあるのであれば、お聞かせ願いたいと思います。 

 

○総務課長 

これにつきましては、今後いろんな所管・委員会で、庁内的な議論をしていかなければならな

いと。まだ議論がスタートしているということではございませんので、今ここで具体的に申し上

げる素材を持っていないということでご理解願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 他はい、加藤委員。 

 

 

○加藤委員 

 前中委員の質問にあったんですけど、まずあの再生エネルギーの基本的方針というのは、この

ようにしてスタートをかけたんですけれども、今年度、まずもって事業の展開がなされて実施さ

れているわけで、金額もスタートしたわけです。そういう中で建設費と売電における実質の数字

がどういうふうになっているのか、その検討は原課ではされたんですか。まず、この点について。 

 

○畠山委員長 

 はい。 
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○総務課長 

 今後の売電の想定の関係でございます。具体的に入札において、建設費が確定したということ

で改めて想定のシュミレーションをしております。いわゆる役場庁舎につきましては、現行の売

電価格で年間５８万６千３５０円の収益があると。緑センターにつきましては、４１万７千１５

０円。保健福祉総合センターについては、１８７万８千２５０円というような想定をしておりま

す。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 売電の金額ではなくて、基本的に行政が導入して今回建てるのに建設費も確定した訳ですよ。

そうするとこの太陽光は、何１０年で元がとれる計算なんですか。行政がやったときに。そうい

うデータをきちっとつくりましたかということなんですよ。できれば委員会にその参考資料を提

示して、今後におけるこの基本方針の再生のスタートをかけたけども、この中で太陽光について

の施設は、ここにある施設全部がやっていけるのかどうなのか。このへん実際にどうしていくの

かってことの論議が必要だと思うんですよ。課長の説明の中にある、条件と内容によってそうい

うこともあり得ますとかって言っている場合でないんですよ。来年はどうするのかという話まで

も入らないとだめなんです。今、前中委員も言われましたけども、太陽光における部分について

は、将来の環境がどうなのか、このままの現状でいくと余りにもコストがかかり過ぎると思うん

ですよ。ですから、実質数字として今年度建設をしてかけたお金。そして毎年かかるであろう維

持費を計算した上で、今課長が言われました売電による収入を考えた時に何十年かかって採算い

くんだろうということですよ。行政が果たす再生エネルギーの基本とはそれだけでないんですけ

ど、そのことも考えていかないと駄目だっていうことですよ。ですから今の段階で論議しなけれ

ば、私はこの再生エネルギーの基本的方針は良いですけど、太陽光発電における計画の１４施設

について短期間に実施をしていくのか。あるいは今年度でとりあえずちょっと休憩をすべきなの

か。この判断は早急にしないとならないと思う。その資料の提出をやっぱりいろんな形の中で論

議していく必要が私はあると思うんです。 

そして、再生エネルギーというのは、太陽光だけではなく町長の思いにもある小水力。この問

題に関しても、今前中委員が言われました北電との送電線網の関係ということが非常に大きなネ

ックにもなっていく。ところが水力発電には２４時間発電できるというメリット。ましてや水を

売り物にしているこの町には最適な部分なんです。扱う部分では第１番目に入っていくような内

容だろうと思うんです。ただ、それにしてもコストや内容についてどうなのか。 

この再生エネルギーの収益といいますかね、上がったものを福祉、子育て教育、こういう部分

に使っていきますよと。これはまちづくりの基本。福祉と子育ての部分なんですよ。教育なんで

すよ。再生エネルギーの余った金でプロジェクトをつくってこっちに重点的にやっていますとか

いう話ではないんですよ。清里のまちづくりの方向性で一番大切なのが基本なのが福祉と子育て

教育なんです。町として方向性をこうやって、その部分に対しての一部はここに使っていきます

よって言い方であって良い。あたかも再生エネルギーの収益だけで特別に莫大な金が向いて、事

業展開できるような表現というのは、いかがなものかなと私は思います。 
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○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 御指摘のとおりです。こと太陽光発電に関しましては、施設的な規模の問題等においてコスト

の議論があろうかと思います。また今後、町の再生可能エネルギーを導入していくという基本的

な政策、これについては個別具体的な部分で、太陽光が果たしていいのか。また小水力の優位性、

こういったものを検討すべきでないかというご指摘もございますのでそのへんも含めて、今後検

討勘案していきたいと。また、政策事業。この果実を活用した事業の関係につきましては、説明

が悪かったのかわかりませんが、これを大々的にうんぬんかんぬんではなくて、ご案内のとおり

教育福祉につきましては、町づくりの基本的な根本政策でございますので、重点的な政策として

行いつつも再生可能エネルギーを活用した成果としての部分での事業もおこしていく必要がある

という表現でございますので、説明が悪かった部分については、今後改めて対町民等にも周知し

ていきたいというふうに考えております。以上です。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 その部分で１点だけ間違わないようにしてほしいなと思うのは、太陽光再生エネルギーによっ

て得る利益というのは、３０年後か４０年後なんです。私はそういうふうに理解するんです。そ

うやって考えたときにその収益という言葉ではないんですよ。だからそのことがあたかも利益が

上がったような表現で事業展開するということに私はちょっと疑問です。貴重な財源を使って自

然エネルギーの開設だ、再生エネルギーの開設だと広く自然の恵みを直接肌で受けるということ

は非常に良いと。でもそれを得るためには莫大な経費がやはり掛かっているんだということも同

時に教えていく。そのコストが３倍も４倍もかけて、上がった収益がこれなんですよと。だから

こそ大切なお金としてこういう事業展開にしているんだ。説明の仕方をちょっと間違えるとね、

とんでもない事になるんです。再生エネルギーに金をかけないで直接投資して事業を展開した方

がはるかに良かったわけでしょってなっちゃうわけです。その辺気をつけて。あたかもすばらし

いもんだという表現じゃなくて、いろんな角度の中から貴重なものであるということを忘れない

ような展開を是非されていくようにしていただきたいと思います。 

 

○総務課長 

 ご指摘のとおり、本年度に関しましては、５千５００万以上の町費を投入して整備したという

こともございます。表現の仕方で誤解を与えるようなそういうような表現の仕方は今後謹んでま

いりたいと思っております。しかしながら再生可能自然エネルギーを活用した地域づくり、まち

づくり、この事業についても広く周知まいりたいと思っております。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 
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○前中委員 

 ５千５００万以上投資をして再生エネルギーを導入する。加藤委員がおっしゃるとおり、売り

上げた益、所得っていうのか果実。本当の果実でいろんな行政の中で福祉、子育て、教育支援を

するっていう形は本来の筋からいえばそれは行政の責任だと重々わかりますけども、ただ僕は行

政が投資した以上、採算度外視の中で再生エネルギーは２０年買取という制約が１つあるという

ことを大前提に考えるんであれば、間違いなく２７０万、３００万近くの歳入の部分は見込まれ

る。その部分の活用方法は行政の中で新しい事業。既存の事業にとらわれない、本当に新しい事

業の福祉、子育て、教育支援に対しての予算付けなりそういう方向を出していくのは、町として

のなんて言うのかな、キャッチコピーじゃないですけども、おてんとうさまで果実運用して、そ

のお年寄りから小さな生まれた子供たちにどう満遍なく、少ない果実ですけど、果実っていう言

葉はちょっと良くないかな。売上ですけどもそれに対するアイデアは、やはり執行側がいろんな

検討をして出していただきたいなと思いますよね。僕も思い切って、子育て支援やるんなら、も

う２歳までのおむつをすべて無償化にするような大胆な発想。あるいは老後のその在宅ケアで使

っているご老人の方々の介護おむつも思い切って無償にするぐらいの果実運用。そこは制度設計

でどのくらいの予算執行かは重々わかるんじゃないか。そういう大胆な発想。あるいは電気自動

車を導入するだとか。そういうトータルな発想もやはり職員の中で考え、これは僕自身の今の話

だから、あれですけれども、そういう前向きな政策を検討するということがやはり町民に対する

認識あるいは再生エネルギーの活用方法かなと思うんです。それもあわせて重々検討していただ

ければ思います。 

 

○総務課長 

 得た収益の利活用については大胆な発想でということでありますので、そのへんについて事業

に活かして参りたいというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 他。はい。田中委員。 

 

○田中委員 

 この再生可能エネルギー。今町民が設置する場合の補助事業とそれから今こう皆さん言われて

いるように行政がやる事業とでは、個人でやる場合は割と安いんですけど、行政の場合は予算を

見ると相当高くなった中で、なかなか採算を取るのにも年間３００万。この３箇所の事業で２０

年近く元とるのにかかってくると。この事業を展開していく中で、やはり２０年もかけてという

のが出てくると思うんです。計画であがっているわけでありますけど途中状況に応じて見直しを

すると。事業についての見直しはまだ始まったばっかりなんですけど、計算である程度出てくる

と思うんです。そういった中で大幅な見直し検討というのは十分必要かなとそんなふうに考える

んです。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 
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○総務課長 

 今年度執行の３施設の状況等を鑑みて、中々２０年間で採算しきれない部分があるというよう

なこともございますので、田中委員のご指摘のあった通りに大幅な見直しを含めてどうあるべき

か検討していく必要があるのかなというふうに思います。しかしながら自然エネルギー、再生可

能エネルギーを活用した地域づくり町づくりを行っていくという部分の説明についてはですね、

今後とも政策事項であり、行っていかなければならないと考えておりますので、具体的な小水力

の可能性なりを含めた形で検討して参りたいというふうに考えております。  

 

○畠山委員長 

 はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 方向性については、いろいろ言われるんですけども短期間にここ３年間どうするんだと。その

結論を少なくても１２月の定例会とかじゃなくて９月の段階ぐらいまでに、明年度に向かっては

どういう方向、あるいは３カ年に向かってはどういう方向がベターなのか。それに基づいて明年

度に向かって具体的な方向性を示してということが私は必要だと思うんです。行政の中で明年度

のやつは３月に出ればいいんだ、１２月の委員会で出せばいいんだというようなパターンが非常

に多くて、土壇場で揉めるんじゃなくてスタンスを置いた中、もうスタートを切っている事業で

もあるわけですから。短期間５カ年計画のこういうものを明年度に向かってどういうふうにして

いくのか。きちっとした方向性が出ないで、やってからそのことは考えてきますっていう話では

ないと思うんです。ですからその辺の早急なこれから３ヶ年ぐらいにおける太陽光の方法につい

てはどうしていくのか。あるいは自然エネルギー、再生エネルギーの部分における新たな小水力

等については、どういう段階まで行こうとするのか。あるいはそれもちょっと検討に時間をかけ

るのか。こういうような方向性というものをやっぱり言葉では早くと言われていますが、時期を

定めて方向性を提示してもらわないと。それがいつ頃になるのかだけお伺いをしておきたい。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 御案内のとおり今年度事業がスタートしまして、３施設についてはまだ入札、契約が終って、

具体的に建設の着手がまだの状況のある中で今後３年間の計画を示せというのは、中々しんどい

部分があります。ただ、しかしながら必要な部分でございますので、検討を進めていきたいと思

います。９月と１２月という期日については、今申し上げられないと。ご理解願いたいというふ

うに思っております。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。はい、勝又委員。 

 

 



 

- 10 - 

○勝又副委員長 

 最後の関係について、歳入は基金に積み立てていくという部分で売電による収入のことに触れ

ているけど、この歳出に関する基本的な方針ということで、庁舎内の中で進める部分での方針と

いうふうに捉えた形の中で、先ほど加藤委員からも話がありましたけども、これにまつわる経費

の部分に全く触れないということでの基本方針という部分が果たして良い事なのかなということ

を感じます。そのこととね、確かに電気関係部分の色んな情勢を踏まえた時に、原発の事故も含

めてなんですけど。町民には、この自然エネルギーについて取り組んでいくという事の理解は得

られると思うんですよね。ただそのことがどれだけ町民にきちっと還元されるような部分がある

んだっていうことは、おそらく町民は関心があると思うんですよね。最後の方にありましたけど、

福祉・子育て・教育支援分野という部分で、大胆な発想でアイデアを出していきたいというよう

な感じるところですけど。（２）番の基本的な姿勢の部分で、エネルギーを活用する地域環境保

全や豊かな地域社会形成を図るということになると、僕はその施設が地域にもたらす貢献度。そ

ういうものがきちっと町民に見えるような形。だから札弦には札弦の、緑には緑の、そこで上が

ったものが地域に返されるような形のものがあれば、さらに地域住民に関して理解を得られるよ

うな形のものになってくるんでないかなと思うんですよね。だからそういう部分で大胆な発想で

アイデアを出していきたいという事でありましたけども、よく検討された形の中で基本方針とい

うことですから、歳出も含めて、そういうことを盛り込んでいただければなというふうに思いま

す。 

 

○総務課長 

 委員御指摘のとおり歳出につきましても、これから日常的に管理経費等々かかってくるという

ふうに考えておりますので、しっかりと出どころも含めた形で町民に周知できる形を取っていき

たいと思います。また、歳入につきましても町民が理解できる形で地域還元のあり方を示すべき

だというご指摘でございますので、具体的な政策事業の中で町民に還元、町民に返していくよう

な形が目に見える形の事業展開を図っていきたいと考えております。以上です。 

 

○勝又副委員長 

 あまり悠長なことも言っていられないから、なるべく早くにそういうものを出してきたらいい

んじゃないかなと思いますけども、そういうふうに付け加えたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。良ければこの関係については終らさせていただきます。次。②番お願いいたしま

す。 

 

○総務課長 

 ２番目の清里町レストハウスの方向性について。庁舎内の委員会、さらには関係団体町民意見

等の聴取が終わった段階ということでございますので、一定程度の方向性について説明申し上げ

たいと思います。説明は本松主幹から申し上げます。 
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○総務Ｇ主幹 

 私のほうから清里町レストハウスの方向性について報告させていただきたいというふうに思い

ます。５ページから７ページで報告をさせていただきます。５ページをお開きください。 

まず１つ目でありますけども２６年度の経過でございます。ただいま課長も申し上げましたと

おり、企画委員会関係機関会議等行い、４月１５日に町内課長レベルの企画委員会、施設の機能

であります運営方法についての検討が行われます。５月１６日に商工会、観光協会、農協、それ

からまちづくり団体、若者のまちづくり団体等の代表者または事務局の方々にお集まりいただき

まして、ざっくばらんな検討会議を行ってございます。それに基づきまして６月３日、企画委員

会を再度開催しております。さらに広報でも周知させていただきましたレストハウスについての

一般町民からのご意見ということで、３件いただいております。 

それでは２つ目。各協議での主な意見まとめでございます。 

まず（１）、企画委員会、①機能についてでありますけども、ここに７点ほどいろいろな部分

載せてありますけども、トータル的には１つ目に書いてありますコンパクトで観光案内がしっか

りできて、焼酎とのコラボレーション。それから清里独自の物販販売。町民の憩いの場。これか

らがしっかりできる機能を有することが必要ということで纏まってございます。②運営体制につ

いてでありますけども、ただいま観光協会に一時的な部分で管理運営していただいておりますけ

ども、それらの状況も見つつ運営体制について今後も検討していってはどうかというような部分

でありますし、この②の黒ポチ一番下に書いてありますとおり営利組織でなければ、町の財政的

な支援も当然必要になってくるというようなことが意見として出されています。その他でありま

すけども、どういう建物にするんだというコンセプトを明確にしなければならないというような

意見が出されておりました。 

続きまして（２）、関係機関等の意見でございます。 

①機能について。先ほども申し上げましたけども、徹底した地場産のＰＲの場所となって欲し

いし、パパス道の駅と重複しない運営体制。地元の人が利用しやすい機能。それから商店街との

差別化であるとか商店街に人が流れるような状況。さらには２つ飛びまして、ただいまウォーキ

ングトレイルだとか、自転車がキャンプ場にあるとかいろんな雰囲気で自然体験できるわけです。

けれども、そういう部分の集約化を図ってはどうかいう意見も出されております。では次のペー

ジです。清里産の木材を使って欲しい。町の活性化の起爆剤になるような施設。軽いランチが食

べられるような施設。これはどこでもそうですけども、斜里岳がしっかりと眺望できるような施

設。子どもや家族連れが楽しめる施設等々の意見が出されております。 

続きまして（３）一般町民からの意見でございます。３件３名からの御意見を頂いております。 

１人目の意見につきましては、インフォメーションセンターということでありますけども、ネ

ットだとかいわゆる一般的な観光案内ではなくて、清里町の状況をリアルタイムに住宅でありま

すとか仕事っていうのはちょっとあれですけども、行政情報からいろんな清里の情報を詳細に案

内できる体制。それから先ほどもちょっと話しましたエコツーリズムの関係でありますが、プラ

ンニングした提供をやってはどうか。移住定住の相談なり、ただいま観光協会に委託しておりま

す空き家バンクの情報なんかもどんどん流し、レンタサイクルでありますとか冬のスノーシュー

ズ、かんじき等の貸し出しをしてはどうかいうことでございます。さらには先ほど申し上げまし

た、清里特産のみのアンテナショップ。またはフォトコーナーでありますとか清里コンシェルジ

ュ。これは清里の専門知識を持った案内人と言うんですか。そういう人を確保してはどうかとい
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うようなところでございます。 

２人目の方の御意見でありますけども、トイレや売店、レストランをリニューアルしてはどう

かというような部分です。この方については大ホールを残した方が良いというような意見でしょ

うか。大ホールを展示室に使ってはどうかと。その中でガーデニングの取り組みだとか清里のさ

まざまな取り組み花緑の交流事業等の展開を見せていってはどうか。または清里の歴史関係を表

示して見せていってはどうかというようなことかと思っております。 

最後に３人目の方の御意見ですけども、清里町歴史と資源としての活用をしていってはどうか

というような御意見であります。③の方については取り壊さない方法もあるのかなというような

部分でただいまプラネットにあります芟薮氏の展示ブースだとか清里町民の絵だとか書道だとか

というのを見せていってはどうかというような部分。それから観光協会の本部事務所をレストハ

ウスにおいてはどうかいうような部分。これはどなたからもの話ですが、お土産は清里の特産品

ということ。食事は１店舗１経営。これは多分フードコートというんですか、よく大きなデパー

トとかに小さい店舗がたくさんあって、食べるのは真ん中で食べるようなフードコートというイ

メージかなというふうに思っております。 

このように、様々な庁舎内での意見交換そして関係機関との意見交換、それから一般町民から

の御意見等々を踏まえまして７ページに記載させていただきましたけども、ある一定方向を定め

ましたので御説明したいというふうに思います。 

７ページです。建物の構造等でございます。再生利用の改修に影響のない基礎、柱、梁等々を

取り除いて、全面的な改修を行っていきたいと考えてございます。中央部分約６５０平米でござ

いますけども、いわゆるレストラン的な部分の売店の部分のみを残して、大きな宴会場、または

西側っていうんですか。和室だとか小洋室等々を取り外して、取り壊して地元木材等の活用も検

討し、さらには省エネ等に配慮しながらコンパクトな建物の建築を図ってまいりたいというふう

に思っております。当然斜里岳の眺望をできる設計の意識、焼酎工場との導線の意識。それらに

気をつけながら建物の建築にあたっていきたいというふうに考えてございます。 

続きまして建物の機能等でございます。委託先の事務所やパブリックな会議室が必要ではない

か。それからインフォメーションについては、先ほどから出ております観光だけではなくて清里

の玄関口に建っているという立地的な部分もありますので、清里を詳細に丁寧に案内できる仕組

みが必要というふうに考えてございます。さらにはガイド事業。清里の自然を満喫できるプラン

ニングを立てた中で、用具の貸し出し等も含めたガイド事業を行っていくのはどうかということ

でございます。それから、当然ではありますけども、清里焼酎をＰＲできる仕組み。それから清

里町の特産品。６次化で様々な商品がありますが、そういった部分を集約した中で清里の特産品。

アンテナショップとして、活用できないかということでございます。さらには大規模にはならな

いかもしれませんけども、清里の写真、絵等などの展示コーナー。それから、軽食コーナー。し

っかりとした食事ということになりますと調理人の確保だとか人件費だとか様々な部分が出てき

ますので、ここでのイメージは軽いランチと飲み物程度ぐらいの機能を設けてはどうかというこ

とでございます。さらには併設している公園等々もありますし、お父さんお母さんがゆっくりく

つろぎながら、子供たちは清里の木なんかを使った遊び道具でゆっくりと遊べる、楽しめられる

ようなコーナーを作ってはどうかということでございます。さらには、立地条件という部分もあ

りますし、取り壊しの状況もありますけども大きなテラスなんかもつくれないかというような意

見も出されてまとめております。 
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続きまして委託方法及び人材の関係でございますけど、これらにつきましては、まだ時間もご

ざいます。委託事業については指定管理業務委託という部分が一般的でございますけども、中身

を常に精査して直営一部賃貸という方法もあります。これにつきましては内部検討、さらには所

管の常任委員会等でも十分に御意見いただきながら協議させていただきながら進めていきたいと

いうふうに思っております。 

補助金の状況でありますけども、改修事業ということもあります。さらには今の国の状況、道

の状況もございます。なかなか該当する補助金等はない状況でありますけども、道の地域づくり

総合交付金等については十分対応できるのかなというふうに思っております。起債についても大

規模改修で用途変更ということになれば当然起債の対象になってくるようなこともございます。

ただ起債については他の事業との絡みもありますので、その辺調整をする必要があるのかなとい

うふうに思います。 

最後に設計の考え方でございますけども、一気に実施設計するのではなくて、６カ月程度。９

月、１０月ぐらいに設計を入れてですね。十分な期間の設計を入れた中で、ある程度できた段階

で、関係機関や各常任委員会の所管常任委員会にも提案させていただきながら、手直しを加えて、

実施設計に入っていってはどうかということでございます。ただいま申し上げましたとおり、設

計には、行政だけ内部協議だけをするのではなく、仮称ではございますけども、一般町民、関係

機関の方々に入っていただいたレストハウス改修検討会議等も開きながら実質的な協議を繰り返

していきたいということでございます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今まで協議を踏まえた中で、施設の必要性を前提に、建物の機能で表現して１０点の機能を勘

案した施設を考えていきたいということでございます。本松も申したとおりできれば設計に時間

を、半年なりかけながら基本的な部分、実施の部分様々な方々の御意見を伺いながら実行にあた

っていきたいというふうに考えております。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ただ今レストハウスの方向性でということで、説明をいただきました。委員の方、何かござい

ませんか。はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 非常にどうしたらいいという施設の方向性が出てきたわけですが、まず私は、レストハウスを

どう活用するかじゃないと思います。この町に何が必要なのかということです。ここに書かれて

いることは全部非常に大切なことが書いてあります。これは今現状としてやっていることです。

清里の将来あるいは環境、今置かれているすべての環境をもう一度全体的に見直していかないと

まずくないだろうか。問題点が見えてこないような気がする。 

今大切な場所だからレストハウスをどうしますか、必要だっていう発想のもとにやっちゃって

いるのですが、ここには予算的なもの何にもないんですよ。最終的には補助金を使って、町から
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金出して施設の運営をしましょうとなるんですよ。私は、レストハウスを残すためにいろんなこ

とを考えるんじゃなくて、この町が将来に亘って、生活していく環境。いろんな形の中でどうい

う施設が必要だ。そのためには是非、この場所にこういうものが必要だという発想から生まれて

こないとだめだ。そうなってきますとね、今、人口が４千４００人。そして、町のど真ん中の空

洞化。そして高齢者。清里高校がありながら学校通学する人達が、冬になるといる場所も選ばざ

るを得ない。あるいはお年寄りが例えば緑から買い物に来たときに、ちょっと汽車を待っている

間、中々駅では待っていられないという環境があるんです。今言われているレストハウスの方向

性の中に書かれているのは、どうもこれ観光をコンセプトにした交流やそういう関係。交流は大

切ですけども、私は町内中心の交流としたあり方がやっぱり必要になってくるんじゃないかと思

うんです。 

道の駅さっつるとは違った差別化なんて無理ですよ。それともう１つ商工会、あるいは飲食店

と競合しないような人を引っ張り込めるような導線。これは今までのレストハウスと同じことな

んですよ。結果的に軽食であっても、飲食となるとこれは当然のように町の飲食店関係や道の駅

さっつるとの関係の中で競合してきちゃうんです。言葉では良いですし、これ誰しも反対はしま

せんよ。人の金でやるんであれば。補助金も出るならいいんでないか。でも維持費かかるでしょ

う。それ町は出さないんですか。出さざるを得ないでしょう。今半年間やって、開いている維持

費でいくと約６００万ぐらいかかっています。電気代が高いから。電気代を縮小してやっていけ

ばと言いながら、それでも半年間で５００万。今度直すって年間フルでいけば、電気代と人件費

だけで５００万ぐらいかかっているやつが、暖房やいろんなこといったら維持費なんか大変な状

態に入ってくると思いますよ。そうやっていたときにレストハウスを残すためにどういう方策が

いいかじゃなくて、これからの清里のまちづくりの中でここに書いてあることは必要なことです

よ。でも街中にあるコミットの活用というのはどうなんですかということですよ。あるいは焼酎

やるなら本当に焼酎工場の２階の売店や一部をもうちょっと変えて改造するだけでそれで十分じ

ゃないですか。 

私はレストハウスは全部壊してって言いますか、トイレのスペースだけは残して土台なんかは

そのまま置いて、他のものは壊しちゃって逆に言うと東屋っていうんですか、テントっていうん

ですか。そういうイベントができる会場システムの中で、イベントをたくさんやって行くってい

うパターンの方が将来的な展望の中ではベターだと思います。 

レストハウスを維持するため、焼酎工場とのためにということであれば、なぜあの再募集する

ときに残して維持できるような方法での運営方法を模索しなかったのか。議会がそこを残せと言

ったのは、当然のように次の人が営業してくれるだろう。営業してくれるとすればそれは１回廃

業させてしまってはまずいとその間何らかの形で開けておきなさいということになった。 

企画検討委員会で書かれていることは非常に大切なことなんですよ。これを今後清里でやって

いくときにどういうふうに清里町の中央商店街。この町並みを生かした中で、そこに住んでいる

人の環境が良い形の中でやれるんだ。そして清里の町の人方が、焼酎工場の広場と公園の中に行

って一日ゆったりしたり、遊んだりするときに必要な施設とは何なのか。少しでも町の中央商店

街の中で、コミットをそういうような環境に活用していく。道の駅さっつるの広い売店スペース

の中で、今回も農産物の直売場の方向が出てきますけど、そこの活用方法をさらに重点的にして

いく中で清里町全体としての方法ですよ。清里、札弦、緑とかっていうそういう発想でなくこの

辺一体として、そしてそこに住んでいる人方が最低限必要な環境。そういうものに投資をしてい
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くアイデアをすべきだと思う。 

今日の最初に委員会に出てきたときに、レストハウスをこういうふうに作っていく方向性。こ

こまで出てきている。レストハウスはどういう方向にしていくといいですかという話ならいいん

ですよ。もうそうじゃないんです。もう次の段階までいっているんです。私は全部壊してといい

ますか、トイレと一部分だけは全部残しておいて、そしてきれいに壊して、テントを張れるだと

かあるいはテラスとそういう形の中でその利用方法を考えていくべきだというふうに思います。

逆を言うとオープンなトイレだけで十分だと思います。ここに書いてあるこのレストハウスの方

向性についていろんなアイデアが出ています。こういうものは、大切なことですから清里町の現

状のある施設の中でどういうふうにやっていくのか。コミットの活用もあるし商店街の中央、中

にも空き家がたくさん出てきている。これからのまちづくりの中で、本当にここに住んでいく人、

この人たちのことを重点に置いたトータル的な内容で考えをすべきだと思いますので、レストハ

ウスをどうしていくか、このように改築するからでなくて、その前の段階で私はそういう意見で

すので。以上です。 

 

○総務課長 

 加藤委員の御指摘のわが町の地域振興や高齢化等々を勘案した施設設計なり、施設づくりが必

要ではないかという御指摘。当然かなというふうに思っております。しかしながらご案内のとお

り既存の株式会社レストハウスきよさとが運営していた施設を残すことではなく、今様々な方々

からご意見があった１０の機能を持った新たな町のインフォメーション、あるいは地場産商品の

ＰＲ等々含めた形での新たな発想での施設をあそこにということで、所管委員会にも幾度となく

コンパクトで一定の機能を持った施設をあそこにということでお話を申し上げたこともあるかな

と思いますが、加藤委員のご指摘の中では、町民の憩える場所あるいはまたトイレについては必

要だというような話もありますので、そういったことも考え、委員会の意見として勘案し、今後

あたっていきたいというふうに考えております。 

 

○加藤委員 

 もう一点。この状態を仮に、次の機会にでも話題提案していくのなら、予算的な問題ですよ。

維持費的なものはどうするんだですよ。結果的に年間どれだけ町が出していくのかっていう話で

すよ。再生エネルギーで貴重な３００万を子育て等に使うっていう時に、どれだけのものを町が

毎年出していかないとならないのかって言う。その時に若い人の雇用やそういう環境の中、将来

展望があればいいですよ。ここに書かれている大切なものは、今現在大なり小なりやっているこ

とでしょうって。本当に機能的な環境でやるとしたら、この町の商店街の中でいろんな部分直し

てアイデア出してやっていかないと将来、本当に大変になりませんか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 ご指摘のとおり町内の商業環境あるいはまた雇用環境につきましても、中々危機的な状況にあ

るということも十分承知しております。またこの施設の今後の維持管理経費。これにつきまして
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も施設の機能、規模が決まらない限りそのへんの詳細は出来てこないと考えておりますので、そ

のへんも出来次第、早急に提示提案できればなというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 他。はい。勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 今１０の機能という部分で、まとめの中からはじき出した部分の１０の機能だと思うんだけど。

ただ、これも全部機能持たせるような形のものにするつもりなのかな。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○総務課長 

 出たアイデアを１０の機能ということで出したわけでありますが、この中で加藤委員のおっし

ゃるような、この機能を中心とした形で活動しているところもあると思いますので、このあたり

は、今後の協議の中で削除するものあるいはまた追加されるものという形で出てくるのかなと思

います。 

 

○勝又副委員長 

 この企画委員会の中で出ていた建物のコンセプトを明確にという部分で、何を対象に、どうい

う目的の中で、どういうものを作っていくものが、全然見えてこないような気がするんですよね。

それを明確に的を絞らないことには、なんぼ機能を持つって言って、この中から絞り込んで、ま

た追加するようなものもあっても、そのことが基にならない限り絞り込みようがないんじゃない

かなと思うんだよね。やっぱり明確にこの建物はどういう形で今後使っていくんだって、対象と

するのはどういうものをターゲットとしていくんだというようなことが、明確に見えない限り、

今加藤さんが言われたように、整備だけして先走っちゃっているような部分であれば、僕はやっ

ぱりそういう部分ではこの委員会の中でもきっと納得できないような部分じゃないかなと思いま

すね。 

確かにある建物だからそれを今まで町長の話の中には基本的な考え方に戻ってみたいな感じの

ことを僕も聞きました。だから基本的な形の中で戻るんなら、戻るだけのきちっとしたコンセプ

ト。そういうものがないと、ただやみくもに皆から吸い上げた１０の機能を持って、その中から

絞り込むのかもしれませんけどそれを満たすような建物にしますよって言ったって、それは結局

色んな事を取り入れていたら、とんでもない建物になっちゃうような部分があるから。そういう

ことじゃなく絞り込んだ中でターゲットを絞って、あくまでも町民主体に利用する建物なのか、

たまたま立ち寄ったお客さんに対する対応や観光だとかを含めて対応していく建物なのか、そう

いうものがきちっと明確に見えない限り中々前に進んで行かない気がするんですよね。そこらへ

ん課長どうかな。 
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○総務課長 

 当然そのご指摘のとおり。行政の弱いところ、何でもかんでもつっこんでしまっているという

ようなところもありますので、しかれば機能の中でどこを焦点化して、どこを二次的なものとい

うような振り分けも必要になってくるのかなと思いますので、選択しながらあたっていきたいと

考えています。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 一点、参考までに。今そんなところまで聞きたくなかったんですが、とりあえず６月から開け

ていますよね。１日当たりの人数。あるいは年齢構成。男女別。あるいは訪れた時間帯、どうい

う調査されているのかちょっとわかりませんが、この辺が私非常に１つの大きなポイントにもな

ってくるような気がするんです。今の勝又委員でないですけど、どこを目的にどこを中心にって

いう部分で。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○総務課長 

 御案内のとおり現在はトイレを中心として活用していただくということで二次的にあそこにお

土産、焼酎をということでオープンになっております。したがいまして、今加藤委員がおっしゃ

った来場時間帯ですとか、来場性別とか、来場にかかわる詳細については記載していないという

のが実態でございます。人数的にはですね、５月１日からのオープンで、５月については累計６

２６人、１日平均２３人。６月については来場で８９６人、１日平均３６人。７月についてはま

だ報告ございませんので、詳細のリサーチについては、以上です。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 これだけでは全然意味がないんですよ。実際ちょっと行って色んな角度から聞いてみたら、食

事もうやってないんですかって言って玄関先で帰っていくと。ですから確かに大切になってくる

のは実数字でしょうけども、食事の時間帯、それ以外に入った時間帯というのは、非常に重要な

ポイントなんです。私は商売やってからないからわかりませんけども、いろんなリサーチの中で、

この時間帯の中で昼食時間帯に何人来ている。それからいくとどのぐらいの経営状態でどういう

環境だか確定するいろんなことがあるかと思うんです。だけど元々レストハウスはそういう場所

だったけど潰れてしまったわけですから、確かに式場の問題も維持費の問題もあったかと思いま

す。だけども、そういうものを踏まえていった時に、勝又さんじゃないんですけど、どこにウエ

イトを置くんだと考えたときに、町内の中に今後住みやすい環境の中で機能して、あそこでトイ
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レと木でテラスぐらいどんと作って、いろんなイベントをたくさんやることで楽しめる場所にし

ていく。焼酎の特売所は２階を改良してやっていく。そうしてですね２年後３年後に、やっぱり

ここにこういう形でつくるべ。それからでも遅くない。閉鎖した後にそれを改築してどうのこう

のってスタートで私は今スタートするべきではないと。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○総務課長 

 詳細なリサーチの必要性については、今ご指摘のとおり感じておりますので、今後リサーチを

行いながら、今後の参考にして参りたいというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 加藤委員の熱いレストハウスに対する思いがひしひしと感じるんですよね。多分、議員各位も

いろんな思入れの中でレストハウスの方向性は皆考えていると思うんですけども。 

今回行政の方で、企画委員会あるいは関係機関との検討会。そして若い世代からの聞き取りと

いうんですか。そしてパブリックコメントを求めると。いろんな意見、本当にこれすべて百花繚

乱。すべて機能を実施すればそれこそ本当にすばらしいんですけども、そこにはやはり予算との

兼ね合いで中々難しい。だから本当にどこにその的を絞ったことを考えるか。そこにはやはりリ

サーチが大切だと今意見もあり、そしてその目的という意見も勝又委員の方から出ていて、要す

るに今の話の中で一番大切なのは、我が町としてのオリジナリティ。我が町としてのレストハウ

スの方向性をどうするんだ。建物ばかりを構築するのは果たしてどうなんだという意見も確かに

ありますけど。やはりそういうこの町の夢を語る場所なんじゃないのかなというのが、レストハ

ウス。それを何て言うんですか、ランドマークっていう場所がレストハウスと焼酎工場の一体感

の中で斜里岳を見れる。先日たまたま道の駅さっつるに九州から来ていた人なんですけども、本

当にこの町綺麗ですよねって。レストハウスにも行ったんです。トイレは利用したんですけど、

こんだけのロケーション中で本当にもったいない。何もないのもいいんですけども、あれだけの

中で機能してないというのもまたちょっと寂しい。そういう話何気なくしているんです。住んで

いる町民もやっぱりあそこは心和む場所かなと思っているんですよ。だからそういう部分で可及

的にすぐ決断を出すのはどうなのかという意見がある中で、議員提案の中であそこの施設を財政

の中で管理運営をしてきましょうと。その中で今年度も管理する方向でやっていますけども、や

はりここはやっぱり詳細なリサーチだとかアイデアを練り直して、ほんとに練り直すっていうか

な熟慮をするっていうかな、そういうことをしていただきたい。オリジナルを出すっていうのは

難しいんですけども。今加藤さんがおっしゃったようにトイレっていうのもあるんですけど、ト

イレだけでいいのかっていうのも僕の中にあるんです。あるいはいろんな部分であの場所、何も

ないんだったら何もない方がいいのかなと思うときもあるんです。けども、そのへんやはり最終

的には首長が判断する部分の思いをやはり尊重しなきゃなんないかなと思うんですけど。 
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ただ僕が１点、この中で一番注目したいのは、清里町の歴史っていう部分とその産業の中のエ

コツーリングじゃないですけど体験型のって言うのが、提案の中で出てきたのが今までない提案

なのかなという部分があります。今後に向けていろんな意見、ここに出てきているんですけども、

本当に難しいと考えるのが一言で、ただそれなりに思い入れが強いというのだけはやはり認識し

ていただきたい。ちょっと意見というよりは自分の感想なんですけど申し訳ありません。 

 

○総務課長 

 委員各位様々な思いやご意見がございます中、やはり清里町の何らかのインフォメーション等

々を含めた何らかの施設をということで、今まで庁舎内の企画委員会、あるいは民間の方々のご

意見を伺いながらですね一定の方向性をまとめたところでありますが、御意見にあるようにしか

らばこの機能のうち何を優先するべきなのか、全てを入れるとなると中々難しいところでござい

ますので勘案しながら、今後あたっていきたい。今回約半年以上の基本的な設計、あるいはまた

実質的な設計の期間をもっておりますので、この中にも書いたように様々な方の御意見を取り入

れながら、実施にあたっていきたいというふうに考えております。また、ご案内のとおり厳しい

経済環境の中で行っていくわけですから最小限の費用でということを肝に銘じながらことにあた

っていきたいと考えております。また委員各位からご意見ございますように、地域振興なり商業

振興なり、また高齢化対策といった部分も並行した形で考えていかなくてはならない。重要な課

題だと認識しておりますのでご理解願いたいというふうに思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今、課長が丁寧に皆さんの意見を聞きながら進めると言っているが、まず本当にあそこにこの

機能が必要なのかどうなのかその結論を先に出すべき。で、丁寧に６カ月間かけます。いつから

６カ月間なんですか。これ話し合ってからもう３カ月も４カ月も経っていませんか。議会に提案

されたのは今日ですけど私先ほど言いましたよね、少なくてもトイレだけにして、２年３年かけ

て本当に必要なのかどうなのか考えて、私は遅くないと思いますよ。そのことも十分内部の中で

再度協議していただきたい。このことだけつけ加えときます。 

 

○総務課長 

 参考の御意見として捉えながら、事業実施にあたっていきたいと思っております。期間でござ

いますが当委員会に具体的な方向性をお示し申し上げたのは、今回でございます。企画委員会の

考え方、あるいはまた企画委員会以後の町民の意見の聴取なり、関係機関からの意見聴取がある

と、それを踏まえた形で方向性を示して参りたいということでご説明申し上げたように記憶して

おります。 

 

○加藤委員 

 確かに検討委員会やいろんな委員会でなされて、各種団体とも話し合いをしたかもしれません。

でもそれ以外の少数の一般町民の意見というものが本当にどういう思いなのか。そのことを十分
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把握されているのか。末端の意見というか、いろんなところでの話というものを把握した中で、

本当に町全体の意見としてそうなっているのか。考えて、前へ進んでいただきたい。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 様々な町民のご意見等を聞く機会をですね、ご案内のとおりパブリックコメントはございませ

んが、町民意見という形で広報等を通じてご案内申し上げたということもございます。しかしな

がら加藤委員ご指摘のとおり末端の町民の方々の御意見なかなかこれ困難な部分もございますけ

ども、必要性は感じておりますので事にあたっていきたいと思っております。以上です。 

 

○畠山委員長 

 他ございませんか。 

 

○加藤委員 

 イベントを一生懸命やらんとだめだよな。そしたらいろんな事業はあそこで極力やれるように

していく。そこで最低限必要な環境。緑ヶ丘公園、モトエカでやったり今、飲食することも何も

ない。思い切って町民皆が集まってわいわいわいわい酒飲んで食べて楽しく過ごせるこういう環

境。そしてそのときにＪＲ使っても無料ですよ。バス無料で出しますよ。こういういろんな形で

の発想でないとだめだ。建物でその中で機能つくるとかの話じゃなくて、もっと１からスタート

かけよう。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。なければ、次に移らせていただきます。③番 

 

○総務課長 

 すでに前回の委員会でのご案内申し上げたとおり防災訓練の関係。ある程度詳細がまとまりま

したので、担当の本松主幹より説明を申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 それでは私の方から清里町総合防災訓練につきまして、８ページ９ページでご説明をさせてい

ただきたいというふうに思います。 

日時につきましては、８月の３１日になりますけども、総合的な防災訓練としましては初めて

の清里町総合防災訓練ということで行われます。想定につきましては、この要領の７番で書いて

ありますとおり根室沖を震源とするマグニチュード８．４の巨大地震が発生。町内でも震度６弱

を観測。家屋の倒壊、水道、電気等のライフラインも打撃を受けて甚大な被害が出たということ

を想定とした中で、防災訓練行っていきたいというふうに思っております。９ページをごらんい

ただきたいというふうに思っております。大まかにどういう訓練をするのかいうことでカテゴリ

ー別にですね、分けてございますので、ご説明をさせていただきたいというふうに思います。 
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まずですね、訓練１、これにつきましては全町民を対象とさせていただきたいというふうに思

います。今のところ８時３０分に１分間のサイレンを鳴らします。この１分間のサイレンという

のはその１分間、災害が起きているよというサイレンでございます。ということで職場や家庭の

中でこの１分間の中で自分自身や家族身を守るという行動をとっていただきます。その後、各避

難所、一時避難所はございます。こちらの方に市街内の町民につきましては、そちらの方に一時

期非難をしていただくというような部分、これ全町的な取り組みとして、シェイクアウトと言わ

れておりますけども、そういう訓練を行っていきたいというふうに思います。その後町の対策本

部とその自治会または自主防災組織との情報連絡訓練をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

訓練２につきましては、職員の防災訓練でございます。８時半のサイレンとともに地震がおさ

まった時点で職員は、招集がかかります。対策本部が立ちあがります。その中でもろもろ班が分

かれておりますけどもそういった職員としての初期行動、初期活動を行うというような訓練でご

ざいます。これが約１時間程度を行われる予定でございます。 

訓練３につきましては、この総合防災訓練、町民会館並びに町民会館前の駐車場で行われます

が、そこでの主な訓練でございます。避難所の設営の訓練であったり、降雨の体験であったり、

炊き出し訓練等々の訓練を全体的に行っていきます。 

訓練４につきましては、毎年行っていただいております消防団または消防職員等の訓練でござ

います。これにつきましては、例年どおり、応急措置でありますとか煙の体験、救出救護の体験

それからやまと幼稚園の消防クラブによります消火のデモンストレーション、または消防職員ま

たは団員によります消火訓練等々を行っていく予定でございます。毎年行っている土のう訓練等

につきましては、場所の関係もありまして今年はやらないということです。展示その他としまし

て、清里町と様々な関係機関。防災に関する協定を結んでおります。そういった中で自衛隊であ

りますとか北電それから民間でありますとコカコーラなんかも自動販売機等と通じて協定を結ん

でおりますが、そういう関係機関と今どのようなことができるか協議を進めておりまして、そう

いった部分の啓蒙啓発、活動のパネル関係の展示もやっていくということでございます。 

さて、先ほども申し上げましたとおり役場職員の防災訓練もこの日この時間帯に行う予定であ

りますけども、議員各位の皆様におかれましても、議会災害対策本部設置要綱というものがある

と思いますけども、それらに基づいて、何らかの行動があり得るのかなというふうに事務局とし

ては捉えております。この件につきましては、議会の事務局小貫局長とどういったことができる

のか、どういったことが必要なのかという中身につきまして総務側と議会事務局側と詰めさせて

いただきたいというふうに思います。後程、議員各位の皆様につきましては、御連絡があると思

いますので、どうぞよろしくお願いをしたいというふうに思います。いずれにしても町全体の総

合防災訓練というのは初めてでございます。どれだけ自治会、町民の方々にお集まりいただける

かいう部分は不透明な部分もございますけども、市街地自治会にお願いをしたり、色んな部分で

周知徹底を図ってまいりたいというふうに思っております。８月１日の広報ならびに１５日前後

にですね、詳細のチラシ等々も入れる予定でございますので１つの行事とイベントと言ったら語

弊が生じるかもしれませんけども、町民が来やすいようなまた多少の緊張感を持ちながら、意味

のある防災訓練を実施して参りたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。 
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○畠山委員長 

 以上です。ただ今、総合防災訓練についてということで、説明をいただきました。何かありま

すか。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 訓練１のステージの中で情報伝達訓練、ここが今、町民が一番身近に携わる初期行動訓練かな

と思いますけども。自分は札弦地区であれば札弦センターまで出向くのか。あるいはどういう形

で自治会の初期行動を対応するのか。ちょっとわからないんです。具体的なものがあれば。 

 

○畠山委員長 

 はい、主幹。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 まず先ほど申し上げましたとおり、市街の自治会、清里で言えば７自治会、それから札弦自治

会、緑自治会、いわゆるですね農村地区ではなくて市街に住んでる方。実は昔防災のしおりみた

いなのお配りしたんですけども多分家の中で、どっかにいっちゃっているとかあると思います。

改めまして簡単な防災マップ兼防災についてのＡ３判のパンフレットを、８月１日に広報と一緒

に送付をさせていただきます。 

その中に一時避難所だとか例えば札弦町第１については札弦センターに行ってくださいとか、

こういう部分が記載されておりますけども、先ほど申し上げましたとおり、市街自治会につきま

しては一時避難所に１度移動していただきます。参加いただくというような部分で各自治会長な

らびに、防犯部長なりで今、例えば札弦町第１自治会であれば３０人ぐらい集まっています。３

０人集まっていますと、中にお年寄りが１０名、幼児が３名います。というような伝達訓練、模

擬的でありますけども、そういうふうに行ってきたいというふうに思います。そして札弦、緑地

区につきましては、その時間帯にバスを向かわす予定でありまして、バスに乗車していただきな

がらこちらの方に向かっていただくと。スタートはこちら９時半という形になってございます。

清里市街につきましては、基本的には例えば新町でありますとさくらんぼ団地の公園が一時避難

所となっております。そこに新町の住民の方々は集まっていただいて、また自治会長並びに防犯

部長等と連絡をとりましてこちらから避難所の体制が整いましたので、出来れば徒歩でこちらの

方にお越しくださいというような情報伝達訓練を行いながら、９時半までには全町民がここに集

約できるような体制の中で総合的な防災訓練を進めます。 

ですから８時半から９時半までの間につきましては、各家庭、各個人各職場そして地域での防

災訓練そしてその１時間の中で集合場所に集まるというような部分で、市街自治会の会議では説

明させていただきましたけども、改めてさらに詳細な説明を各自治会長さんにご説明をさせてい

ただきたいというふうに思っています。さらには最終的には８月の中旬のチラシにて、また詳細

につきましてご説明をさせていただきたいというふうに思いますのでご理解をいただきたいと思

います。 

 

○前中委員 

 初めての訓練ということなので、色々大変なことはありますけども。この中でちょっと１点だ
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け述べさせてもらいたいのは、これ想定の中の８．４ということですけども、当町はやはりダム

を抱えている。その中で僕も一般質問の中で度々質疑はしているんですけども、水防サイレンと

防災サイレンと、特に緑地区あるいは川向に向けての連絡。住民はその防災意識の中でダムって

いう意識、かなり危機的なもの持っているんです。そのダムのことに対して、決壊ではなくてあ

る程度の水位が上がるだとか、斜里川のところに流木がせき止められて、それによって水害等で

押し流されて等のことが重々想定されるということであれば、そういうような水防訓練ではない

ですけどそういうステージも重々考慮した中で、緑・札弦地区に対しての難しいところなんでし

ょうけども、ちょっと考慮してください。 

それともう１つ。これは、他の行政でもあるかな、訓練等の実際の救急救命の段階になった。

これはよくあるパターン火事だとかその倒壊によって被災した人たちのトリアージ。言葉悪いで

すけども色を付けて優先順位を決める。そういう実践的な救急訓練もやはりほかの行政でもやっ

ているのかなと思うんですけども、そのへんを関係省庁である消防で、もしそういう形があるの

かないのかもやはり。やるやらないは別ですけどそういう優先順位とその訓練の仕方もやはり可

能であれば。やっていただきたいっていうわけじゃないですけども出来ないんであれば出来ない

でもいいですけど。いずれにしろ救急救命というのはやはりあるわけで。 

 

○畠山委員長 

 はい、主幹。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 まず１点目のダムの関係でありますけども、当然前段の職員の関係と各担当課の関係でダムに

つきましても当然チェックするわけでありますけども今回につきましては、ダムは決壊しないっ

て言ったらちょっと変ですけども、安全だったという想定の中でやりたい。ちょっと御心配され

ているとおり、初めての部分でありますから、あれもこれもいろんな部分のトラブルなり災害が

起きると住民はこれを実際にどういう動きをすればいいのかという部分が難しいのかなというふ

うにも思っております。こういう訓練とかっていうのは、やっぱり何回かやっているうちに慣れ

ていくのかなという部分もあります。今回初めてのケースというような部分もありますので、な

るべくシンプルな形でやっていきたいという部分でどうかご理解をいただきたいなというふう

に。いわゆるシンプルというのは、初期行動をまずやろうというような部分でご理解をいただき

たいというふうに思っております。どちらかというと災害弱者が動けるような例えば、隣のおじ

いちゃんがいたら、おじいちゃんをちょっと車に乗せてあげるから一時避難所に行こうというよ

うな部分を重点的にやっていきたい。ですからたくさんの町民が集まれるような雰囲気の中でや

っていきたいということで御理解をいただきたいというふうに思います。 

それから救急救命の部分でありますけども、今消防と何回かやりとりをしてまして、どういっ

た形で模擬的にそういう救命措置をとっていくのかというのは、御意見として消防の方にも伝え

ていきたいというふうに思いますので、より効果的な救急救命訓練を行っていきたいと思ってお

りますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○前中委員 

 自治会単位の初期行動、これをメインに今説明があったんですけども、自治会の中でその昔で



 

- 24 - 

あれば隣組という制度で、ある程度班の中で認否確認というかな、そういう連絡網が結構できて

いたと思うんですけども、昨今その班長に全てお任せしてそこを確認して、それを汲み上げて自

治会長なりに報告する仕組みが、形骸化しているんじゃないかなと思うんですよ。要するに防災

の連絡網の再構築というかな、もうできている自治会はあるのかなと思いますけども、いかんせ

んどうなんでしょうねというのが他の自治会、特に市街地の自治会もあれば、農村部の自治会等

々もあるんですけども、そこらへんどれぐらい出来ているのか、ちょっと僕もわからないんです

けども、実際問題どうなんです。 

 

○畠山委員長 

 はい、主幹。 

 

○企画財政G主幹 

 私の方で認識しているのが、たしか自主防災組織がたちあがっているのが４自主防災組織とい

うふうに認識しておりますけども。実際に４自主防災組織がしっかり機能してるかということに

なりますと中々そうではないのかなという部分もありますし、今前中委員御指摘の部分も先日の

市街自治会の中でもかなり気薄化してるし、そんなにすぐ人は集まらないよという部分の御指摘

もありますし、事務局としてもそういう認識をしております。ただやっぱり行動としてやってみ

るというような部分で自治会としてもできる範囲がありますし、自主防災組織がどこまで動ける

かという部分もありますけども、そういった部分をやることによって当然ながら課題も見えてき

ますし、自治会活動の活性化にも繋がっていくのかなという部分もあります。こちらからも自治

会、並びに町民の方々には幾度かチラシ等または広報等で御案内をしていきたいというふうに思

いますけども、そういう状況がある中ではありますが、まずはやってみるということでご理解を

いただきたいというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 他。 

 

○加藤委員 

 非常に大切なことでいいと思うんですが、いろいろ心配な部分っていうこの訓練想定の中にマ

グニチュード８．４地震を想定してやりますよと、やることに意義があると言いながら、これ道

路関係も８．４になるとどういう状態が起きるのかということを現段階でどのぐらい把握されて

いるのか。あるいは自主的な問題からそういうものをどういうふうにされているのかということ

もこの機会に検討を重ねていく必要が１つはあるのか。防災マップがどういう形で出来上がった

のかは知りませんが、そういう中では過去に川のあった地帯で、埋め立てをされた道路がこの部

分のこの地帯はそうですということとか、なんぼ以上になると液化現象が起きたりして道路の決

壊があるだとかそういうデータも作る必要ができる範囲内である。やった時に集まればいいんだ

っていうことでやってしまうと、実はここは決壊するからとりあえず閉鎖して、迂回道の設定を

してみようかとか歩くときもこうしてみようかというような勘案が必要。１回目ですから中々難

しい部分はたくさんありますけど。 

 今回、この防災訓練実施なんですが、このときに訓練としてやる時間帯。ここに書いてある自
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衛隊の雪上車の展示だとか北電の展示ですとか、炊き出しなんか、実際にやってもらうんだけど

も、そういう部分で何ていうかな、一人でも多くの人に参加してもらうとすれば、この訓練のこ

こまでは十分に把握してもらいましょう。そのあとはイベント的な扱いの中で、まさに防災とい

うものを考えてもらえる機会にできればとこういう形で。ある程度時間帯で区分けするという方

法で防災訓練って言いながら延々と最後までイベントみたいな形にならないように。その辺の区

分けができるか難しい部分もあるかもしれませんけども、少しでも多くの人に参加してもらう環

境の中で、訓練はここまで、ここからはイベントですので今後に向けていろんなことしましょう

とか。少し次の訓練にできるようなことも想定しておいて、いろんな角度からしておいた方がい

いような気がするんですけど。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○総務課長 

 先ほども本松が申したとおり、今まで防災関係につきましては、初めての訓練だということで、

昨今暴風・暴風雪、こういった災害でいよいよこの辺の地域の防災訓練の必要性を感じてきたと。

自治会なんかも１つ２つ自主防災組織がたちあがってきたということもございます。そんなこと

を含めて、今加藤委員もおっしゃった訓練の中身に関する部分については、参考にさせていただ

きたいと思います。また前中委員ご指摘のとおり、情報伝達しからば今年から始まった首長によ

る特別避難命令。じゃあ、どういうふうに情報を伝達するんだというような部分。すべて、今後

検討していかなければならない部分が多々あろうかと思います。このことについては、これがス

タートだということを肝に銘じて、今後に活かしていける防災訓練であればなというふうに考え

ております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

はい。前中委員。 

 

○前中委員 

今回日曜日ということで、学校だとか清楽園だとか各自日頃訓練をなされていると思うんです

ね。特にこの町の中の自治会が関わってくるんだろうと思うんですけども、一人でぱっと行動の

できないひとり暮らし高齢者の対応。それらが一番重要になってくるのかなとそんなふうに思う

んですけども。健康の人っていうのはぱっと判断してぱっと行動ができるんです。そういった部

分の配慮というかそこらへんがどんなふうに何か考えがあるのか。 

 

○総務課長 

 冬季に限りまして、災害弱者名簿というのを作成してありまして、自治会に一人暮らしの高齢

者の方の身体等に障害のある方がおられますよという名簿をこれ法的にも問題ないという判断で

自治会長に提出しております。従いまして、自分の自治会にどういった一人暮らし災害弱者がお

るのかというのは把握していただいているというふうに思っておりますので、その方たちに連絡

するということではないですが、ご連絡は自治会長にはさせていただいているということで、ご
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理解願いたいと思います。 

 

○田中委員 

 自治会長さんの方に名簿はあるということですけど、実際そういう災害が発生した時にやはり

日ごろ各自治会に福祉係だとかそういう係が設置されていると思うんですけど、この辺もやはり

自治会長だけわかっていても仕方ない問題で、そこら辺も今回しっかりとやっぱり通じて自治会

の方に周知をしていったらいいかなと。 

 

○畠山委員長 

 あと、他。 

 

○加藤委員 

 失礼なんですけども、ちょっと疑問に思ったんですけど、訓練だからいいんですけど、電気が

止まった時にサイレンって鳴らせられるようになっているの。 

 

○総務課長 

 消防には非常用電源がございますので、自動的にストンと切り替わる。そのように理解してお

ります。ですから停電になった際にサイレンがストップするということはないと理解しておりま

す。 

 

○加藤委員 

 停電になったと想定でしてみたらいい。 

 

○総務課長 

 はい、そうですね。ぜひ。確認します。 

 

○畠山委員長 

 他。 

 

○前中委員 

 サイレンで水没サイレンは鳴らさないよね。 

 

○総務課長 

 先ほども申しましたとおりダム決壊の想定はしてないと。 

 

 

○畠山委員長 

 いいですか。これで総務課すべて終わるわけですけども。関連してでもいいです。無ければ、

これで終わらさせていただきます。ご苦労様でした。 

それでは１１時まで休憩いたします。 
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○畠山委員長 

それでは休憩を解いて、次に生涯教育課４点ございます。１点ずつ、説明をお願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 それではまず１点目の高校支援対策につきまして、ご説明いたします。資料１０ぺージからに

なります。清里高校に対します支援対策事業。平成１６年度から継続実施してきているところで

ございます。この１０ページに記載しております中身につきましては、今後の２７年度に向けた

対策の重点ということで、７項目を昨年に引き続き実施をしてまいる内容でございます。また後

ほど説明をさせていただきます。 

１１ページから、これまでの対策の実績と中学校卒業者の進路等につきましてご説明させてい

ただきたいと思います。まず支援対策の実績ということで、平成１６年度から開始されまして開

始当初は制服、体育着、教科書、通学費の補助ということで実施をして参りました。また進路指

導と高体連出場につきましても実施してきております。平成２０年度まで制服、体育着につきま

して実施をしてきておりますけども２１年度から中身の検討をし、内容の改正を行っております。

２１年度に網走南ヶ丘高校の地域キャンパス校となったということで制服等の補助を止めまし

て、中身の充実を図っていくということで進路指導と資格取得対策。そして高体連出場経費補助

ということで実施をしてきております。教科書と通学費の２１年２２年に残っている部分につき

ましては、在校生の部分が２年間経過措置として残ったものであります。その後２３年度からは

ですね、新たに特色ある学校づくりの補助、そして２４年度から入学支度金の補助と新たな政策

を展開しております。また一番下に参考ということで、これは支援対策事業という予算の中では

ないですけれども、町の奨学基金を活用いたしまして、大学等への入学資金の貸付ということで

２５年４月に入学した生徒からこの制度を設けているところでございます。この実績が２４年が

６件、２５年に１１件ということで、今までで１千４００万円程度の資金の活用がされていると

いう状況にございます。 

続いて１２ページの方で清里中学校の卒業生こちらは、平成１３年度からの記載をしておりま

すけれども、２段目の網掛けした部分が清里中学校の卒業者数を記載しております。平成１３年

度には７０名おりましたが、近年は大体４０名前後ということで卒業をしています。その中で清

里高校への進学者ということで、近年におきましては、大体５０％から６０％の間で推移をして

おります。２４年度だけが１５名３８％ということで、この年だけはちょっと落ち込みがあった

という状況でございます。その他、町外の高校への進学者。そして、下から３段目のところの網

掛け部分が清里高校への全体の入学者数となりますので、上の清里中学校からの卒業生が入学し

た数とその下から２番目になります町外から清里高校に入ってきた合計が、清里高校への入学者

となっております。参考に清里中学校卒業予定者数ということで、今後の見込みも記載しており

ますけれども、平成３１年度までの中におきましては、おおむね３０名後半から４０名というふ

うことで推移します。 

１３ページつきましては、さらに清里中学校の卒業生の年度別進路先ということで、詳細に記

載したものでございます。清里高校へ進む方が５０％から６０％で斜里高校も若干おりますし、

網走南ヶ丘高校が例年１０名程度、進学をしております。その他、年によって特に平成２４年度

あたりは、たまたまスポーツ関係でいろんな町外の高校に進まれた生徒さんがいたことで清里高
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校への進学が減少した状況です。 

続きまして、１４ページ。今まで清里町の状況ということで、ご説明いたしましたが、１４ペ

ージ、１５ページにおきましては、北海道教育委員会から説明されております、公立高等学校の

配置計画案の概要でございます。これにつきましては、例年６月にこの案が道教委から示されま

して、９月までの間に各地域におきまして地域別の検討協議会が行われます。その後決定が、９

月に出されるという流れとなってございます。この表の１番が２７年度から２８年度。これは昨

年決定した事項についての変更の主な内容でございます。近隣の関係部分につきまして申し上げ

ますけれども、オホーツク管内におきましては、佐呂間高校が新たに北見柏陽高校をセンター校

とする地域キャンパス校ということで２７年度から実施されるというふうに。また２点目の、平

成２９年度の高校配置計画ということで、こちらは管内で申し上げますと、募集停止という中に

管内滝上高校が 1減ということで募集停止案が出されています。清里町の所属しますオホーツク

東学区の配置計画案につきましては、１５ページをご覧いただきたいと思いますけども、今回２

７から２９の３カ年計画、そして平成３０年から３３年の４年間の見通しと言うことでは、御承

知のとおり平成 28 年度小清水高校が減１ということで、募集停止になる予定でございます。そ

の後３０年以降につきましても、それぞれ 4年間の中で、この学区の中で１～２相当の調整が必

要であるという事、さらには中卒者数を考慮した調整の検討について、小規模校の中卒者欠員の

状況を考慮し、学級減や再編、調整含めあり方の検討が必要であると。地域キャンパス校につい

ては、５月 1日現在の在籍者が 20未満となりその後も生徒の増が見込まれない場合は、再編調

整の検討に移るということで示されているようでございます。 

１６ページの方に、このオホーツク東学区の状況。中卒者数等の見込みについて教育委員会が

示した資料がございますので、ご覧いただきたいと思います。尚 16 ページの資料につきまして

は、昨年の計画の時点で出された数字ということでご理解いただきたいと思います。昨年も１点

目の２９年から３2年までの 4年間の方針につきましては、先ほど申しあげました今年の案とし

て出ている内容と同様の内容でございます。オホーツク東学区管内の中卒者数の見込みというこ

とで、2 番のところに出ておりますけれども、どこも現状が減の数字ということで、主に２９年

から３２年までの見込み数字が出ております。清里町の数字につきましては、２９年、３３名。

３０年、３９名。次、３６名、２９名ということで、なっておりますけれども、先ほどご説明い

たしました１２ページでお示しした下の中学校卒業予定者数とは、数字が若干異なっております。

12 ページの数字につきましては現在の小学校、中学校なりの学年数をもとに町が算出しており

ますので、ほぼ実数に近いものでございますが、道教委が示している見込みにつきましては、そ

れぞれ各市町とも調整率を掛けた減を見込んだ数字ということで載っておりますので、食い違い

が生じますことをご了解いただきたいと思います。清里町も３２年あたり２９名ということで、

厳しい数字になっておりますけれども、隣の小清水町につきましても、ほぼ清里町とそれほど大

きな差はないという状況になっております。 

それから、３番をとばしまして、４番の定員調整の状況ということで、これまでの道教委にお

ける高等学校の定員調整した経緯がここに載っております。平成２０年に清里高校が 1間口にな

っております。その後２１年にキャンパス校ということで 25年には斜里高校が募集は 3学級 3

間口としましたが、事質２間口になったということで、今後も２間口でいくというふうになりま

す。28 年にはこの段階では案となっておりますけれども、既に決定事項ということで、小清水

高校が１減。 
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これらの本町の卒業生状況と道教委から示されております案等踏まえまして、２７年度にむけ

た、高校支援対策事業。生徒募集にかかる支援対策ということで、今後進めていく内容について、

17ページでご説明をさせていただきたいと思います。 

まず、重点推進の方針の１点目といたしましては、清里高校と清里中学校。この高校中学校の

連携強化をしていきたい。２点目としまして、少人数を活かした学習、進路指導の充実。国公立

大学等の合格者を増やしていきたい。３点目は部活動に対する専門的指導者に対する招聘。高校、

中学校連携にも繋がります。小学校も含めた中での共同した活用をしていきます。4 点目が、特

色ある英語教育、国際理解教育の推進ということで、留学生また海外派遣事業ということでこち

らも推進していきたい。５点目が、高校の特色と魅力、町の支援内容等を町内外に積極的に発信

をしていくということで、高校におきましても、この教育内容は素晴らしい教育内容でございま

すので、そういった部分を町内外に積極的に発信をし、生徒を集めていきます。最後 6点目が、

小清水高校との連携強化ということで、28 年に募集停止となります小清水高校を既に高校間の

連携。または小清水中学校に対する清里高校からのアプローチも行っておりますけれども、２６

年、２７年と実施をして参りたい。また小清水高校から生徒を呼ぶ対策としてどういったことが

できるかということの検討もしていきます。 

具体的な内容につきましては、こちらに記載の通りですけれども、（１）から、（５）につき

ましては、それぞれ保護者に対する説明会ですとかあるいは町民また町内外の中学生、また保護

者に積極的にＰＲをしていきたいという内容でございます。（６）につきましては、高校生の海

外派遣ということで３年目になりますけれども、ニュージーランドへの海外派遣これが９月の１

８日から２８日ということで、後程説明いたしますが留学生相互の留学生の交換ということで、

積極的に推進してまいりたいと思います。（７）、（８）につきましては、資金的な部分での援

助ということで、清里中学校から清里高等学校から入学者への 10 万円相当の商品券の支給。そ

れから、大学等への入学資金貸付ということで、１００万円を限度と致しまして、大学入学前の

納付時に必要となってきます資金の無料貸付をおこないます。（９）の部活動支援ということで、

既に行っております。まず、バスケット部への指導者招聘３年目を迎えております。これを継続

して行きたい。次の１８ページとなります。吹奏楽部の指導者招聘ということで、今年度におき

ましても、清里中学校が中心になりまして、高校、小学校と連携をし講習会を開き、また 7月１

３日には、全体でのジョイントコンサートを実施しています。さらに、部活動の合同支援、並び

に公式戦への参加支援ということで、協力していきます。（１０）学習・進学講習ということで、

清里高校の生徒につきましては、人数が少ない中、比較的大学等への進学率が高い状況にござい

ます。そういった支援を十分にしていくことで学校の内部でも始業前の講習を実施したりですと

か、網走南ヶ丘高校の短期、長期講習への受講、模擬試験の受講ということでこちらも交通費を

支給し、実施を推奨していきます。（１１）、（１２）番につきましては、地域と町民との交流

ということで、地域に根差した高校づくりを実現してまいります。（１３）その他。中学校、高

校との連携。小学校も含めた連携とさらには、斜里、小清水の中学生の状況ということで訪問を

し、ＰＲ活動を実施していきたい。最後（１４）ということで、小清水高校募集停止にかかる対

応の検討。これにつきましてはすでに、廃止以降の対策ということで小清水町からも清里高校へ

の生徒を呼び込むということで、積極的に推進をしていきたいと検討しております。小清水町側

に対しましては、従来より水面化におきまして交通手段の確保等検討課題であるということ。そ

ういった小清水町側から支援等の相談なりがあれば、いつでも相談させていただくスタンスで話
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をしています。ただ、小清水町におきましては、２８年度募集停止ということですけれども、あ

と 1年、２７年の春も募集があるという部分を大切にして行きたいという意向があります。さら

に交通費の事につきまして、現在道の制度を活用して募集停止になった市町村の学生に対します

交通費の助成制度というものがございます。そういった助成制度の活用をするうえで、現在の制

度としてはなかなか所得制限があって利用が難しいということもある中で、積極的に助成制度拡

充や可能要件の緩和等、要望をしている段階ですと伺っております。今後につきましては小清水

町側からそういった要請がありましたら、即こちらのほうも、教育委員会または議会の調整をさ

せていただいて、小清水町からの生徒の確保というところで検討して参りたいと考えているとこ

ろでございます。以上２７年度にむけた支援対策内容ということで、実施して参りますので、よ

ろしくご理解をお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 それでは、清里高校の支援対策についてということで、説明をいただきました。この関係につ

いて何かございませんか。 

 

○池下委員 

 課長の方の説明で、28 年度から小清水高校が募集停止になるということで、中学校の卒業生

をみても、清里中学校よりも小清水のほうが２８年、２９年多いんですよ。募集停止になっても、

通学費の補助を道と検討しているという話なんですけれども、こういったことを踏まえて、１７

ページの（４）にある保護者への文章を送付ってあるんですけど、もう既に小清水の卒業生に、

清里高校の存在意義とかのパンフレットを送っているんですか。まずそのへん聞きたいのですが。 

 

○畠山委員長 

 はい課長。 

 

○生涯教育課長 

 清里高校のＰＲ活動という面では既に今年に限らず、高校でパンフレット作成いたしまして、

斜里、小清水、そして網走はチラシを配布し、ＰＲ活動を行ってきているところでございます。

清里高校のそういった教育内容、町の支援内容ということを十分お伝えした中で、これまでも募

集をしているところでございます。(４)で、記載しております推薦文書の作成送付という部分に

つきまして、例年町長名と教育長名連名で清里中学校を卒業する生徒に直接手渡しという形で行

っています。今の段階といたしまして、小清水中学校の生徒に直接的という部分は、やることは

難しいかと思います。 

 

○畠山委員長 

  はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 どこの学校でも、どんどんどんどん減っていくのが現状なんだけれども、そういった中で清里

高校をやっぱりこれからも存続させていくためには、他町からも子どもたちをどんどん受け入れ
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る体制をつくっていくというのがベストなんですけれども、１１ページの表をみますと、入学支

度金補助というのが、２５年度２２０万、２４年度は１５０万。あくまでも清里中学校を卒業し

た人にしか出していない。今後、２８年度から小清水の子供たちがこういった流れでくるのかは、

交通の手段と制度といろいろと考えた中で、斜里行ったり網走いったりと考えるんでしょうけれ

ども、やはり父兄にとっても、こういう支度金というのは大変なことだと思う。その辺は今後町

外の子供達に関しては、考えていくという余地は無いですか。 

 

○生涯教育課長 

 この入学支度金補助につきましては、平成２４年度から新たにということで始めた事業であり

ますけれども、地域キャンパス校という指定の中で地元からの進学率が高いという所も一つの条

件としてございます。当然２０人未満を下回るという意味もありますし、地元からという意味合

いの中で清里中学校の卒業生をできるだけ地元に進学していただきたいということで始めた制度

でございますが、今後これからの入学者数が、２０人を下回るというような状況等も十分考えら

れることでございますので、そういった分につきましては、他の対策と含めた中で、入学支度金

にも場合によっては、町外からの生徒も対象にしていくとか、検討の余地はあるのかというふう

に。 

 

○畠山委員長 

 はい池下委員。 

 

○池下委員 

 今の課長の説明ですと２０人を切ったときに考えていきたいという事なのですが、そういった

後ろ向きじゃなくもっと、２０人切る前からそういった方策を同じ額じゃなくても良いんで考え

ていく必要があるのかなとは思うんです。というのは、他町からうちの町に来て清里高校に入学

すると、斜里とか網走とか関係なく高校生海外派遣研修には一緒に行くんですよ。であるならば、

入学時からそういった色分けをしないであげたほうが良いんじゃない。そこら辺もいろいろと財

政的な問題も絡んでくるんで、今後検討していってどんどん子どもたちにそういう支援をしてい

ってあげた方が、高校存続のためにはプラスになるんじゃないかというふうに思うんですが。 

 

○生涯教育課長 

 支援内容の中身を２１年度キャンパス校の時にいろいろ検討した中で、その時には、金銭的な

部分からもっと高校自体の中身充実をして行こうというところでの支援内容と移行しながら２４

年度につきましては、ほんとに緊急的に人数が少なかったというところもあって、地元からの人

数を増やさなければ、今後の生徒確保は難しいということもありまして、この措置をしてきてい

るところでもありますので、まず中身の充実を十分にした中でそういった施策を他にできないか

ということも含めていきながら、この支度金の内容もあわせて検討していきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい。加藤委員。 
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○加藤委員 

 今の課長の考えかたと施策で良いと思うのですが、小清水が募集停止になってから３カ年ぐら

いは、積極的に来てもらえるような環境づくり、魅力ある学校づくり。生徒にしてみれば、部活

やいろんなそういう部分の方法だと思うんですが。出来る限りの環境の中でしてあげることが、

その後、その先輩の話を聞くあるいは環境中で、やはり清里いいよねっていう形が芽生えてくる

ようなポイント的な政策をある意味ではまた打たないとならないのか。総合的な判断の中から、

是非お願いをしたい。 

 

○生涯教育課長 

 清里高校に対する支援の内容。または清里高校自体の教育活動内容につきましては、町外から

も高い評価を受けているところでござまして、正直小清水町のお子さん、保護者の中でも、今で

もバスなりあれば清里高校に行かせたいと言った御意見があると伺いました。この教育内容が充

実している現状をさらに発展させていきまして、小清水のみならず、斜里ですとか、網走のほう

からももっと生徒が集まってくる。それも、優秀なやる気のある生徒が出来るだけ集まって来る

ような学校づくり。そのために町としても支援してき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。 

 

○畠山委員長 

 はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 今、その授業っていうか中身の充実。本当に素晴らしいと思うんですけど、清里高校における

児童数の卒業生推移はあるんですけれど、進学率が分からないですけれども。もし過去５年に遡

って、年々状況が向上しているのかどうなのか。わかる範囲で良いんですけれども。道立、私立

ありますけれども、それは、トータルで。 

 

 

○生涯教育課長 

 ここに清里高校で出しております会報の中に２３、４、５の進路の状況が、出ております。２

３年３月に卒業した生徒は合計で３０名。そのうち、大学、短大、専門学校等へ進んだ学生につ

きましては、２０名。就職されたのが、８名。その他、２名ということで、３分の２が大学等へ

進学しております。２４年３月におきましては、２９名の卒業生のうち２１名が、大学等へ進学。

７名が就職。２５年の３月におきましては、３２名中、２１名が大学進学。就職が１０名という

ことで、３分の２程度はですね、毎年大学等への進学をしているということで、斜里、小清水と

の比較におきましても、この卒業生総数の人数からいたしますと進学率は高いと。他の２町に比

べて高いという状況にございます。また、国公立のほうにも、合格者を出しているという状況で

ございます。少人数でありますけども、きめ細かな指導とまた大学への国公立も含めた推薦枠も

持ってございます。そういった部分では、非常に当校の生徒につきましては、将来的にもですね。

十分進学等に向けてしっかりとした学力を身に着けることが出来る学校と認識しております。 
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○前中委員 

 今、説明を伺って、７０パーセント近い進学率。ほかの高校に比べて高いのかなと思っていま

す。その中で、今回道教委の中で、２７年から２９年中で、網走オホーツク圏東部１学級減とい

う形で、小清水の募集停止が出たわけですけれども、その後平成３０年からまた３３年に同じよ

うな形で、学級数の減ということで、４年間で１～２学級相当の調整が必要と謳っているんです

けれども。 

その中でちょっと大変喜ばしい数字的なものなんですけど。当町におけるその就学人口数。こ

れ手元にある資料でわかるんです。平成１３年度から平成２０年にかけて、激減なんですねこの

児童数。ところが２４年、２６年４０名切る形になるんですけども、大体３５名以上の形で実数、

その下に書いています数字。減ってないんですね。ということはそれだけの就学人口は、中学校

あるいは当町におけるその小学校の児童数が減ってない中で推移している実態がここに出ている

のかな。そうなったときに平成３０年から３３年の中で、高校進学の時の選抜のときに、親御さ

んが何を表立って考慮するか言うと、やはり進学率と就職率なんですよ。そういう形で当町にお

ける就学人口は、今から１０年前の状況から、確かに減ってはいますけども３５名ぐらいで、恐

らくこれから小学校に上がるであろう子どもの推移も３５を境に推移が極端に２０名っていうの

は、僕はないのかなとは思っているんです。そういった意味で、今一番考えられるのは、平成３

０年から平成３３年の中、進学校なりの学校を間口減という意見があったのかどうか。言いづら

い部分なんですけど、そういう形になると他の小規模校の選抜圧が逆に弱まっって良いんですけ

ど。逆に当管内における網走南ヶ丘の選抜圧がより一層厳しくなると、子供たちの就学だとか学

校のカリキュラムだとかはかなり一生懸命やらないと進学できない状況に陥る時代が平成３０年

以降あり得るのかなと思います。現に隣町小清水の場合かなり進学率に対応出来ていますし、土

曜学習を小、中で実施し、取り入れているスタンスになっているのも事実です。当町の場合は、

まだ土曜学習まではいかなくても学級の中である程度実施出来ていることは聞いています。その

形を今後ともなるべく低下させない方向で、強固な連携を取っていってほしいですけども、それ

について同じようなアプローチづけで、今課長の方で何らかの連携ですか。中学校、小学校と同

じように連携していると思うんですけども、新たな政策があるのかどうか。ちょっと長くなりま

した。 

 

○生涯教育課長 

 まず、子どもの数の部分ですけれども資料といたしましては、３月末、０歳児までの数字も資

料としては、把握しておりますが、現在の数字と大きくは減らない３５名程度というところで平

成４０年あたりまでは推移をしていくのではないかというふうに見込まれるところでございま

す。そう言った中で、先ほど前中委員がおっしゃったように、地域別検討会議の中でも、オホー

ツク東学区全体を考えた中で、まあ小規模校が募集停止ということもなってきておりますが、網

走南ヶ丘高校につきましても、ここ数年募集の定員割れが続いている状況もある中で、意見とい

たしましてはこちらの方の学級数について減を検討するべきではないかという意見も出されてい

るところでございます。具体的に道教委のほうは検討までは、まだされてはいないという状況に

ございますけども、そういった部分では、清里高校にとりましては生徒確保という部分では、プ

ラスに働くと思いますけれども、逆に網走南ヶ丘高校等へ進学した生徒にとりましては、間口が

狭まるという両面が考えられるわけでございます。町と致しましては、清里高校の支援内容を強
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化する中、高校の内容充実、進学率を高めて頂く。また部活動も積極的に出来るようにという方

向を作っていただきたいという事の他に、小学校、中学校の子どもたちの学力も比較的現在高い

と言えども、これをずっと維持していくための政策というものは、継続して行かなければならな

いというふうに考えておりますので、そういった学力の高い生徒が清里高校にも進んでいただく

と言う中で、特に中学校と高校との連携も強化し、部活動または学習面また一般教員の先生方の

間の連携もしていただきながら、中身の充実を図っているところでございます。土曜学習の関係

につきましては、今年度小清水町が先行的に実施をされております。内容的には、イベント的な

行事を土曜日にあてて、その振替を平日にとらないという措置の中で、平日授業時間数確保とい

うことを行っているわけでございますけれども、本町におきましては授業時間数的には、しっか

りと余裕を持った中で進めております。土曜日におきましては、各少年団活動等も盛んに行われ

ており、各種大会への参加また練習ということで、子どもたちもいろんなイベントや教育委員会

主催行事に参加し、忙しい状況というところもあります。ただ今後、土曜授業の流れというのは、

進んでいくことも十分考えられますので大会へ参加するおりにも、土曜日授業が始まると参加が

できなくなってしまうので、各近隣の市町村とある程度連携をとりながらどういうふうに推進し

ていくかというところも検討しながら、本町においても検討を進めてまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 

 

○池下委員 

 参考までに聞きたいんですが、１年半で小清水高校は無くなるんですが、具体的にたぶんバス

運行ということで進んでいくんでしょうけれども、そういったことで案としてはあるんですか。 

 

○生涯教育課長 

 まだ、案と言うところまで出来ませんけれども、考えられる手法といたしましては、そういっ

た交通手段の確保ということで、バスを運航することも一つの方法ではないかと。費用的な部分

も当然ございますんで、これも清里町が勝手に運航をして呼ぶということにもなりませんので、

そのへんは小清水町側が主体となって運航するのであればそれに。清里町または斜里も含めた中

で可能性としてはあると思いますけれども、そういった中で検討していくことになると今の段階

で事務局としては思っていますが。 

 

○池下委員 

 今の議題は清里高校支援対策についてという議題なんですけれども、２５年は他町から４名。

２６年は他町から５名入学しているんですが、これはもう支援対策とはちょっと別なんですけれ

ども、清里高校に他町からこうやって来ている実態として、いじめ等はないのか。支援対策とは

無関係なんですけれども、そのへんちょっとわかる範囲でいいんで。いかがです。 

 

 

○生涯教育課長 

 道立学校の事でございまして、詳しい状況というのがこちらの方には報告いただいておりませ

んが、小中学校と同じように高等学校におきましても、そういったいじめの関係におきましては、



 

- 35 - 

十分対策が取られていると理解されていますし、調査もやられていることとなっております。そ

ういった中で、直接的にいじめがあるという報告等は先ほど申し上げましたとおりございません。

けれども中には、ちょっと学校へ来るのが、休みがちな子がいるということは情報をしていただ

いておるところです。これは、後程説明いたしますけれども、海外研修のとりまとめをしている

中で非公式でありますけれども、今こういう状況の子がおりますというような報告は、頂いてお

ります。 

 

○池下委員 

 皆さんも経験あるかと思うのですが、皆中学校、高校、ある程度思春期になって、やっぱりど

うしても、小学校、中学校と同じ学校を卒業した子どもたちは仲が良いんですけれど、町外から

来るとどうしても仲間外れにしたり、昔から清里高校も他町から来ている子がいっぱいいたんで、

そういったいじめの事例が実際あったという話も聞いています。なるべくそういった芽を小さい

うちに摘む。昨今、子どもたちの間で携帯電話を使ったラインとか、そういったもので全国的に

もマスコミの間でいじめられて自殺をしているという情報が、日常的に流れているような時代っ

ていうのかな。そういうことを踏まえてやはり道教委のほうからあがってくるものだけでなく、

たまにこちら側から高校へ行ってどうなんですかというふうな積極対策というものも、やって頂

けたらと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 清里高校は、少人数の学校でありますので、そういった少人数のメリットという部分では、先

生の目が非常に良く行き届いている学校だと思っております。そういったきめ細かな指導がされ

ていると理解しておりますけれども、町からもいろいろな支援をしている部分がありますので、

日ごろからですね。町長、教育長含め、職員も高校に出向きまして、どういった授業をされてい

るかということを訪問しながら状況確認してございますので、今後も継続していきます。 

 

○勝又副委員長 

 質問じゃないんですけど、要望っていうかね。対策事業なんですけれども、清里高校への地元

からの入学者数を比較してみると、まあ支援を続けてきて、打ち切って、何年か後に入学者数が

減るという感じで、それでまた対策を打って回復してくるというように見受けられる気がするん

ですよね。その政策を打って浸透していくっていう部分で、すぐさま速攻的に効くことではない

ので、そのことを含めて恒久的に続けていかなくてはいけない政策と単発的にいろんな形で施策

を変えていかなくてはならないものも含めて、良く検討されていたほうがいいんじゃないかなと

いうふうに感じる部分。これ平成２８年には、予定中卒者数３０人ということで、山場を迎える

ことになるのかなと思うんですけれど、その前から少しでも手を打っていくというような部分も

必要でないかな。現在そのいろいろな形で教育関係って、当初制服とかそういう物に重きをおい

ていたが、教育の関係の対策を打って行くというかなり効果として現れているようですけど、こ

の表の中から読み取れる部分があると思いますので、十分検討されていただきたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 ただ今、勝又副委員長おっしゃったとおりです。それぞれの政策を打つ中においては、基本的
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には当然恒久的な生徒確保をしていくためということで、やはり中身の充実が一番大切ではない

かと認識している部分です。そんな中、やはり子供たちが、何をもって高校を選ぶかといった意

向を踏まえて部活動に対する支援、そして親御さんも含めて進学、将来にむけた進学に対する支

援ということで現在内容について重点的に支援をしてきているところですが、その中身につきま

してもその時折々生徒によって変わってくることもございますので、その辺は柔軟なニーズに対

応した支援ということで、今後もご相談させていただきながら進め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。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。では②番。はい主幹。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 それでは②番の平成２６年度清里高校生海外派遣事業についてご説明いたしたいと思います。

議案は１９ページをご覧いただきたいというふうに思います。この事業につきましては、これま

では中学生、高校生の海外派遣研修だったんですけれど、平成２４年度から高校生のみになった

と言いますか、先ほど説明しました清里高校の支援授業としての位置付けもありまして、清里高

校１年生希望者の全員をニュージーランドのほうに派遣しまして、様々な交流や体験をとおしま

して、英語教育ですとか国際理解教育を学ぶために実施しているところです。本年につきまして

は、この日程表に記載のとおり９月１８日に清里町を出発いたしまして、９月の２８日までの１

１日間の日程で、実施予定しているところでございます。この日程表にも記載しておりますが、

３泊４日のホームステイ。昨年は２泊３日でございましたが、ホームステイの充実ということで、

３泊４日にしてございます。モトエカ高校の体験入学。それからウエリントン市の国会議事堂で

すとか、政府館の施設見学等を行う予定であります。次のページをご覧ください。２０ページに

参加予定者を表で記載してございます。清里高校の１年生、２４名。それから、引率教員という

ことで校長先生はじめ３名。教育委員会の引率職員ということで、総勢２９名。今のところ参加

の予定です。現在、事前研修ですとかパスポート申請、それから事前学習を行っているところで

ございます。なおこの事業、平成２４年度からということで今年で３年目。今年度の事業が終わ

りますと、在校生全員が海外研修に参加したことになります。 

以上、簡単ですけれども、説明を終わらせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 平成２６年度清里高校海外派遣研修の説明をいただきました。何かありますか。 

 

○田中委員 

 これ２４年度から２年、３年目となるのですが、その中で子供たちの反響。それから、保護者

の反響だとかは、どんなふうに。 

 

○生涯教育課長 

 当初ですね。それまで中高生の希望された生徒さんが参加していた中で、２４年度から１年生

が全員参加ということで、当然それをもって清里高校に入学された生徒さんもいらっしゃると思
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いますが、当初出発する前までは、いろんな事前研修を１０回以上行っている中でなかなか大変

だという部分もあったり、やはり海外渡航というのはほとんどが未経験で、特にホームステイに

対しては、不安が大きく正直行くのが不安だ、行きたくないなという生徒もいたというふうに聞

いておりますけども、毎年必ず帰ってきたら非常に楽しかった。自分の自信も出来たというよう

なこともありまして、学校教員方々、生徒、保護者の方にも非常に好評を得ていることでござい

ますので、今後も一つの目玉として進めていきたいと考えております。 

 

○畠山委員長 

 それでは、なければ、次。③番。お願いいたします。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 ③番のスポーツ合宿受け入れについて。議案の２１ページをご覧いただきたいというふうに思

います。平成２６年度のスポーツ合宿の受け入れ予定でございますが、今年の夏の今のところの

受け入れ予定でございます。現在のところ３件が合宿したいということで来ております。 

１つ目が、北見柏陽高校男子バスケット部ということで、昨年の２５年度も合宿に来ていただ

いたところでありますが、本年８月１日から８月３日までの３日間。部員１６名、マネージャー

３名、顧問２名。計２１名が合宿されます。期間中の行事としまして、清里高校との合同練習や

練習試合が予定されています。 

２つ目が、網走南ヶ丘高校陸上部ということで、これにつきましては、本年初めて合宿を行う

ところでございます。８月の２日から７日までの６日間ということで、部員が１７名。顧問１名

の１８名。この陸上につきましては、期間中清里高校や清里中学校との合同練習を行うという形

です。 

３つ目。これは毎年恒例といいますか、東京大学の陸上運動部の長距離パートにつきましては、

本年８月の１１日２５日までの１５日間。部員３４名が合宿します。この期間中、東大陸上部後

援会が中心となりまして、歓迎会を８月１３日。小中学生を対象にしました陸上教室を８月１９

日。中学校を訪問しまして、中学生との交流を８月２２日を今のところ予定しております。その

他、大学生につきましては町の行事等にも参加予定です。 

参考までに、昨年度のスポーツ合宿の実績を下段に記載しておりますので、ご覧ください。な

お、本年、オホーツク管内全町村で構成します合宿連携推進協議会というのも立ち上がってござ

います。この協議会とも連携を取りながらまた新たな合宿先、なかなか大学とかちょっと難しい

部分あるかもしれませんけれど、団体との連携をとりながら、合宿のほうの受け入れ事業を行っ

ていきたいというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 スポーツ合宿の受け入れについてということで、お話をいただきました。何かありますか。 

 

 

○勝又副委員長 

 これ全部緑清荘で宿泊しているの。 
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○社会教育Ｇ主幹 

 北見柏陽高校につきましては、緑清荘。網走南ヶ丘高校につきましては、プラネット。東京大

学については、緑清荘となっております。 

 

○畠山委員長 

 他。よろしいですか。 

 

○池下委員 

 これ毎年東京大学陸上部には、いろいろと支援しているんですけれども、こういった北見柏陽

高校とか南ヶ丘。こうやって来た時には、一切支援とかないんですか。 

 

○生涯教育課長 

 北見柏陽高校につきましては３日間ということで、支援内容の要綱には４日間以上が商品券等

の支援にはなっております。それで昨年も、もう一日延ばせばそういった支援もありますといっ

た話はしているんですけれども、日程的に難しいということで一部移動についての支援はやって

おります。また南が丘高校につきましては、プラネットということで、あそこの施設の和室とか

を利用して、調理室で調理をするなり金銭的ではないですけども、そういった支援。まあいずれ

にいたしましても、それぞれ高校なり中学校との交流ということを条件といたしましてこの受け

入れをし、支援をしているということで実施をしておりますので、今後とも引き続き支援を行っ

ていきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 それじゃ最後になります。④番。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは、④番目、教育委員会制度改革についての説明をしたいと思います。Ａ３判の別冊資

料の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律概要をご覧いただきたいと

思います。本法律の一部改正につきましては、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつ

つ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な管理体制の構築、首長との連携強化を図るとと

もに地方に対する国の関与の見直しを図るため地方教育行政制度の改革を行うこと主旨としまし

て、６月１３日参議院において可決され法案成立となりました。平成２７年４月１日からの施行

となっております。Ａ３資料に開いていただいて、見開きの上段をご覧いただきたいと思います。

教育委員会制度につきましては、これまでの課題につきまして、教育委員長と教育長のどちらか

が責任者かわかりにくい。審議が形骸化している。諸問題に対して迅速に対応できていない。住

民の民意が十分に反映されていないとの意見がございました。これらを改革するため、教育行政

に対する責任体制の明確化、審議の活性化、迅速な危機管理体制の構築、民意を代表する首長と

連携強化、国との関係の明確化などの対策を講じるものでございます。但し、従来からの政治的

中立性の確保の観点から執行機関としての位置付け及び首長との協議調整を行い、最終的な執行

権限につきましては、教育委員会に残されております。今回の改正におきましては大きく４つの

ポイントに分かれておりますのでそれぞれの内容に関しましてご説明したいと思います。 



 

- 39 - 

まず①、教育委員長と教育長を一本化した新教育長の設置。これまで委員長と教育長のどちら

かが責任者で緊急事態に対応する点で不安がありましたという声があり、首長が直接常勤の教育

長を任することで、任命責任を明確化するとともに、一本化された教育長が会務を総理し、教育

委員会を代表する具体的な執行責任や指揮監督を図るものでございます。なお任期につきまして

は、委員につきましては従来どおり４年。教育長は３年となってございます。 

②、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化。新教育長の判断によります教育委員への

迅速な情報提供や会議の招集の実現を図るとともにチェック機能の強化のため、委員の３分の１

以上から会議招集請求。また事務内容の報告義務についての規定としまして原則会議の議事録の

公表を作成を行うこととし、審議の活性化を図るものでございます。 

③、すべての地方公共団体に総合教育会議の設置。従来予算の執行権を持つ首長と具体的教育

行政を執行する教育委員会で密接な関連はあるものの、その方向性について一本化されない状況

がある場合がありました。今回、首長が招集する総合教育会議におきまして、首長と教育委員会

が必要に応じては、意見聴衆者を交えて協議調整を行い教育行政の大綱策定、具体的施策、緊急

時における講ずべき措置などの内容について教育政策の方向性を共有し、一致した執行に当たる

ことを可能とするものでございます。総合教育会議につきましては、挟めてございますＡ４版の

資料で少し詳しく載っております。そちらをご覧ください。まず構成メンバーにつきましては、

首長と教育委員とし、議題によっては、その必要性に応じて有識者の意見を聞くことになります。

会議において協議し、調整する事項につきましては、自治体における教育学術及び文化の振興に

関する総合的な施策の大綱の策定、教育を行うための諸条件の整備、地域の実情に応じた教育学

術及び文化の振興を図るための重点的に講ずべき施、児童生徒等の生命または身体に危害を生じ、

また被害を生ずるおそれのあると思われる場合等も、緊急の場合に講ずべき措置が想定されてご

ざいます。首長及び教育委員会は会議で策定した方針のもと、それぞれ所管する事務を執行する

こととなります。会議の運営につきましては、会議の招集は首長が行い、教育委員会からも会議

の招集を求めることが出来る。会議につきましては、原則公開。ただし、会議の内容によっては、

非公開とすることが可能となってございます。議事録の作成、公表につきましては努力義務とな

っております。これら会議の運営に関しては、別途必要な事項につきましては、総合教育会議で

定めるものであります。Ａ３版資料にお戻りください。 

④教育に関する大綱を首長が策定。大綱は教育の目標や政策の根本的な方針を示すもので、教

育基本法の方針を参酌して定めるものであります。総合教育会議において策定を行い、策定した

大綱の元で、それぞれの所管する事務をしていくことになります。このことにより、地方公共団

体としての地方教育施策に関する方向性が明確化されることになります。 

裏面にＱ＆Ａが記載されてございます。それぞれ今回の改正に関してのポイントをおさらいす

る内容となっておりますので、ご参照願いたいと思います。なお法律の施行日は、来年４月１日

からですが、施行日前に在任する教育長の任期につきましては、経過措置等がございますので、

すぐに新制度へ移行するものでございません。現教育長の任期につきましては本年９月末までと

なってございます。９月の改選となった教育長につきましては、旧法の規定によりまして、４年

の任期後の平成３０年９月までは在任できることになります。ただし、旧法による教育長が任期

途中で退任された場合については、その時点をもって、新制度の教育長を任命することとなりま

す。教育長の任期の経過措置の期間につきましては、現行の教育長、委員長制度が継続されます

ので、現在の体制が維持されることとなります。最長任期満了の時点で新制度への完全移行とな
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るという形でございます。法律改正に伴う具体的な取り扱いにつきましては、まだ詳細な点につ

いてはパンフレットの内容以上のものが提示されておりません。いずれにしても、新制度へのス

ムーズな移行につきましては、準備を進めるとともに、今後とも議会、委員会との協議を重ねて

まいりたいと思っているところでございます。以上教育委員会制度改革についての説明を終わり

ます。 

 

○畠山委員長 

 ただいま説明ございまして、教育委員会制度改革についてご説明いただきました。何かありま

すか。それではこれで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 

 ２．次回の委員会の開催について。２番次回の委員会先ほど、８月１１日ということで。 

 

○議会事務局長 

 はい。 

 

○畠山委員長 

 ３．その他、事務局ないですか。議員の方ないですか。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第７回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午後１２時０９分） 

 


