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第３回総務文教常任委員会会議録 

平成２７年２月２６日（木） 

    開 会   午後 １時３０分 

    閉 会   午後 ２時２９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「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の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例」及び「清里町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関す

る条例」並びに「清里町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例」について 

  ②清里町行政手続条例の一部改正について 

  ③清里町レストハウス設置条例の廃止について 

 ●生涯教育課 

  ①地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正概要について 

  ②今後に向けた清里高校の入学者対策の進め方等について 

  

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（６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 

 ■総務Ｇ総括主査    宮津 貴司    ■総務Ｇ主査      吉本  淳 

 ■生涯教育課長     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 
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  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第３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番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。関連していますので、３点を

まとめて説明お願いいたします。 

 

○総務課長 

 総務課から３点の協議報告事項ございます。１点目につきましては、地方行政の組織及び運営

に関する法律の改正による条例関連条例の改正であります。２点目につきましても行政手続法の

改正による条例の改正でございます。３点目につきましては、レストハウスの設置条例、これを

廃止するということでございます。それぞれ担当より説明申し上げますので、よろしくお願いい

たします。 

それと情報提供なんですが、かねてより斜里地区砂利協同組合様と協議を行っておりました例

のさくらの滝の周辺の斜里地区砂利協同組合様の土地について、砂利協同組合の理事会が過般開

催されまして、町に寄贈していただけると。５万２千２９８平米になりますが、理事会での協議

がなされたということでありますので、これにつきましては寄付を受けるということの事務処理

を今後進めてまいりたいと考えておりますので、情報提供ということでお知らせ申し上げました。 

それでは議案に従いまして、担当より説明申し上げます。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 それでは私の方から①②についてあわせて一括で説明をさせていただきます。１ページをお開

きいただきたいと思います。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部整備に関する条例ということで、３点ほど条

例案を提出させていただきたいと思っております。夏ぐらいに教育委員会の方から、教育制度が

変わるということで、すでにこの委員会でも報告があったかと思います。それが実際今年の４月

から法律が施行されるということで、うちの体制もそれに伴って整備していかなくてはいけない

ということで、それらのかかわる条例整備ということになります。改めて詳しく内容については、

割愛させていただきますが、いわゆる地方教育行政における責任の明確化、それから迅速な危機

体制を構築、あと町長と連携を図っていくといったことで基本、国の法律が変更されております。 

それに伴いまして、教育長が一般職から特別職に変わられるということで、改めて教育長職の

教育委員長職の廃止。新たに教育長の職務の変更ということが生じますので、所要の改正を行っ

ていきたいというものでございます。具体的に申し上げますと、教育長の給与を特別職と位置付

けさせていただくと。そのほか勤務時間職務専念の義務といったこれまでも従来一般職と同じよ

うな扱いをさせていただいていましたが、それを教育長という形で具体的に条例化させていただ

くということでございます。 
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また教育、総合教育会議それから、教育に関する大綱これらを、今度は町で主体的に策定して

いかなくてはいけないということで、これは課の設置条例等含めまして、総務課が所管していく

と。当然ながら教育委員会と連携していくことになりますが、そういった位置づけの改正をさせ

ていただくというものでございます。 

なお施行日に関しましては、教育委員会からも後程詳しく説明があろうかと思いますが、現教

育長は従前制度で任命されておりますので、これは、現教育長が事故等で変更になった際、新た

なこの法律が施行されていくということで、現教育長の任期間中はあくまで旧制度といった形に

していきたいと考えております。これが今回の条例改正の主な内容でございます。２ページ以降

に、詳しく新旧対照表でそれぞれの条例改正文を記載させていただいておりますので、後程ご覧

いただければと思います。 

続きまして８ページご覧いただきたいと思います。これも国の法律改正ということで行政不服

審査法関連３法といわゆる処分に対して、国民が行政長に不服を申し立てられる制度が５０年ぶ

りに、抜本的に見直しが行われるということで、実は来年度の４月、２８年度に大きな改正が行

われることになっておりまして、その前段として今回は行政手続法が改正されたと。わが町にお

きましても、この関係条例規定しておりますので、その国の法律の改正に伴って改正していくと

いう内容のものでございます。内容といたしましては、国民が法令違反行為を発見したときに、

是正のための処分を行政に求める手続きが具体的に追加されたということでございます。もう１

つが法令の要件に適合しない行政指導を受けた。これは国民側です。受けたと思う場合に中止を

求める手続が追加されたということでございます。 

一応概略、それぞれ行政手続、教育行政について説明をさせていただきました。行政手続きに

関しましても９ページ以降、新旧対照表載せてございますので、そちらをご覧いただければと思

っております。以上でございます。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 続きまして③清里町レストハウス条例の廃止についてご説明させていただきます。１４ページ

をお開きください。まず廃止の理由でございますが、平成２７年６月以降に清里町レストハウス

を大規模改修し、新たな施設として整備するため、既存の条例を廃止するものでございます。廃

止内容につきましては、全文廃止でございます。施行期日につきましては平成２７年４月１日に

施行されます。 

なお今後の旧レストハウスの名称についてでありますけども、暫定的にいろんな部分での説明

に、清里町観光交流施設に定めさせていただきたいと思います。平成２７年度中に、正式名称の

決定並びに愛称等を定めていきたいと考えてございますので、ご了承をいただきたいと思います。 

以上です。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、総務課３点について説明いただきました。委員の方何かございませんか。いいですか。

それでは終わらさせていただきます。 

続きまして生涯教育課２点について、１点ずつ説明をお願いいたします。 
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○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは１点目の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正内容について、御説明した

いと思います。１５ページをお開きいただきたいと思います。 

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が、平成２６年６月２０日に

公布され、平成２７年４月１日より施行されるため、その概要について報告するものでございま

す。本法律改正概要につきましては、平成２６年７月２５日開催の本常任委員会でもご報告させ

ていただいておりますが、今般法律改正に伴う関連条例の改正提案に合わせまして、再度制度改

革について御報告申し上げます。 

まず１点目、改正法の趣旨でございますが、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつ

つ、状況を行政におけます責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、町長と教育委員会と

の連携強化、地方に対する国の関与の見直しと教育制度の抜本的な改革を行うものであります。

なお、本改正法施行後も、教育委員会につきましては引き続き合議制の執行機関として続くもの

でございます。 

２点目改正法の概要でございますが、大きな１点目としまして、現在の教育委員長と教育長一

本化した新教育長の設置を図るもので、教育委員会の代表者で会議の主催者でございます委員長

と具体的な事務執行の責任者で事務局の指揮監督省であります教育長を一本化した新教育長を設

置し、教育委員会の会も総理し、教育委員会を代表する立場を明確にするものでございます。任

命に関しては、現在は町長が教育委員として任命し、委員の互選により、教育長を専任しており

ましたが、新教育長は町長が議会の同意を得て直接に任命、罷免を行うこととなります。新教育

長の任期につきましては、３年でありまして教育委員長が現行通り４年の任期となります。教育

委員会は新教育長と４人の教育委員により構成されまして、会議は新教育長が招集することとな

ります。 

大きな２点目、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化でございます。原則教育長が会

議を招集しますが、２名以上の委員から会議の招集を請求された場合は、会議を招集することと

なります。新教育長は、委任される事務の管理及び執行の状況につきまして、教育委員会に報告

することになります。また新教育長は、会議終了後、議事録を作成し、公表するものでございま

す。なおこれらの実施については、現在でも行っているものでございます。 

大きな３点目、すべての地方公共団体に総合教育会議を設置するのでございます。総合教育会

議は町長と教育委員会により構成し、会議は町長が招集するもので、必要に応じ、関係者または

学識経験者より意見を聴取することができるものでございます。総合教育会議は原則として公開

されるもので、会議におきましては、教育の振興に関する施策の大綱の策定、教育の条件整備な

ど重点的に講ずべき政策、児童生徒等の生命身体の保護的緊急の場合に講ずる措置などについて

協議調整を行うものでございます。現在においても定期的に町長と教育委員によります懇談会議

の場は設けておりまして、教育に関する諸課題について意見を交わしているところでございます。 

大きな４点目、教育に関する大綱を町長が策定するものでございます。町長は総合教育会議に

おきまして、教育委員会と協議し、教育の振興に関する政策の大綱を策定するものでございまし

て町長及び教育委員会は策定した大綱のもとで、それぞれの所管する事務を執行することとなり

ます。 

１６ページをお開きください。改正後の施行日等でございますが、原則施行日は、平成２７年

４月１日となります。現在在職中の旧教育長に関する経過措置としまして、施行日であります２
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７年４月１日に在職しています本町の教育長は、教育委員会の委員としての任期中に限り、施行

日以降の任期であります平成３０年９月３０日までの任期期間中、現行制度の教育長として在職

いたします。この場合におきまして、現在在職してございます教育委員長は旧教育長の教育委員

としての任期が満了する日、または旧教育長が欠けた日に、教育委員長としての任期が満了いた

します。なお、教育委員長としては、失職いたしますが、教育委員としての任期が残っている間

は、引き続き教育委員として在職することができるものでございます。また新たに任命される教

育委員の任期の特例といたしまして、施行日から４年の間であります、２７年４月１日から３１

年３月３１日まで任命されます。教育委員の任期は、ほかの教育委員の任期満了の日と特定の年

に偏ることのないよう１年以上、４年以内の間で町長が定めて任命できるものとなります。この

ことによりまして、４名の教育委員の任期を偏らずに調整することが出来るものでございます。

なお、施行日以後に旧教育長が任期満了前に、急に欠けた場合につきましては、その時点で新制

度に移行することとなります。その場合新教育長が任命されるまでの間は、町長は４名の教育委

員のうちから新教育長の職務を行うものを与えて指名することができるものでございます。経過

措置のイメージ図でございますが、まん中、平成２７年４月１日を境に委員長、旧教育長新教育

長の任期の考え方及び総合教育会議並びに大綱策定の施行日を図式化したものでございます。 

１７ページ、１８ページにつきましては、法律改正概要を示しました文部科学省のパンフレッ

トでございます。７月の委員会では、こちらの資料でご説明いたしておりましたので、詳細は割

愛させていただきますが再度ご参照いただければと思います。 

今回の法律改正に伴い、関係する条例の改正につきましては、種々多岐にわたりますので総務

課より一括改正条例並びに新規制定条例としてご提案をさせていただいてございます。また法律

改正に関連する規則等に関しましても、今後、教育委員会議によりまして、順次一部改正並び新

規制定を行い関係、関連法制の整備を図ってまいりたいと思いますので、ご理解のほどをよろし

くお願い申し上げます。 

以上、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正概要についての説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正概要についてということで説明いた

だきました。委員の方何かございますか。いいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 １点だけ聞きたいんですけども、今の説明の中で町長と教育委員が会議をしているって話をさ

れていましたけど年何回ぐらいそういった場を設けているのか、ちょっと参考までにお伺いした

い。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 教育委員と町長との会議は、今のところ年１回行っております。 
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○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これ時間的にどのくらい設けているのかちょっと私もわかりませんけども、年に１回くらいの

中で、学校の問題等いろいろとあると思うんですが、年１回ぐらいで十分だというふうに認識し

ているんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 教育委員さんと、直に町長と懇談なり会議をするのが年１回でございまして、そのほか教育委

員会等、当然教育委員会事務局職員が打ち合わせというか、協議がありますので、教育委員会事

務局職員と町長については、逐次情報交換なり協議等を行っているところです。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。無ければ次②番お願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 それでは２点目、今後に向けた清里高校の入学者対策の進め方等につきまして、私の方から説

明をさせていただきます。議案書の１９ページをお開きください。 

２月１６日に開催いたしました常任委員会にも提出いたしましたが、その時に平成２７年度公

立高等学校出願状況の案件の中で、今後におけます清里高校の入学者対策の進め方等について口

頭によりまして説明をさせていただきました。その後教育委員会、学校等で協議検討し、過日の

常任委員会での各委員からの御意見等も踏まえまして、今回改めまして資料によりご説明をさせ

ていただきます。 

今後に向けた清里高校の入学者対策の進め方等でございますけども、この議案１番に記載して

おりますが、２月１０日に教育委員、それから中学校、高校の校長、教頭で構成いたします清里

高校支援連携会議を開催しまして、平成２７年度の出願状況の確認、２８年度以降の入学者の方

向性、小清水町との連携について協議等行ってございます。清里高校への出願者につきましては、

定員４０名のところ１２名でありまして、倍率は０．３倍という非常に厳しい状況となっており

ます。その内訳につきましては、清里中学校から１０名、小清水中学校から２名となってござい

ます。清里高校への出願者１２名、特に清里中学校からの１０名という状況についての理由とし

ましては、前回の委員会でもお話ししましたが、１つは野球ですとかスケート、吹奏楽等の部活

動。それから大きな学校、生徒数の学校に行って刺激を受けたいという生徒、親の希望。また、

さらには網走南ヶ丘高校の定員割れの影響が大きいのではないかという分析、現状把握でした。 

今後の対応でございますけども、来年度の清里中学校の３年生が今より減りまして、３３名と

いう今年より少ない状況。また、平成２８年度から小清水高校が募集停止という状況もありまし

て、平成２７年度の早い時期から協議をさせていただきたいと思っておりまして、中学校と高校
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の連携を強化しまして、相互理解に基づき対策を考え、また生徒にとりまして魅力ある高校づく

りのための方策を引き続き検討していきたいと思ってございます。 

具体的な入学者対策に向けてということでございますが、議案２に書いてありますとおり、高

校入学に対するアンケート調査、無記名でございますが、実施していきたいと考えてございます。

まず３月の高校入試選抜試験終了後に、清里中学校の現３年生及びその保護者を対象に高校等の

試験は終わっておりますので、どうしてその高校を選んだかの内容を含めたアンケート。４月に

なりまして、清里中学校の新１年生、２年生、３年生及びその保護者、それから小清水中学校の

新１年生、２年生、３年生及びその保護者を対象に、高校進学に対してどのように考えているか

とか、高校を選ぶときに重視すること。今現在の進学希望先等を含めたアンケート調査を実施し

ていきたいと思っているところでございます。当初小学校の高学年につきましても、アンケート

調査の実施を考えましたが、小学校の校長先生等に相談したところ、小学生ではまだ回答が難し

いということで、中学生からにしたいと思っております。調査の集計につきまして、４月から５

月に行いまして、その後、３番にありますとおり、清里高校の支援連携会議の開催を５月中旬か

ら下旬。その中で、平成２８年度以降に向けました具体的な支援策につきまして、協議を進めて

いきたいというふうに考えてございます。 

それから４番にありますとおり、小中高また、中高の連携推進会議を５月下旬から６月上旬に

開催。その中で、平成２７年度の連携推進ということで入学者対策だけではなく勉強や部活動も

含めました連携について検討を行いたいというふうに考えております。 

また５番にありますとおり、６月以降必要に応じまして、議会の方とも調整をし、平成２８年

度以降に向けました具体的な支援策について協議をさせていただきたいというふうに思っており

ます。 

６番、清里高校支援内容のＰＲ活動でございますが、６月以降小清水、斜里、網走等へのＰＲ

用のパンフレットの配布町の広報を活用しました、特集記事の掲載、清里高校によります清里中

学校並びに小清水中の生徒及び保護者への説明会の実施等を考えているところでございます。 

それから一番下、７番の関係でございます。平成２７年度町外からの入学者に対する支援につ

いてでありますが、先の常任委員会の中で各委員より、平成２８年に向けた小清水高校からの入

学者確保に向けまして、２７年度清里高校を選んでくれました２名に対しても入学支度金を贈呈

する中、その２名を大事にし、いい印象を与え、来年度以降の生徒確保に繋げるべきだという御

意見をいただきました。その後教育委員会それから町長とも協議をし、町外小清水からの２名に

つきましても改めまして、入学支度金１０万円の支給、清里商品券でございますけども支給をさ

せていただいたいというふうに思っているところでございますので、どうか御理解をいただきた

いと存じます。なお、２０ページに事業期間延長後の要綱等を添付させていただいておりますの

で、ご参照いただきたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 今後に向けた清里高校の入学者対策の進め方等についてということで説明いただきました。こ

の関係について何かございますか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 １９ページの７番の案件に関して、前回の常任委員会の中でいろいろとお話をさせてもらった



 

- 9 - 

んですけども、２７年度から、来年度に向けたということで小清水から来る２人も支援するとい

うことですが。これ清里商品券っていうふうになっているんですけど、現金じゃなく商品券とい

うことでというふうには解るんですけども、例えば清里高校に入学すると制服類とかそういった

もの、当然どこに住んでいようと清里のものを買わなきゃならないのもあるんですけども。これ

あれじゃないですか、やっぱり商品券もいいんですけども、活性化のためには商品券がいいです

けども、私は現金の方がいいのかなというふうに単純に思ったんですけども。その辺は協議され

たでしょうね。 

 

○生涯教育課長 

 この入学支度金につきましては、当初教育委員会が行っていた事業につきましては、最初現金

で実はやっておりました。その後地域経済の活性化ということで、他の事業で、例えば住宅のい

ろんな改修関係とか含めて、全部清里のこの清里商品券を使うということが、町全体で協議され

まして、この入学支度金につきましても商品券で支給するような状態になりました。今後支給方

法につきましては、実際入学支度金という名称でございますけども入学支度金ということになる

と、制服、体育着とか３月に買うことになりまして、実際には、４月以降の支給になるものです

から、実際にはそれに使われなく、逆に４月以降に入ったら清里の経済対策の形で使えることに

なっておりますけども、この支度金につきましても支度金という名称がいいのかも含めて、２８

年度以降ちょっと検討をさせていただきたいなというふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 実際的に入学されて４月からということになるんでしょうけども、これ私は現金の方がいいと

思うんですけど。他の委員さんの意見もちょっと聞いてみたいなと思うんですが、委員長いかが

でしょう。ちょっと諮ってもらいたいんですが。 

 

○畠山委員長 

 ちょっと待って。まだ１点だけでない、あと他の関係あるんだったらこの部分だけでっていう

んでなくて。他の方これに関連してでもいいですけど。 

 

○勝又副委員長 

 その支給の関係なんですけど、支給が３月に間に合わないという部分でちょっと聞いたんです

けど。店がつけで買わせてもらえばいいんだけど、それもだめよって言うことで本当にその準備

に間に合わないですよね。そこらへんも含めて支給される部分っていうのは改善してやれる方法

ってないのかな。 

 

○畠山委員長 

 はい。加藤委員。 
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○加藤委員 

 同じくちょっと関連でもう一度確認をしておきたいんですが、清里中学校から入る人も同じ条

件であると思うんですが、これの出し方の支度金で基本的に商品券だって理解しているんですが、

これらの人方についても支度というか、入学前の例えば制服等には使えてないという現実がある

ということですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 現実的には４月以降の支給になりますので、使えてないというのが現実。 

 

○畠山委員長 

 はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 だとすればこの部分については、商品券１０万円を支給するんでなくて、高校に入れば自動的

に制服、あるいは運動着、そういうものが当然いるんで、１０万円分については、支給すると。

こういう形にすれば前もって入学前に、町はその人の体型やそういうものをして発注するという

ことが可能になると思うのですが。どっちにしても入学試験が終わって入学式に間に合うように

支給をすると、１０万円以内についてはと。こういう考え方にすることの方が支度金という形で。

今までは清里中学校から清里高校に入る人ということで、現実に清里に住んでいながら今後も住

み続けるということの環境の中からいけば大きな問題はなかったのかなというふうに思います

が、基本的に入学支度金として、今回やっていくことにすれば、町内町外を問わずに、そのこと

がクリアできる方法。これの検討を早急にもう一度すべきと私思うんですが。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 今の関係、この入学支度金の関係につきまして、今後検討させていただきたいと思います。こ

の確かに入学支度金につきましてはですね、新入学生については必要なのかなというふうに思い

ますが、先ほど言った制服等につきましてはですね。まず当然、今の状況でしたら自分のお金で

買って、そのあと４月以降入学者に対する支度金の清里商品券につきましては実際使うというこ

とで、町内の経済対策についての現在事業でございましたし、２年生、３年生につきましても、

翌年度以降また必要なものが買えますので、この商品券につきましては期限等ございませんので、

その中で使っているという状況もございます。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 
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○生涯教育課長 

 課長、確かに清里の経済振興、いろんな商店の形の中では、そのことが必要だというふうには

理解します。ただこの清里高校の対策で入学支度金に関しての助成をしていくということですか

ら。結果として回り回って、清里の経済にプラスになっていくという方法であれば、まずは入学

生を中心にどういう対応をしていくのかっていうことを第１に考えてその人方のメリットと言い

ますか、すごく効果の出る事業展開をしていくことが、まず大事だというふうに思いますんで、

もう一度具体的な検討を十分重ねて、早急に私は今までがあったから２年生３年生になって使え

るとかという表現じゃなくて、やっぱり入学時にこういう対策をきちっと取られることを希望い

たします。 

 

○畠山委員長 

 はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 ２名の委員からもありますけど、現実入学後の１０万円の支給給付の形で、今までもそういう

相談があってきました。中で一番考えなきゃならない、この時期に現物給付って話もありました

し、上靴もあるでしょうし、指定ジャージ、文具だとかそういう部分もあると思うんですけど、

その辺行政が支援してその他に支度金という名目で、どのぐらいが１０万円の中で余るかわかり

ませんけども、現金で年度前に支給って話もありますけど、現金を持ってしまったら、いろんな

形でその費用を使うっていう事例も今まであったのも事実なんで、やはりそこら辺はしっかり担

保するんであれば、現物給付で出来るのだったらそういうのもどうなのかなと思うんです。 

 

○畠山委員長 

 この関係ついては支度金という名目であるならばという部分だろうと。でそこら辺も協議、ど

うかちょっとわからないんですが、要はこういう意見が出たんで協議できるかどうかという部分

ぐらいお答えいただければ。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今委員長言われたことも１つつけ加えておけば、その支度金の関係の中で、その入学に関して

必要なものを前もって買いたいと、４月にならないと商品券は配布されないけどもだけども。高

校生が入学証明書といいますか、そういうものを提示すれば、その部分については町が代替して

もいいよっていうか、あるいはツケが聞くというか。そういうような方法もある意味では取れる

というふうに思うんです。何らかの形で、どれが一番簡素化で一番効果が出るのか、その具体的

な内容についてはお任せしたいと思いますが、もう１歩踏み込んで効果のある方法で実施をされ

るよう要望いたします。 

 

○畠山委員長 

 はい、田中委員。 
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○田中委員 

皆さん言われているように、やはり１０万円と言えども、大変な方もおられるわけなんですね。

前金っていうのも過去にもいろんな問題があったということなんで、皆さん言われているように、

入学支度金という名前なんで、それに見合った服だとかの現物支給この制服、ジャージ、靴だと

かもろもろの部分で１０万円で間に合うのかどうなのかもわかりませんけども。そこらへん十分

に検討してせっかく支給する１０万円なんで、十分に検討していただきたいなと思う。 

 

○畠山委員長 

 はい。議長。 

 

○村尾議長 

 小清水から２名来るっていうことなんですけど、小清水からの２名についてはバスだとかなん

とかその辺支援するんですか。 

 

○生涯教育課長 

 今現在２７年度からについては、まだそこまでの交通費通学費の助成、それからバスについて

検討はしていく考えはありませんが、２８年度以降ですね。先ほど言いましたアンケート調査を

もとに、早い段階から例えばバスがいいのか、通学費がいいのか、それも含みまして小清水から

の通学者確保に向けていろいろ検討していきたいと考えております。 

 

○畠山委員長 

 はい。議長 

 

○村尾議長 

 今後に向けた清里高校の入学者対策の進め方等についてと１から７まで書いてあるんだけど

も、我々清里高校に来るためにニュージーランドに行かす努力等は今日までやってきたんですけ

ども、３割。１０名しかいなかったということで、３番目に書いているように２８年以降具体的

な支援策について協議しますよと、５番目で町議会と調整しますよと。こんなことやっている暇

無いんでないの。積極的に２７年度からやらなければならないんじゃないですか。２８年度から

やるっていうこと自体がおかしいわけで、２７年に２人来るわけですよ。彼らをどうするかとい

う対応についてやらないと。２８年の新しい年になって検討しますよっていうふうには私はなら

ないような気がする。この支援に対する考え方が、教育委員会甘すぎるんでないか。これ２７年

度の２人は、勝手に通学しなさいっていうことかい、２７年にやっていると、２８年に来やすく

なるってことになるでしょう。その辺どうなんですか。勝手に通学するっていうこと。 

 

○生涯教育課長 

 ２７年度におきましては通学関係の助成なり補助等についてはございませんので、そのような

形で進めてきましたので、今現在については小清水中学校からについてはそういう形に。 
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○村尾議長 

 大体ですね、町議会との調整協議は６月以降にやります、２８年度対策。これ今からやらなき

ゃ駄目なんだ。もう今時期は議会とやって、２７年度の新年度予算案にどう盛り込むことかって

ことにならんと。１テンポも２テンポも遅れるんだからこれ。小清水から来る人いなくなると思

うよ。対応が遅いんですよ。６月以降新しい議員とよく協議して下さい。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○池下委員 

 私もそこの部分で１点思うのは、まずそのことができないから、この支度金で今年度は取り扱

いをしたいってことだと思うんです。まず第一歩はいいと思うんですよ。これ６月に議会との調

整ってありますけども、そのときの具体的な中で、今議長が言われたように２８年度からバスな

のか何らか、通学助成なのか、こんな形にとっていくのかという方法は多分、教育委員会も検討

すると思うんですよ。でも２８年度から本当に生徒が来てもらうためには、出来れば２７年度の

中間あるいは９月ぐらいから、冬の間の交通が大変になる、そこに向けて、実際にこういうこと

で交通は確保できるんだと。こういう手段方法をしてくれるんだということを提示することが、

一生懸命説明することよりも効果が大きいような気がします。そのことも踏まえて、今議長が言

われたように、２８年度からって言わないで、２８年度には生徒が実際に安心して来てもらえる

ような環境を、ぜひ２７年度中の後半にでも実施していくと。こういう形で原案を練っていただ

きたいとこのように思います。 

 

○生涯教育課長 

 はい。ただ今議長それから各委員から御意見ありました内容につきまして、検討の上、小清水

高校、それから町外から含めました入学者確保の関係につきまして、いろいろ検討させていただ

きたいというふうに思っております。 

 

○前中委員 

 小清水から清里高校に入学するわけですけども、この２名、小清水町にとったら遠隔通学者と

なるんですけど、これは小清水町の中でそういう助成措置というのはとられると思うんですけど。

実際この交通手段バス利用、あるいはＪＲ利用になるという算定の中で、遠距離になると思うん

ですけども、車で通学という形もあるんですけども、ここら辺はどのように今現在抑えているの

か。 

 

○生涯教育課長 

 聞くところによりますと比較的清里方に近い方というふうには聞いております。境界のところ

の方というのは聞いているんですけども。現在小清水の方の遠隔地の距離通学についての助成等

につきましては、ちょっとそちらの方わかりませんけども。今聞いている範囲では比較的清里の

境界の方が出願していると聞いています。 
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○畠山委員長 

 はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 今議長の方から指摘があったように、この２名がせっかく清里高校に来ていただけると。この

貴重な２名だと思うんですよね。それが来年、再来年に向けてこれが本当に大切なことだと。や

はりこの町でこの交通手段なり補助なりの何らかの対策は早期に必要かなと。その次の年に向け

てやはり早急な対応策を考えていただきたいなと。 

 

○池下委員 

 こうやって小清水から来る生徒に対していろいろと私を含めて皆さん話しているんですけど

も、やはり根本にあるのは、当中学校の中学３年生が３７人いて１０名しか来ないということで

すよ。ここが改善されない限りは、すぐ清里高校が存続の危機に目の前に見えているような気が

するんですよね。他町から来る人には十分手厚い援助するのはもう絶対条件なんだけども。まず、

この３７名中１０名。来年度から小清水高校が無くなるにもかかわらず、小清水高校に今年行く

子１７人いるんですよ。うちの学校は皆さんそれこそ外国行ってきたとか半年間いたとかそうい

った部分に関してすごく優秀だというふうに言われているけども、実際１０名しかいない。この

辺をやっぱり改善していかないと。だから生涯教育課、それと教育長ひっくるめて今後の対策と

いうのを、まだまだ十分話ししていかないと。すぐ無くなりますよ。 

 

○生涯教育課長 

 池下委員言われた通り、やはり地元清里中学校からの進学率が一番大事かと思っておりますの

で、その辺も含めて魅力ある高校づくりの対策について検討していきたいというふうに思ってい

ます。 

 

○畠山委員長 

 この支度金の関係については 協議できるのか。現金で支給等、皆さんどう考える。現物支給

はやぶさかではないだけど、１０万円いかなかった場合、残ったものに関してはどうするんだっ

ていう具体的なこともあるし。 

 

○澤田委員 

 セーラー服やら学生服を予約して、前払いしなきゃならないっていう部分を、それを立て後払

いでも買えるような方法が。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 今お話あった３月中に立替払いというのは、本来の町の財務規則上できるのかどうか等の検討

も必要ですし、当然３月中でそういった支払いをやるとなれば、年度内の予算という形でござい

ますので、その予算は今無い状況でございますので、その辺の対応も含めて、実際合格発表が３

月１０日以降ですので、そこから年度末の支払いまでという期間の中で本当に事務的な処理が出

来るものなのか、そのへん今後検討しなければならない部分ではありますけれども、現実的な部
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分の検討も当然必要になってくる話はあります。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 そういう話出ましたけどやっぱり予算がどうのこうじゃなくて予算ないんだったら、２６年度

の補正組んで、子どもや親が来やすいようにするというのを大前提に考えないと。だって１０万

ずつかかったって１２０万でしょう。そうやって優しさを持って子どもたちにやってやるんだと

いうふうな態勢をとっていかないと。予算がどうのこうのっていう話は私はもうそれはこっちに

置いといたほうがいいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今池下委員も言われたんですが、確かに２７年度の予算で事業展開していかんとならんという

立場上は解るんですが、ただ２７年度に入学をしてもらう環境のために最善の方法を取るとした

ら、それでは間に合わないということですので、今年度の補正をかけてやる今年度事業で、来年

に向けてのことですけども、それのために使う補正を組むことは私は何ら問題がないと思うんで、

例えば今年補正を組んでやるということは来年も２７年度に２８年度の入学する人のために、２

７年度は予算を組めばいいんですよ。１回すれば問題がクリアできるんで。今、池下委員が言わ

れたように２７年度だから２７年度の予算でやらんとならんとかっていう発想じゃなくて、清里

高校に来てくれる生徒のために最善な対策の方法はどうあるのか。それはどういうふうにすれば

いいのか。前倒ししないとならないものは前出ししていくというもう少し柔軟に前へ進めて３月

も定例会もありますんで。そのときに補正でも間に合うと思うんで、ひとつ検討していただきた

いと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 今、各委員からですね、ご意見あったことも含めまして、ちょっともう一度検討させていただ

きたいというふうに思っております。 

 

○前中委員 

 １点だけちょっとすいませんはい。先ほどもちょっとあったんですけども、交通手段の関係な

んですけども。アンケート調査は従来中学校でも高校進学の中で、部活がかなり高いのを占めて

いるんですけども、清里高校においても部活間というのもあるんですけど、今清里高校キャンパ

ス校の指定で南高の指定になっています。その中で部活動が合同でできる部活動の確保という。
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それと絡めた中で遠距離通学ではないですけども、他町の入学者の出願は今回あった部分で、今

後これやはり大きな４の中の小中高連携推進会議の開催の中でスクールバスあるいはスクールバ

スに準じたような交通手段の前向きな検討というのを今後やはり教育委員会サイドでも検討する

時期に来ているんではないかと。 

もう１点、国公立の再編問題。これは恐らく３０年に向けて同教委が出てくるんですけども今、

キャンパス校の指定を清里高校が受けていますけども、網走南ヶ丘は単位制なんですね。４間口

があるがゆえの体制なんだと思うんです。現状その４間口体制ゆえに定員割れが常に起きている

実態。ここのところにしっかりとした何らかのアプローチづけ、その４間口をどうするんだとい

うのも、今後どうしても出てくるのかなと思うので、その辺もあわせた中で、そういう会議の中

で議論があるんであれば、そういう意見もやはり出していってほしいなっていうのは僕の意見な

んです。 

 

○生涯教育課長 

 まずスクールバスの件につきましては、今後実施しますアンケートの中でも小清水からだけで

はなくて、町内のアンケート内容につきましても、通学手段も含めた項目を今のところ予定して

おりまして、その辺も含めて何が必要かニーズ調査をしていきたいというふうに思っております。 

その上で後半にありましたことも含めまして、さまざまな観点から検討していきたいというふ

うに思っております。 

 

○生涯教育課長 

 ちょっとお許しをいただきまして、大変申し訳ないんですけども口頭で１点御説明というか報

告をさせていただきたい案件があります。町民プールを建設しておりますが、町民プール建設に

伴います太陽光発電の関係でございます。 

実は今町民プールの工事に含まれております、太陽光発電のシステムございますけども現在北

電の方が連携の保留というふうになってございます。工事につきましては６月２４日に着工した

後、経済産業省に速やかに届け出を行いまして、７月２９日に決定を受けまして北電の方に届け

の準備をしていたところ、９月３０日に北電の方から翌日１０月１日以降の届け出については、

連携を保留するとの一方的な発表、通知がありました。その後請負業者の方からですね、再三問

い合わせを行っておりましたけども、今現在６ヶ月経った現在まで全国の電力会社が連携保留を

続けておりまして、うちの町だけでは無いんですけども、北電につきましても、全国の電力会社

とあわせまして、保留の解除がされてない状況でございます。 

今後ですね、要求されるシステム変更の可能性の１つとしまして、建設サイドと協議したんで

すけども、既に工事契約当初のパワーコンデショナーは納入されておりまして、北電との接続以

外の工事については、完了予定日の３月１０日に受けまして発電システムを含みまして完成をし

ていることから、工事の契約内容は完了というふうに考えております。 

今後北電より方針、それから要求されるシステムが示された後、現在のパワコンを請負業者に

交換していくことを含めまして調整の方をしていきたいというふうに考えております。以上北電

から方針が示されない状況が続いているため、途中経過でありますけども、取り急ぎ報告、説明

させていただきます。 
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○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 聞くんですが、今はプールについている太陽光についてなんですが、他の部分についてはわか

りませんよね。 

 

○生涯教育課長 

他の部分については９月前に申請が終わっているということで大丈夫というふうに聞いており

ます。プールの外構が始まったのが６月２４日でございまして、その後すぐ経済産業省に届け出

を行って決定は受けているんですけども、その後北電に届け出を準備していたところ９月３０日

で次の日からもう連携しませんよという通知が来てその後申請は北電にも出しているんですけど

も、今現在先ほど言ったとおり方針なり連携保留ということが続いている状況でございまして。 

 

○畠山委員長 

いいですか。とりあえずそのやつは別においといて生涯教育課、無ければ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。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、未定でございます。 

 

○畠山委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○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３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 ２時２９分） 
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追加審議 

開 会   午後 ５時５８分 

    閉 会   午後 ６時２９分 

 

○畠山委員長 

 先の太陽光の関係と高校の関係、話をしたいということなんですが、よろしいでしょうか。 

 

○畠山委員長 

 それでは先ほどに引き続きまして、高校の支援の関係、お願いいたします。 

 

○教育長 

 遅い時間になりまして、お時間をいただきまして、大変ありがとうございます。先ほど御審議

いただきました高校支援の関係につきまして、私から再度教育委員会としての方針、考え方を御

説明させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

清里高校の２７年度の志願者につきましては御承知のとおり１２名ということで、地元から１

０名、小清水から２名ということであります。この状況につきましては、例年秋９月ぐらいに生

徒からの意向調査し、１０月に中学校の方からも内々でありますけども、状況の報告をいただい

てきたわけでございます。その折には、まださらに少なく１桁８名程度ということでの状況の中

で報告いただいておりますけども、中学校といたしましても、例年進路指導の状況等からしまし

て、１０月の段階で個人からの情報を得て、その後保護者を含めた面談の中で、学校からの指導

も含めて２５年・２６年ということで２０名以上の生徒を確保してきたところでございます。そ

んな流れの中で学校からも今後の指導でこの人数は増えていくと思われるというお話の中で、推

移してきたところでございます。 

このことにつきましては、結果的にこの１０名という人数になってしまったと。この要因とい

たしましては、スポーツ等の関係で道内の私立高校に行くまたは吹奏楽等の関係で部活動による

町外の流出と、さらに南ヶ丘高校の定員割れということの中で、南ヶ丘高校に１６名の希望がそ

のまま出てきてしまうというような状況となっております。 

それを踏まえまして、前回の委員会でもご意見いただいた小清水町からくる２名に対する支援

について入学支度金の方を適用させてはどうかいうことで、早急に協議をいたしまして、先ほど

ご説明したとおり、この２名についても従来の制度での支給をということで協議をさせていただ

いたところでございます。ただ今後の２８年度以降の高校支援対策に向けての方針、考え方につ

きましては、今までやってきたいろんな金銭的な支援、また部活動ですとかそういったところに

対する指導者の招聘等の支援、また資格取得受験対策等の支援、そういったもろもろの支援がご

ざいまして、あとニュージーランドの派遣ということで年間ニュージーランド派遣も含めますと。

２千万円近い金額を補助してきているわけでございます。そういった中で、この人数であるとい

う中では、本当にこれから抜本的に、生徒またはその保護者がどういった考えを持っているのか、

また希望を持っているのかというところをしっかりと踏まえた中、対策を打つことがこれからの

高校存続に向けて有効な手だてとなるだろうというふうに考えております。そこでこの入学支度

金につきましても確かに名称が一部入学支度と言いながら、事前に支給されないという部分もご
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ざいますけれども、当初この制度を始めるにあたりましては入学することによって、１０万円を

いただけるとお祝い金的な意味あいもございまして始めた制度であります。そういったことでこ

の中身の支度金を続けるか続けないかということも含めて、また金額をどうするかということも

含めてですね。御意見をいただいた中、対策をとっていきたいというふうに考えておりますので、

来年以降につながるという意味合いは小清水町の２名に対して行うということは実行させていた

だいて、それ以外の部分につきましては、すべて早急に見直しをかけ、町とも予算の伴うものに

つきましては、当然町とも協議し、議会とも協議をしながら対策をしていきたいというふうに考

えておりますので、何とぞ御理解をいただきたいというふうに思います。以上であります。 

 

○畠山委員長 

 ただいま清里高校の入学者対策の進め方ということでお話をさせていただきました。今後とい

うような言い方で、それでは遅すぎるんでないかというような意見もございました。この関係に

ついて、議員の方何かこれに関してございましたらお受けをしたいと思います。はい。勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 今の説明では、今年度の部分については支度金を出す。今回の入学者に対してはその支度金に

関しては公の意味合いがあるので支度に間に合うような形で出さないっていう。 

 

○教育長 

 あくまでも入学をした生徒に対する支給という意味のお金でございまして、そのために４月に

入学した後、その支給者を決定し支給をしているという流れでございますので。それを今回の入

学者まではその制度で行い、その後来年以降、入った時にすぐ欲しい、どうしても欲しいんだと

いう意見が多く必要だというふうに判断すれば、また来年以降のことで考えさせていただきたい

ということでご了解いただきたいというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 説明重々わかりましたけど現物支給っていうのは実効性がというかな、実現性に乏しいと捉え

ていいのかな。 

 

○教育長 

 この高校支援についてですね、平成１６年からいろんなことをやってまいりまして、２１年か

らですね、キャンパス校になったということで、ばらまき的なお金の補助ではなく、中身を濃く

した中で生徒を集めるべきだという中で対策を練ってまいりました。ただこの支度金につきまし

ては地元からキャンパス校という意味合いで、地元からの進学者を増やすということでの地元限

定でそのインセンティブを働かせためということでやってきておりまして、また支給の方法で、

現物支給ということも確かにございますけれども、場合によっては制服ですとかジャージ等、他

のお兄さんお姉さんおさがりを使うとかでそういったことも場合によってはあるかというふうに
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思いますし、あくまでも地域経済振興ということも絡めまして、清里商品券を支給することで経

済対策でやってきた制度でございますので、その意味合いも含めまして見直しをしていきたいと

いうふうに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。いいですか。 

 

○前中委員 

 そういうこともありますね。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 基本的にはわかりますけど、ただ今回の小清水から来る２名に関しては、それよりもさらに大

きな意味合いが私はあるだろうというふうに思うんです。そういうものを２８年度から入学に向

けてですね。やっぱり実績としてやっぱりその説明するんじゃなくて、本当に安心して清里高校

に通うこともできるよというような環境をきちんと築いていくということが、非常に大切だと思

うんで、支度金の関係をするとすれば、２７年度から入学する人にも対象になるような政策を早

く打ち出しているということが私は大切だと思います。確かに清里中学校から清里高校に来る人

のための方向に変えたけども、今の現実はまたそれも大切だけど、それ以外に環境が変わってし

まったという現実もあるわけです。確かにその予算的な問題もありますけども、その地域活性化

をするということは、逆を言うと清里高校を存続するということが、ある意味一番大きなことで

あるわけですから。そのことを踏まえて言っているのを理解できるけど、本来考えないとならな

い本職は教育長としてあるんじゃないの。そこの部分がマイナスにならないような方法をきちっ

ととっていただきたいとこのように。 

 

○教育長 

 加藤委員のおっしゃるとおりでございまして、今後の対策を練るにあたっては、やはりアンケ

ート調査をしっかりすることを前提ですけども、教育委員会なり、学校からの情報なり、意見交

換なりの中では、地元の子が清里高校になかなか行かないのかということの１つの大きな要因と

いたしまして、小さい頃から小中と同じ仲間の中だった。それが高校に行って、もっと大勢の中

で、違う人との交わりをしたいという意向がある中で、当然これからそういった要求を少しでも

満たすためには、よそからの生徒も迎え入れることが重要になってくるというふうに思っていま

す。 

そんな意味では小清水高校が、今年で募集停止になるということで、本来であればもっと早く

その部分を打ち出して、小清水からの生徒募集をやってはと皆様方からも再三にわたって御意見

をいただいたところでございますけれども、水面下では小清水町と調整をした中でなかなかそこ

を理解して了解していただけ無かったという部分で、このアンケート調査は、今回実施をする予

定の今回入試が終わった以降にやっていただきたいということがございまして、その３月の試験
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終わった後に、小清水町の中学生に対して意向調査をしていくという予定をしております。その

中で当然、清里町の子供たちの考えも重要でありますし、小清水町の子供たち、生徒そして父兄

の考え方、どうすれば清里高校に来てくれるのかということをしっかりと捉えた中で、もう既に

２名来ていただく生徒。これも皆さんと協議して御了解いただいた中で年度の途中からでも交通

費の助成をするなり、そういった対策をとって少しでも来年以降に人が来るようにやっていきた

いというふうに考えておりますので、またご協議をさせていただきたいと思っていますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 もう１点今友達が小っちゃい時から変わらない。こうなると本当に今言われたような他の町か

ら来るような形で変わるような中身が変わる要素がない限り難しいと思う。そこも含めてなんだ

けど、僕は根本的にその支援対策も今までのその支援対策というような部分より、これ総合支援

というのはあくまでもこの高校に対して特色ある教育活動支援するってことになっているんだけ

ど、問題はうちの町の高校を存続をしていくかどうかという根本にある。根本にそれがあるとす

れば、存続するためにどういう支援をしていくかという考え方に立って進めていかなきゃならん

でないかな。そういうこともよく考えた中で、十分そこら辺も含めて存続していくんだぞと言う

んであれば存続していく意識。それも保護者側がきちっとそういうの持たないと。その支援の矛

先っていうかね支援のやり方。そこら辺のこともきちっと論議した上でその部分を論議していた

だきたいなと。 

 

○畠山委員長 

 はい、教育長。 

 

○教育長 

 はい。今、勝又委員の御指摘のとおり、その過去にいろんな補助を打った中で、よそからも人

をどんどん集めたいということをやった時に、正直余り成績の良くない子供たちも集まってきて、

高校の中がちょっと荒れてしまったという状況も正直ございます。そういったことから出来るだ

け中身の濃い高校の特色ある教育、教育の中身で人を集めたいということで、今の施策をしてき

ているわけでございますけれども、今後もそういったことを踏まえながら、ただ小清水町につき

ましては、高校が無くなるということでありますので、私も１５名程度が地元を希望していると

いうことは、逆に言えば、網走ですとか斜里には向いていないということになりますので、その

辺を小清水の教育委員会にお話を聞きましても、地元に行く生徒たちはきちっとした良い子が多

いということでございますので、そういった子をどんどん清里高校に呼び込んで、清里高校の質

を高めながら生徒を増やしていきたいというふうに考えておりますので、ご協力お願いいたしま

す。 
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○畠山委員長 

 よろしいですか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 同時にですねこれ道教委の問題も出てくると思うんですが、小清水高校が無くなる。この東学

区の中における体制の中で清里だけが一生懸命言っている場合でなくて、本当は小清水とあるい

は地域全体として東学区の中における高校普通科のあり方。そしてせっかく清里高校が南高のキ

ャンパス校になっている。名前でなくて中身でのキャンバス校としての値が出るような方法。こ

のへんをぜひ、両面からひとつ努力していただきたい、このように思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、教育長。 

 

○教育長 

 この辺ですね小清水町または近隣町とも、協力しながら高校の配置検討会もございます。その

中で意見反映を道教委の方にもさせていただきたいというふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

 この関係については、よろしいですね。それでは続いて、太陽光の関係。 

 

○教育長 

 プールに隣接しております太陽光発電の関係ですけども、この関係につきましては当初１５キ

ロということで、全量売電ということで建設を進めてまいりまして、順調に工事も進んできたと

ころでございますけれども、９月３０日に北電側から一方的に保留をするという通知が来たとこ

ろでございます。 

現在の状況といたしましては、経産省の方からも２７年度以降のそういった接続連携について

の考え方等も示されておりますが、北電からは何の連絡もないということでございまして、再三

工事に担当しております業者並びに担当者から北電の方には問い合わせをしてきたところです

が、そういった回答がなかったということで現場といたしましては、当然接続が出来るという考

えのもと、工事を進め資材も搬入をしてきたところでございまして、いまだに北電からの回答が

無いということですので、この太陽光パネルを設置している業者が全国的にも多数ある中で、清

里町だけの問題ではなくて全国的な問題というふうになってまいりますので、これは既に２７年

度単価についても示されてきているという中では、今後北電からそういった方針が示されるとい

うふうに考えておりますので、その時点でそれに対応した機器の整備ということでまた御報告さ

せていただきながら対応していくということで考えていますので、よろしくお願いをいたします。 

 

○畠山委員長 

 ただ今の太陽光の関係についてお話を聞いたわけでありますが何か。はい。勝又委員。 
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○勝又副委員長 

 経産省が示されているということは、北電だけで保留されている。 

 

○畠山委員長 

 はい、教育長。 

 

○教育長 

 国内の他の電力会社からもまだ措置は示されていないということで、ただ経産省の方で今回ま

た単価が下がるという情報が出てきておりまして、２７年度の７月からが売電の単価が下がって。

ただし既に申請をしている事業者については、平成２６年度の単価で契約をするという流れとな

っておりますので、本町におきましてもプールの分の売電の関係につきましては、すでに１１月

昨年のうちに申請が終わっておりますので、あとは北電として、その量の抑制をかけるのかどう

かいうことの方針、抑制をかけるんであればどれぐらいの率になるかというところが示されれば、

それに応じた機器の設置をしていくということで。 

 

○畠山委員長 

 ちょっと１点聞きたいんですが、許可を受ければ当然できるのかもしれんけども、出来なけれ

ば、何年もということにはならないんでしょう。それになったときに何か不都合経費がかかるか

どうかという部分。 

 

○加藤委員 

 余った電力を売ることができないということだけだから全部消費する方法を考えないとなら

ん。そういうことにはならんだろう。 

 

○教育長 

 全部消費する余剰売電に切りかえるという方法が１つはあるということはあります。ただ今の

全量売電でいく時に、先ほど委員長おっしゃったその経費的な部分でいきますと時間がかかった

といたしましても、パワーコンディショナーが、抑制措置をかけるための機械に変更しなければ

ならないということで、現在新品がもう納入がされておりますので、それはそのまま設置をせず

保管をしておくしかないと。で新たな北電の方針が示されましたら、示された内容に応じた機器

を設置するという中で、交換するとなると思いますので、そこで業者としましては、今の段階で

は、その金額生じないというふうには話しているということですが、まだそれは中身が出てみな

いと確定は出来ないということでございます。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 今、機器変更は新たに予算どうのこうのという話はならないと。今の話を聞くと、そのオンデ

マンドというかな、余りにも太陽光で過大電流が発生するがゆえの整理ということで、今北電が
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するってマスコミには出ている。行政で進めた施設でこういうような対応してるということに対

して憤慨じゃないけども、それに対して一切こちらに瑕疵があるわけでもない。そこら辺機種、

パワコンの変更というのは出来る機器に変えてくださいっていう方向でたぶん北電が言ってるの

かなと思うんですけども、細部にわたってどうのこうの無いんで、どうも言っていることが理解

に苦しむとこがあるんで。でも今、加藤委員言ったように、そういう方向もあるのかな。自分の

ところで使いながら売電というのもあるけど、それもちょっと現実的じゃ無いんじゃないのかな

と思うんだけども、いざやろうとすればその辺情報がわからないんで、その辺やっぱり出ながら

説明していただくっていう方法しかないのかなと。 

 

○畠山委員長 

 はい、教育長。 

 

○生涯教育課長 

 町という公共機関がやっているということではございますが、あくまでも１事業者という中で

の捉えになってくるということになりますので、その辺はなかなか他と同じ扱いということにな

ると思いますけども。その辺で現場通じて北電の方には出来るだけ早くということで確認行為を

引き続きさせていただきたいというふうに思っておりますので、また方向が見えましたら、すぐ

に御相談をさせていただきたいというふうに思います。 

 

○加藤委員 

 １点だけ確認をしておきたいんですが、完成の期限が３月１０日。ということはその時点まで

にその行為がなされない場合については、それを取り除く完成届けの変更処理をして終わらすと

いうことになるのか。その部分は後ほどそれが可能になった時点でやるっていうか、そういう付

帯要綱を作って完成の手続をとるようにするのか、その辺はどうなんですか。 

 

○生涯教育課長 

 詳細の部分については、また建築担当とも協議をさせていただきますけども、１０日の段階で

はその機械はも納めていただきまして、一応の完了届けというのを提出させること。そこでそう

いう今おっしゃったような付帯で何かもらうかとかいうことは、今後ちょっと協議をさせていた

だきたいというふうに。 

 

○畠山委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 これ３月１０日に工事完了ということなんだけども。これいくらできたって北電の方で受け入

れませんよっていうふうな申請書をいくら出したって認めてくれないことには単なる１千５００

万かけたということも具体的に結果はいつ出るのかわからないけども。いつまでもでなかったら

これこのままうやむやなことでいいのかっていう話になるでしょう。今後の太陽光の問題は別に

してこういった問題が当初全体的に３つしかやらないってやつをプラス１でやったんだけども、



 

- 25 - 

これの問題だって、いつまでもはっきり結論が出ない場合どうするのっていう話になったときに

誰も責任とらないで終わっちゃうのかっていう話になりますよ。 

 

○畠山委員長 

 教育長。 

 

○生涯教育課長 

 現在の考え方といたしましては、当初計画どおりの全量売電という中で、北電の方に問い合わ

せをしながら対応していきたいというふうに考えておりますので、仮に全く見通しが立たない、

繋ぐことが出来ないということになれば、それはまた余剰売電等への切りかえについても検討し

ていかなければならないというふうに思いますけども。現状といたしましては計画どおりの全量

売電と連携をということを進めていきたいと思っております。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 そもそも私はこのプール自体から始まって反対だったんで、当初はそういう意見を言わせても

らいましたよ。そんな中で賛成の人方もいたから、議案が通ったわけで、この太陽光に関しては

１千５００万がんばる交付金ということで出たお金ですけども、これやったって年間６０万しか

売電の金額でないって話になったんですよ。そういった中で、他の委員さんからは地産地消であ

るならば、そこに使えばいいじゃないっていう話もいっぱい出たんですよ。それを蹴っ飛ばして

結局売電目的でやって結果がこれだと本当に私も怒りたくないけども怒らさりますよ、これ。正

直言わしてもらうと。 

最終的にね、北電がどうのこうのって言っていますけど、うちの町だけでなく、北海道どこで

も民間でやっているとこでも申請書を出してもほったらかしっていうとこもあるんですよ、読売

新聞でも道新でもいっぱい載っています、そういうところは。やっぱりそういうことを踏まえる

とやっぱりこういった事業は極力しない。やるんだったらちゃんと町民が納得できるやり方でな

いと。 

目の前にある太陽光のパネルをそこの施設に使わないということは町民は納得しないですか

ら。私はそういう意見も町民の方からいっぱい伺っていますので、単なる売電目的だけで、年間

６０万出して、そのお金が社会教育とか子育て支援に使いたいってそれはきれいごとで、すごく

良いですよ。そんな１千５００万もかけるんだったら、毎年１００万ずつ切り崩して、子どもた

ちに支援したほうがまだ利口ですよ。うちの議員さんだって町民の人に、なんであんなプール作

ったのよ。まして横に太陽光作ってって言われているはずなんですよ。二度とこういうことの無

いようにしてもらいたいなというふうに私は思います。 

 

○畠山委員長 

 とりあえず、これでよろしいですか。 
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  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第３回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。長い時間どうもご苦労様で

した。 

 

（閉会 午後 ６時２９分） 

 

 

 

 

 


