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第４回総務文教常任委員会会議録 

平成２７年６月１２日（金） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午後  １時４２分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①平成２７年度一般会計補正予算（第１号）の概要について 

  ②清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定方針（案）について 

  ③交流活動施設（仮称）の整備計画について 

 ●生涯教育課 

  ①平成２７年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）について 

  ②清里高校支援対策事業の見直し（案）について 

 ●消防清里分署 

  ①平成２７年度一般会計補正予算（清里分署所管分）について 

  

2．議会費予算について 

 

 

３．意見書の検討について 

  ①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） 

  ②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

教職員定数確保改善、就学保障充実など 2016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） 

  ③2016年度地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

  ④憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回と関連法「改正」反対を求め

る意見書（案） 

 

４．議会閉会中の継続調査について 

 

 

５．次回委員会の開催について 

 

 

６．その他 
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○出席委員（７名） 

    委員長  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  村 島 健 二    委  員  池 下   昇 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       澤本 正弘    ■総務課参与      本松 昭仁 

■総務Ｇ総括主査    宮津 貴司    ■企画財政Ｇ総括主査  泉井 健志 

■企画財政Ｇ主査    水尾 和広    ■総務Ｇ主査      吉本  淳 

■企画財政Ｇ主査    横畠 敏樹 

 ■教育長        岸本 幸雄    ■生涯教育課長     伊藤 浩幸  

 ■社会教育主幹     原田 賢一    ■学校教育Ｇ総括主査  三浦  厚 

 ■社会教育Ｇ主査    小林 正明    ■学校教育Ｇ主査    新輪 誠一 

 ■学校教育Ｇ主査    阿部由美子      

 

○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 

 

○勝又委員長 

 第４回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○勝又委員長 

まず大きな１、町からの協議報告事項について。総務課の方からよろしくお願いいたします。 

 

○総務課長 

 総務課より３点の協議報告につきまして御説明をさせていただきます。まず１点目の平成２７

年度一般会計補正予算概要について私の方から御説明をさせていただきまして、そのあと項目に

基づきまして、担当より説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしま
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す。今回の補正につきましては、平成２７年度当初予算が去る４月に行われました統一地方選挙

により義務的経費を中心とした骨格予算の編成となっておりますので、政策的な予算や国・道の

未確定でありました補助金等の追加補正を行うものであります。補正の総額は、歳入歳出それぞ

れ３億８千５３１万６千円を追加し、予算の総額を４４億６３１万６千円とするものでございま

す。前年度当初予算と比較しますと、５．５７％の増となってございます。主な要因といたしま

しては、土木費におきまして住宅建設費に係る経費、これにつきまして平成２６年度は、平成２

５年度の繰越事業で実施していたということもありまして、平成２７年度におきましては増額予

算となってございます。また、農林水産費道営整備事業におきましては、多面的機能支払交付金

事業にかかる経費が、全町対象になったということで、これにつきましても大幅な増額というふ

うになってございます。また教育費、町民プール費におきまして、当初予算ではございますが、

町民プール管理にかかる経費を計上しております。また学校教育と社会教育などさまざまな教育

授業に対します経費等も計上しているところでございます。 

それでは一般会計補正予算（第１号）概要および総務課に関する補正予算につきまして各担当

よりご説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは、私の方から平成２７年度一般会計補正予算（第１号）概要につきまして、御説明申

し上げます。１ページになります。補正の総額につきましては、冒頭総務課長からも説明があり

ましたが、歳入歳出それぞれ３億８千５３１万６千円を追加し、予算総額を４４億６３１万６千

円とするものでございます。なお表の右側、主な内容欄につきましては全てではございませんが、

今回の補正の主な事業について記載をしております。また事業の詳細につきましては担当課の方

より説明があろうかと思います。それでははじめに歳出よりご説明いたします。 

議会費につきましては、常任委員会の道内所管事務調査等の各視察研修事業の費用弁償等１８

０万９千円と随行職員の旅費１２万１千円を計上しておりまして、補正額は合計で１９３万円で

ございます。 

続きまして、総務費につきましては社会保障税番号制度にかかる総合宛名システムの導入経費

等３３５万円。人事評価制度構築にかかる委託経費等２３１万２千円。公共施設等総合管理計画

策定業務事業として５００万円。奨学資金貸付金の積み立てが１千万円。総合庁舎ＬＥＤ化事業

につきましては、今年度が３カ年の最終ということで、場所につきましては庁舎３階と消防、そ

れから分電盤３カ所で合計１千１９４万円。光ケーブル移設事業につきましては、道路工事によ

る光ケーブル移設用としての１５０万円。交流活動施設、地中熱熱応答試験業務委託事業につき

ましては、交流活動のヒートポンプ応答試験にかかる経費として３６０万円。移住定住支援交付

金事業につきましては３２５万円。高校生海外派遣研修事業につきましては、清里高校１年生の

ニュージーランドへの派遣研修費として、６０８万８千円。町民海外研修派遣研修事業につきま

しては、一般町民の海外派遣研修経費として１８０万円。その他併せまして総務費総額５千８１

２万６千円の増額補正となってございます。 

続きまして民生費でございますが、臨時福祉給付金につきましては、給付金及び役務費等を合

わせまして、５４６万５千円。高齢者の暖房費支援事業につきましては、高齢者世帯等の暖房費

等の支援として２００万円。難病者等通院交通費支援事業につきましては、本町在住の特定疾患

患者等の通院通所に対する交通費として２００万円。人材確保事業につきましては、町内で福祉
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医療事業を行う事業者の福祉医療従事者を確保するための経費として１８０万円。福祉入浴事業

経費の補助につきましては、１４２万５千円。救急通報機器更新事業につきましては、高齢者緊

急通報システム機器の更新として１６６万８千円。介護保険事業特別会計繰出金こちらは介護保

険制度の改正法の整備に伴うシステムの追加改修ということで、９７万２千円。子育て世代臨時

特例給付金につきましては、給付金及び需用費、役務費等合わせまして１７５万２千円。子育て

支援保育料補助につきましては、子育てにかかる経済的負担を軽減するため、第２子以降の児童

の保育料補助に係る経費として６８３万８千円。札弦保育所の屋根塗装事業につきましては、保

育所南側の屋根の塗装及び補修経費として４７９万円。その他併せまして、民生費総額３千３５

１万５千円の増額補正でございます。 

衛生費につきましては、診療所の医療機器整備として調剤用の電子天秤１台及びスパイロメー

ター１台。合計６３万４千円。葬斎場修繕事業につきましては、１号火葬炉耐火物の補修経費と

して４５０万円。清掃センター休憩室等改修実施設計につきましては清掃センターの休憩室の老

朽化に伴う改修整備に係る実施設計業務委託料として１９４万４千円。清掃センター機器類保守

点検業務につきましては、１８７万１千円。衛生費総額８９４万９千円の増額補正となっており

ます。 

続きまして、農林水産業費ですが農業経営安定対策事業につきましては、国が実施する経営所

得安定対策直接支払事業における活動経費として１４９万４千円。農業経営基盤強化資金の利子

補助は３１７万３千円。農業振興事業につきましては、地力増進対策事業じゃがいも振興対策事

業、畜産振興対策事業などの補助経費として合計１千７５０万円。多面的機能支払交付金事業に

つきましては、農地、農業用水等の資源の保全管理活動や農村環境の保全活動の取り組みに対し

て支援するものでありまして、補正額９千５３７万３千円。焼酎会計繰出金は、資材費用増加に

伴う物件費の増ということで、６４０万円。製材流通等経費補助につきましては、木材製品流通

経費補助ということで１千万円。その他併せまして、農林水産業費総額は１億４千５３万３千円

となってございます。 

続きまして商工費ですが、店舗出店改修等補助事業につきましては店舗出店及び改修に係る経

費の助成として、あわせて１千２００万円。緑清荘消防設備等修繕事業につきましては、緑清荘

の消防設備の修繕ということで主に消火器、消火用ホースその他併せまして５５万円。緑温泉照

明器具改修事業につきましては、施設照明のＬＥＤ化として、６７１万円。キャンプ場備品購入

事業につきましては、乗用モアトラクター。こちらの老朽化に伴う更新ということで、１５１万

２千円。その他併せまして、商工費総額２千２５５万円の増額補正となってございます。 

続きまして土木費ですが、道路橋梁指定管理委託料につきましては、建設車両、除雪ロータリ

ーの修繕費用といたしまして４０９万９千円。公住クッキングヒーター修繕事業につきましては、

台所用の電気コンロを計画的に補修交換するものでありまして、リバーサイド団地の１棟１０戸

分交換ということで１３９万円。公住ボイラー吸排気等修繕事業につきましても、計画的に保守

交換するものでありまして、さくらんぼ団地３棟８戸分とリバーサイド団地２棟１４戸分併せま

して１９１万円。住宅用太陽光発電システム導入事業につきましては、上限３０万円で２０件分

計上をしまして６００万円。公営住宅建設事業は公営住宅等長寿命化計画に基づき、建設及び解

体等行うものでありまして、総額は５千６５１万４千円。公住改修事業につきましては、同じく

長寿命化計画に基づきまして、住環境の整備修繕を行うものでありまして、総額１千７１万円。

その他合わせまして、土木費総額８千６０万３千円であります。 
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消防費につきましては、斜里地区消防組合清里分署負担金１６０万７千円であります。人事異

動等に伴う給料、職員手当分、新分署長の被服及び装備費分であります。 

教育費につきましては、特色ある学校づくり推進事業として各小中学校への交付金合わせて、

１６０万円。新入学児童への記念品贈呈。こちらランドセルですけども３４人を見込んで１２５

万１千円。教職員住宅修繕は３棟の教職員住宅の屋根及び外壁の塗装で、合わせて４８３万円。

小中学校タブレット端末導入事業は、清里小学校、清里中学校の特別支援学級にそれぞれ１０台

導入及び周辺機器ということで、総額８００万円。ステージ公演補助事業につきましては、３０

０万円。プラネットトイレ改修事業につきましては、プラネットのトイレ１１カ所のうち６カ所

を洋式便器に更新するもので工事費総額１５０万円。斜里岳ロードレース実行委員会補助につき

ましては３００万円。給食センター調理場修繕事業は調理場の床平準化修理等１０２万７千円。

その他をあわせまして教育費の総額は３千７４１万３千円であります。 

続きまして、歳入の説明をさせていただきます。国庫支出金につきましては、社会保障税番号

制度のシステム整備費補助金として１６５万８千円。臨時福祉給付金事業補助金が５４６万５千

円。子育て世帯臨時特例給付金事業補助金が１７５万２千円。社会資本整備総合交付金こちら公

営住宅の建設に係る補助で２千６４６万５千円。合計３千５３４万円であります。 

道支出金につきましては、農業経営基盤強化資金利子補給費補助金１５８万６千円。経営所得

安定対策直接支払推進事業補助金１４９万４千円。環境保全型農業直接支援対策事業補助金が４

０万８千円。次世代農業者支援融資事業費補助金が１万５千円。多面的機能交付金７千１５２万

５千円で合計７千５０２万８千円であります。 

繰越金につきましては、前年度の繰越金１億４千１５５万５千円であります。 

諸収入つきましては、介護報酬収入３３２万２千円と農地集積協力金補助金の返還金３１万４

千円、合わせまして３６０万６千円であります。 

寄附金につきましては３件で合わせて２３万円。残りすべて地方交付税を充当させていただい

ております。 

地方交付税１億２千９５２万７千円であります。 

現計予算額、４０億２千１００万円に、３億８千５３１万６千円を追加し、補正後の予算額は

４４億６３１万６千円となります。 

以上が平成２７年度一般会計補正予算、第１号の全体の概要であります。私のほうからは、以

上です。 

 

○総務Ｇ主査 

 それでは、補正予算事業の概要について説明させていただきます。２ページをご覧ください。 

一番上社会保障税番号制度システム導入事業でございますが、平成２８年１月より運用が開始

されるマイナンバー制度に対応するため本町の総合行政システムの改修を行うものであります。

当初より予算を計上し、計画的に改修を進めている本事業でありますが、今回、国の使用及び補

助対象が変更になったことに伴い増額の補正をするものであります。補正額３００万円、国庫補

助金が１６５万８千円、一般財源が１３４万２千円となっております。 

次に人事評価制度導入事業でございますが、地方公務員法改正により平成２８年４月から人事

評価制度が導入されることに伴い、制度の構築や評価者の研修支援、システム導入など、専門の

コンサルタントに委託し実施するものであります。補正額２３１万２千円。すべて一般財源とな



 

- 6 - 

っております。 

１つ飛ばしまして職員住宅修繕事業でございますが、これは羽衣３９番地の町職員単身者住宅

１棟１２戸について、既設のクッキングヒーターが１７年を経過しており、大変危険な状態にあ

るため、より安全で衛生的なＩＨクッキングヒーターに更新するものであります。補正額１６０

万円。すべて一般財源であります。 

次に総合庁舎照明ＬＥＤ化事業でありますが、庁舎建設時から設置している照明器具について、

低電力のＬＥＤ照明に取替えるものであります。平成２５年度から平成２７年の３カ年で計画的

に実施するものであります。今年度は３階の議場及び消防分署について取替えるものです。補正

額１千１９４万円、すべて一般財源であります。 

次のページをご覧ください。一番上、光ケーブル移設事業でございますが、これは、道道摩周

湖斜里線約２キロの拡幅工事に伴い、町所有の光ケーブルの移設が必要となるものであります。

補正額１５０万円すべて一般財源となっております。総務グループ所管の事業の説明については

以上です。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 続きまして２ページ目をご覧ください。旧レストハウス管理事業費につきまして、ご説明いた

します。旧レストハウス管理事業費につきましては、旧レストハウス施設の改修が観光施設繁忙

期である夏季以降になることから、昨年同様旧レストハウスと観光施設として臨時的に開設をし

ます。予算につきましては、事業費として１１５万円を計上。消耗品費として９万５千円。燃料

費として２０万円。光熱費として５５万５千円を計上しております。修繕費については、施設小

破修繕として３０万円としております。手数料については、旧レストハウス施設の水道や電気の

開設使用料として５０万円計上しております。委託料については、施設管理業務として１３０万。

視聴設備点検業務として１０万円を計上しております。補正額２８５万円を計上し、すべて一般

財源であります。以上です。 

 

○総務課参与 

 続きまして、私のほうから３ページの２つ目、総務費・開発促進費・企画振興費・交流活動施

設地中熱熱応答試験業務委託事業についてご説明させていただきたいと思います。交流活動施設、

旧レストハウス改修に際しまして、冷暖房施設に地中熱を利用したものを進めております。この

事業につきましては、補助金の活用をはかる予定であります。なお、補助金の対象につきまして

はモニタリング設備の設置が義務づけられていることから、モニタリング機器を設置して熱応答

試験を実施するものであります。費用につきましては、調査用の試験孔としまして、２７０万円、

再熱応答試験の費用としまして２５万円。試験結果報告書等にかかる費用に５万円。その他諸経

費等で６０万円。合計３５０万円を予算計上させていただくものでございます。 

 

○勝又委員長 

 ただいま総務課のほうから、平成２７年度の一般会計補正予算第１号の概要について説明がご

ざいました。委員の方から質問ございましたら、承りたいと思います。はい。河口委員。 

 

 



 

- 7 - 

○河口委員 

 今の説明をいただいた交流活動施設の地中熱応答試験委託事業というのがありますが、地中熱

というのは、私の知る限り地中熱は省エネだとかの面では非常に有効な部分っていうのは認知し

ているんですが、ランニングコスト、将来にかかるランニングコストという面では、決して安く

はならない認識を少し持っているんですけども、どこか参考になるところがあるんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 はい。総務課。 

 

○総務課参与 

 後程、旧レストハウスの関係で、御説明させていただきたいというふうに思っておりますけど

も、この費用につきましては委員ご指摘のとおり導入コストが多少かかります。ただランニング

コスト的には補助金を活用すれば、かなり抑えられるというような部分で、積算を進めておりま

すが、例えば年間普通のＦＦストーブですね。いわゆる温度調整というか、そうした場合には３

００万以上かかるのかなというなかで、地中熱を利用した場合には電気代で約１１０万円と保守

点検の部分で２５万円ということでありますので、ＦＦストーブ等に比較しますと半分以下でラ

ンニングコストは抑えられるというような部分で積算をしております。詳しいことにつきまして

はまた後ほど御説明をさせていただきたいというふうに思っております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほかに各委員からございますか。池下委員。 

 

○池下委員 

 この社会保障税番号システム事業。本国会で見送られたと思ったんですが。もし間違えていた

ら申し訳ないんですけれども。今国会でいろいろ問題になって、ナンバー制度が実施されないん

じゃないかというようなことで進められているけども、そういった中でも３００万という経費が

出ていますがその辺はどういうふうな考えでしょう。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○総務課長 

 今の社会保障税番号の関係でございますが、見送られたということではないというふうに私ど

もは認識しております。ただ問題になっている国民年金ですか。年金の関係で情報が流出しまし

て、色々な面で支障が出てきているということで、国会審議が遅れてきているという状況の中で

ございます。ただ私どもとしましては、社会保障税番号については導入を確定しておりますので、

これに向けて整備をしていくと、それに向けて予算は計上させていただきます。 

 

○勝又委員長 

 いいですか。他、委員さんありませんか。池下委員。 
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○池下委員 

 総合庁舎のほうでＬＥＤ。今回１千１９４万円。これは確か３年計画で当初５千万くらいだっ

たかなと思っていたんですけども、もし総体金額がわかれば、ちょっと教えていただきたいと。 

 

○勝又委員長 

 はい。総務課。 

 

○総務課長 

 今の総合庁舎のＬＥＤの関係でございますが、平成２５年度約２千万円。２６年度が１千万円。

で本年度が１千１００万ということで、トータルで４千２００万ぐらいの予算になるということ

であります。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これも決まって３年やってきたのですけれども、ＬＥＤというのは一度つけると、相当長い間

持つと認識しているんですけども、この問題でちょっと予算審議の時に質問した経緯があるんで

すが、何十年も持つＬＥＤを何千万もかけて庁舎自体がもう古くなってきているのもはっきりし

ているんで、そういったことを鑑みると、この事業が今更ながら良かったのかなという思いがあ

るんですよ。そういった中において、今回ＬＥＤ事業で緑温泉もやると計上されているのですが、

確かに地球に優しいＬＥＤでありますけれども、建物の老朽化とかそういったものを考えながら、

やるほうが良いんじゃないかなと私は思うんですよ。安いものでないですから。いろいろとこう

いった多額の金額を導入して、なんでもＬＥＤにすれば良いのではないんじゃないかなと思うん

です。街中のその街灯整備とかに関しては大いにやって良いと思うんですけれども、その辺はど

のように考えているのかなと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。総務課長 

 

○総務課長 

１点目は、この総合庁舎の関係でございますが私の記憶ですが、４年前に耐震化工事改修工事

をしながら、今の総合庁舎に至っているということでございます。また総合庁舎で申し上げます

とＬＥＤにつきましては、２５年、２６年分事業実施しております。２４年度の同時期の電気等

から申しますと１０％削減が出てきているということでございますので、施設の維持管理等踏ま

えた中でいきますと、ＬＥＤ化をして電気料の削減に努めていきたいなというふうに考えてござ

います。また他の施設につきましても、緑温泉につきましてもやっぱり施設の老朽化がきている

というのは現実でございますが、そのへんの現実的な修繕、補修等行いながら、やっぱり経費の

節減という形で、今回ＬＥＤ化をしていきたいということでございますので、ご理解をいただき

たいと思います。 
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○勝又委員長 

 良いですか。ほかにありませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 札弦保育所のことを聞いても差し支えなければ、屋根の塗装工事４４９万ということなんです

けども、札弦保育所の人数が非常に少ないというふうに聞いているんですが、実態として何名い

るのか、また緑との問題も絡んでくると思うんですが、保育所のことで統合して清里に持ってく

る考えが全くないから、こういうふうにあるのかなと見えるんですが、その辺はどうなんでしょ

う。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 まず御質問でございますが、現在何人保育所にいるのかとか、詳細の方は担当課の方に聞いて

いただきたいということであります。今回の補正につきましては、札弦保育所もやっぱりしっか

り修繕しながら良好な施設を保つということが１つの大きな目的になっておりますので、その辺

は御理解をいただきます。なお、詳しい内容については、担当のほうにお聞きいただきたいと思

います。 

 

○勝又委員長 

 他ございませんか。副委員長。 

 

〇加藤副委員長 

１点確認しておきたいのですが、ナンバー制度の問題。先程も話題になりました年金問題の個

人情報の漏えい。この問題っていうのは、いろんな形の中から起きるということが、今回改めて

再認識されました。そういう中で国、道機関での漏えいは、町としてどうすることも出来ないわ

けですが、末端でのそういう個人情報漏えいや、そういうものについての対処の仕方、万全な仕

方についてどういうふうに捉えて、執り進めていこうとしているのかだけ確認をしておきたい。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

今加藤副委員長のご質問でございます。今回いろんな国なりにおきまして、情報漏えいという

ことでいろんな課題も見えてきたところでございます。当町といたしましては、やはり情報のセ

キュリティをしっかりしていくのが基本でございます。当町におきましても電子機器処理にかか

る規則要綱等に基づきながら、適切な処理をしているという状況でございますので、今回組織に

おきましても、また個人の責務におきましても情報管理をしっかりやっていくことも基本的な考

えかたでございますので、ご理解いただきたいと思います。 
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〇加藤副委員長 

 当然現段階では、そういう形だというふうに思うんですが、その確認というものを常時してい

かないと、いつの時点かでは漏えいがあったという結果につながるということになってくるので

はないかと。基本的には個人情報におけるデータの持ち出しは一切しないとか、いろんなルール

があるんだと思うんですが、忘れるとかうっかりとかいろんな部分でそういうものがあるように

思うんです。そういう環境の確認をきちっとどういう形でしていくのか、マニュアルの徹底とい

うもの再度マニュアルで問題ないのか。その確認をいろんな角度に中から提示をされたんだと思

いますんで、いかなることがあっても町の中からのその情報漏れがあることのないようにお願い

をしておきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今、副委員長お話のとおり職員が個々でやっぱりしっかりと管理をしながらやっていくと。そ

れに対して、所管であります総務課でも今のルールに基づきながら、再度徹底していきたいとい

うふうに思っておりますのでご理解を願います。 

 

○勝又委員長 

 良いですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 総務費の中で人事評価制度導入事業があるんですけれども、これを見ると、来年４月から始ま

る人事評価制度を構築するに当たり、専門的なコンサルタントに支援を依頼すると書いているん

ですが、これもう具体的にわかりやすく説明していただければ。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 国の地公法改正によりまして、昨年度、我々地方公務員も２８年４月から制度を導入しなさい

と。具体的に条例レベルではなくて規則レベルで来年４月に施行するというスケジュールで今進

めております。サポートをうけるコンサルを入れさせていただく予定でいるんですが、職員での

検討委員会を今月から立ち上げ、正職員組織の中で、コンサルのアドバイスもいただきながら、

組織においてどういう評価制度がいいのか。また例えば、給与、昇格、異動にどこまで反映する

のか。そういったことを踏まえて、導入時期いつ給料とかに反映するのか。そういった昇格制度

に反映するのか、そういった導入時期も含めてですね。職員全体それから理事者含めて、今そう

いった委員会を立ち上げて、コンサルのアドバイスもいただきながら、来年の４月にはまず制度

を立ち上げ、恐らく数年にわたって試行期間として、出来た制度を基に試行錯誤しながら、制度

運用を図り良いものを数年かけてつくり上げていくというコンセプトで我々の方で進めておりま
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す。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 説明を聞いていると外部からコンサルを入れて、役所が円滑にいくようにと聞こえたんですけ

れども、コンサルはどこから来るのかわかりませんが、それぞれ清里の風土もありますし、網走

は、網走の風土もありますし、それぞれ皆違うと思うので、都会から来るコンサルだとは思うん

だけれども、職員検討委員とかいろいろ立ち上げていると話なんですけれども、それだけじゃ上

手くいかないでしょうか。外部から人をいれて指導を受けないとまずいという考えなのか。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 やはり国の速急な制度導入という急な対応もあったもんですから、職員としても十分な知識を

全員が持っているわけではないと。そういった中でこういった制度を構築するのはやはり難しい

んではないか、職員の知識だけではということで、道内この法施行がされる前に既に導入されて

いる自治体もたくさんあります。当然本州にもたくさん多くの自治体が、この評価制度を導入し

ております。そういったところの自治体のサポートに実際入っていただいているこういったコン

サルから提示されたものを１００％導入するわけではなくて、そういったノウハウを持った中で、

例えば数１００に亘る評価する項目がありますと言った提示をいただいた中で、池下議員からも

質問があったうちの組織風土にあったものをどう選んでいくというのは、これは我々の職員側の

考え、これを十分に組み合わせた中でつくっていくものです。あくまでコンサルから押しつけら

れたものではなくて、他の自治体の失敗事例、成功事例。そういったアドバイスをもらいながら、

より良いものを作ってくってことで我々素人まだ導入していませんから。そういった知識のない

ものに適切なアドバイスをもらっていくという意味でのコンサルですので、決して国からの押し

つけだとか、コンサルの押しつけでやるものではないということで、御理解いただければと。 

 

○勝又委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

その部分に関しては、今わかりました。大事であるということで、条例ということではなくて、

国から指導があるというふうに思うんですけども、連携のもとでやっていくのは、すごく大事だ

と思います。もしそうであるなら並行して、理事者また副町長と常日頃からもっと密な円卓会議

等やるほうが、私はいいのではないかというふうに思うんです。そればかりをやれと言っている

のではなくて、こういった今回の人事評価導入事業と合わせて、やはりいろんな問題がある中で、

理事者と密に連絡を取りながら進めていかないとだめなことがあるんで、そのためには横の連携

も必要だし、その辺踏まえた中でやっていただければというふうに思うんですが。 
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○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

今の関係でございます。まず１点は人事評価制度につきましては、担当の宮津のほうからお話

した通り基本的に委託業者の方からはあくまでサポートしていただくのが基本でありまして、あ

とは町にあったどういう制度を構築していくか、これは先ほど言ったとおり委員会立ち上げやっ

てございます。またその御理解をいただきたいと思います。 

もう１点、理事者等々の関係でございますが、いろんな意味で職員の考えていること、思って

いることが理事者なりと話ができるような場をいろんな形で検討し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思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。今の件なんですけども、国の制度導入を見据えた準備をしていくというよう

な見解なのかなと捉えているんだけど、これ導入されるようになると財政措置もあるのか。今回

は、一般財源で準備しているようだが。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 今ところ、そのコンサル費用だけでまだまだの給与に反映するとかそういうのは、恐らくかな

り先の話なのかと思いますので、今のところ給与に影響するんで、予算が変わるとかそういった

ことは一切ありません。組織の中の人の運用という部分だけで進めていこうと考えています。 

 

○総務課長 

 もう１点はですね、この制度につきましては、国は平成１９年度から導入をしております。先

ほど担当も話したとおり、平成２６年度に地方公務員法が改正されまして、明年の４月から導入

しなさいという形になってきておりますので、それに向けて構築していくということでございま

すのでご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他委員さんございますか。河口委員。 

 

○河口委員 

今の人事評価制度のことなんですけども、一番大切なのは、人事考課がきちんと出来ているの

かということが一番大切なんだろうと。どこの企業も人事考課がきちんと出来ているという会社

は、ほとんど無いと思います。役場についても人事考課がきちっと評価できる制度が無いと思い

ます。その辺の問題点をきちんとした上で、導入を十分考えていただきたいなと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○総務課長 

 河口議員の方からありましたこと、傾注しながら進めてまいりたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 他、ございますか。次に移りたいと思います。②番、まち・ひと・しごと総合戦略策定方針（案）

について。よろしくお願いします。 

 

○総務課参与 

 それでは②の清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定方針案について御説明をさせていた

だきます。 

１番の策定の趣旨でありますけども、前段国の状況、それから町の状況について記載をさせて

いただいております。後段からになりますけども、そうしたことから本町における今後の人口減

少に対応するとともに、住み良い環境を確保し、将来にわたって活力のある町を維持するため、

町として特措法に基づき策定され、国のまち・ひと・しごと創生長期ビジョン及びまち・ひと・

しごと創生総合戦略を勘案して、今後目指すべき将来の方向と人口の将来を展望した清里町まち

・ひと・しごと創生人口ビジョン及びこれを踏まえた今後５年間の目標や政策の基本方向、具体

的な施策をまとめた清里町まち・ひと・しごと総合戦略を策定させていただく予定でございます。 

２番の計画期間でございます。平成２７年度から３１年からの５年間の予定でございます。 

３番の策定内容でございます。まず人口ビジョンについてでありますけども、本町の人口の現

状や動向。その要因を分析し、様々な仮定のもとで将来人口推計を行うことにより、今後の課題

を把握して予想される人口の変化が清里町の将来にどのような影響を及ぼすかを分析した上で、

国の指針に基づいて２０４０年を推計期間として、策定してまいりたいというふうに考えてござ

います。総合戦略についてでありますけども、国のまち・ひと・しごと創生の動きに的確に対応

して、人口減少克服に向けた対策をより充実強化するために、まち・ひと・しごと創生法１０条

の規定に基づいて、国並び県、道の総合戦略及び長期人口ビジョンを勘案した上で本町の実情に

即した計画を策定してまいります。 

４番の策定の内容でございます。国の基本目標、４つの国の大きな基本目標がありますけども、

基本的にこれに合わせてございます。基本目標の１つ目、地域における安定した雇用の創出、そ

れから２つ目、地域新しい人の流れを作る。これは、移住だとか交流だとかそういった意味合い

で捉えていいと思います。３つ目、若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える。４つ目、時

代にあった地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携するということで清里

らしいまちづくりを進めるということでご理解いただきたいというふうに思います。 

５番の策定に係る基本的な考えでございます。まず１つ目。第５次総合計画との相互性の配慮

でございます。人口ビジョン及び総合戦略は、まち・ひと・しごとに係る本町の目標や政策の基

本的方向、政策を総合的にかつ計画的に実施するために必要な事項を定めるものでございますか

ら、第５次総合計画に包含される分野横断的な計画と位置づけております。策定事務の効率的な

連携を図るとともに調査分析作業等の成果の活用等を通して、計画相互の総合性を図るというふ

うに進めてまいりたいと思っております。町民と協働の推進でございますけども、まち・ひと・

しごとを効果的効率的に推進していくために町民初め産業界、行政機関、教育、金融、労働団体
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等で構成する、いわゆる国では産官学勤労とかっていう言葉を使っておりますけども、そういっ

た部分で構成する清里町総合戦略推進委員会で具体的に審議検討するとともに、意識調査やパブ

リックコメント等の実施により、深く広く町民の意見を取り入れて行政と行政、町民と行政の協

働による地方版の総合戦略を推進してまいりたいと考えてございます。成果指数と効果検証でご

ざいますけども、地方版総合戦略では、戦略に盛り込む政策分野ごとに基本目標を制定するとと

もに、具体的な政策については、客観的な重要業績評価指標いわゆるＫＰＩと言われるものです

けれどもこれを設定します。また計画実行、評価と改善ＰＤＣＡ、いわゆるプラン・ドゥ・チェ

ック・アクションということでございますけども、これのサイクルを確立して、効果的な戦略を

策定し、着実に実施するとともに、実施した施策、事業の効果を検証して、必要に応じて総合戦

略を見直すことというふうにしてまいりたいというふうに思います。 

６番目の策定体制でございます。まず町民参加ということでございますけども、先ほど申し上

げましたとおり、清里町総合戦略推進委員会を立ち上げさせていただきます。地方版総合戦略の

策定に当たっては、町民を初め先ほど申し上げました産官学勤労といった地域のさまざまな分野

で活躍されている方々の参画による清里町総合戦略推進委員会を設置して、その方向性や具体的

案を検討するとともに、広く町民の意見を反映させ計画づくりを行ってまいります。具体的には

先ほど申し上げました産業界、行政機関、学術、勤労、労働団体のほか子育てをしている関係の

方々や移住の関係者の方々、さらに専門家のオブザーバも参画の依頼を想定してございます。庁

舎内の体制の関係でございますけども、①としまして清里町総合戦略推進本部を立ち上げていき

たいというふうに思っております。これにつきましては、町長を本部長に清里町総合戦略推進本

部を設置して、全庁的な横断的体制を確立した上で政策の推進と進行管理を行って関係課長等で

構成する庁内本部会議を設けて総合戦略の計画を策定してまいります。②のワーキンググループ

については関係府省等で構成するワーキンググループを置いて、計画立案に関する課題の掘り起

こしや、新たな政策の検討を行ってまいります。７番、８番、９番については後ほど水尾より説

明をさせていただき、次の９ページをお開きください。 

今申し上げました、清里町総合戦略推進委員会の設置要綱案でございます。１条につきまして

は本要綱の設置目的、２条については所掌事項、３条につきましては組織であり、先ほど申し上

げました想定のメンバー１５名以内をもって構成したいというふうに思ってございます。４条に

ついては、委員の任期。５条については、委員長副委員長の職務。６条については会議の招集。

７条につきましては次のページでございますけども、庶務の所在課。８条については細則を謳っ

てまいりたいというふうに考えてございます。 

続きまして、１０ページに移っていただきまして本部の関係でございます。１条につきまして

は要領の設置目的、２条につきましては事務事項、３条につきましては組織であり、本部長を町

長、副本部長を副町長、本部員を課長等で構成することを謳ってございます。４条につきまして

は、本部会議の招集、５条につきましては、ワーキンググループの設置、６条につきましては、

事務局の所在、７条につきましては、その他ということで謳ってございます。引き続き水尾より

説明を申し上げます。 

 

○勝又委員長 

 はい、どうぞ 
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○企画財政Ｇ主査 

 私からは策定体制のイメージ等につきまして、７策定体制、８総合計画総合計画相関図、９総

合戦略策定スケジュールを図により説明させていただきたいと思います。まずは策定会議につい

てご説明いたします１１ページお開き願います。 

今回、清里町総合戦略等の策定体制につきましては先ほど説明がありましたとおり、町長を本

部長とし、各課長等を部員とした清里町総合延暦推進本部の立ち上げを行います。総合戦略推進

本部は、まち・ひと・しごと創生法を踏まえ、各施策の総合調整、進行管理を図りながら、清里

町人口ビジョン、清里町総合戦略の策定を行う機関となります。庁舎内本部は、推進本部から方

針の指示を受けたうえで、グループリーダーを中心としたワーキンググループにて全体的な施策

の検討、また担当課におきましては、個々の施策の検討を行った上で、推進本部への施策の提示

を行っていきます。また、町民等組織として町民や産学官勤労を代表する方々で構成する清里町

総合戦略推進委員会を設置し、清里町総合戦略を推進する上での課題問題点等を提起したうえで、

総合戦略を推進するための御意見・御提案をいただいてまいります。あわせて町民に対しまして

は、広報紙等で適宜情報提供行いながら、まちづくりに関するアンケートや素案ができた段階で

のパブリックコメントを実施していく予定であるとともに、議会に対しましても常任委員会等の

機会を捉えながら逐次御報告をさせていただきたいと思っております。 

続きまして、清里町総合計画総合戦略の相関関係についてご説明いたします。１２ページをお

開き願います。今回策定を行います清里町総合戦略は、人口減少の克服や地域経済の発展等につ

いて、清里町が目指す将来像を決定し、重点的に政策及び施策を立てていくものであります。ま

た総合計画は、町が目指す、今後１０年間の全体的な将来像方向性を示すものでございます。総

合計画におきまして、現在後期計画に係る中間見直し年度に差しかかっていることから、今回策

定する総合戦略の施策は、総合計画の重点的な柱の１つとしても捉え、今後策定する後期総合計

画へも施策の反映を行い、相互の計画による施策の推進を図ってまいります。このことからも清

里町総合戦略は、清里町総合計画に包含されつつ、総合計画の最重点事項として捉えることとし

ていきたいと思います。 

続きまして清里町総合戦略策定スケジュール案について、ご説明いたします。１３ページお開

き願います。まず庁内検討といたしまして、６月末に総合戦略推進本部の立ち上げを行い、総合

戦略及び人口ビジョンの方針及び原案の検討を行うとともに推進本部の方向性を受けた上で、随

時庁内組織でありますワーキンググループにて施策等の検討を行ってまいります。また推進本部

を立ち上げた後に、速やかに推進委員会を設置し検討に入ってまいりたいと思います。これらを

行った上で、１０月上旬までに素案を策定しパブリックコメントを行った後、１０月末を目標と

して、総合戦略の決定を行っていきたいと考えてございます。また、並行した部分で後期総合計

画の策定作業を開始し、総合戦略推進会議に合わせながら総合計画への反映を行ってまいりたい

と思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただいま、清里町まち・ひと・しごと総合戦略策定方針案について説明がございました。各委

員の方からご質問等承ります。何かございませんか。池下委員。 
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○池下委員 

 この総合戦略の推進委員会を設置するということなんですけれども、１５名以内と書いてあり

ますけれど、これ年何回ぐらいの会議を予定しているのですか。わかれば。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○総務課参与 

 今の水尾の方から策定スケジュールの部分で推進委員会１３ページでございますけれども、こ

ちらの策定スケジュールの素案でございますけども、１年４回程度委員会を予定しておりますけ

どもこれについては、もしかしたら１～２回多くなるかもしれませんし、３回程度になるかもし

れません。いろんな部分で時間が非常に実はタイトで、今水尾の方から申し上げましたとおり、

１０月末を目標としていくということでありますけども、これについても今断言できるものでは

なくて、もしかすると少し延びるかもしれないということで、各道内の市町村もこれについては

非常にタイトな中でやらなければならないということで、市町村同士の意見交換もしているとこ

ろであります。この策定委員会の方のですね。回数も４回ということで一応の回数は抑えており

ますけども、これについては当然、戦略の状況によっては、変わる可能性があるということも御

理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

池下委員。 

 

○池下委員 

今説明の中、１０月のこれは国の交付金で、絡んでくるからということもあるんでしょうが、

この１週間ぐらいですか道新にも何回も問題で載っていますが、どこの首長も時間が余りにもな

さ過ぎると。国も丸投げだと、地方再生、地方創生ということで大臣までつくっておきながら、

はっきり言って、地方は地方でやれと、８月末までに出したら交付金は上乗せとか、１０月まで

出したら、交付金があるとか。この前のお話を聞いた段階では、たいした金額でもないんだとい

うふうに私は捉えますけども、果たして国がやれと言ってね、それに合わしたようにやるのでは

なく、余り踊らされることなく、今までもこうやって進んでいた２３年から３２年までの１０ヵ

年計画をやってきている中での中間地点になる前の昨年すらその審議会の回数がたった１回だっ

たという行動を考えたら、私は慌てて１０月までにどうのじゃなくて、今回交付金をもらえなく

ても、時間をかけてうちの町のしっかりとしたビジョンを作るほうが大切じゃないかと思います

よ。私は、そのように考えております。他にも意見あると思いますが。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○総務課参与 

 今池下委員の御指摘でございますけども、新聞等々でも非常にタイトスケジュール中で市町村
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も大変なスケジュール感の中で、作業を進めていかなければならないというような部分は、その

とおりでございます。本町としましても、まず一定の目標としまして１０月ということでやる方

向でおります。１つは今言ったその交付金の活用の関係がございますけども、もうひとつは総合

計画の関係がございます。今年度総合計画のローリングということになりますので、この総合戦

略が総合計画のひとつの柱的になる要素もございますので、子育てだとか雇用だとか、そういっ

た部分で柱となる部分がありますんで、そういった柱をですねしっかり総合計画の中に溶け込ま

せていかなければならないという部分もありますので、そういった観点からも、一応の１０月と

いうような部分で進めていかなければならないのかなということでございます。 

遡ってしまいますが、交付金については、池下委員御指摘のとおり８月に申請をして１０月末

までにこの策定ができれば、１千万程度の交付金が当たるというふうに言われております。この

１千万が高いか安いかというのは、別としまして、さらにこの１千万については、ただ策定した

から交付金があたるではなくて、国がオーケーを出す事業を申請しなければならない。国の財源

は、全体で３００億程度しかございませんので、全市町村、道や県もその３００億の中に入るん

ですけども、そういった部分で必ずその１千万は申請した方にというものでもございません。そ

の要綱についても、実はまだ私どもの方に届いておりません。そういった部分で見えない、この

交付金をいかにどうするかによって１０月末までっていう部分は、ちょっと議論は置いておきま

して、その総合計画といった部分でいきますとなるべく早い段階で地に足をつけて総合戦略をつ

くっていかなければなりませんけども、なるべく早い段階の中で１つの軸を求めていかなければ

ならないという認識は事務局の方で持っておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思

います。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 本松さんが言うのは理解できるんですが、実はこれ第５次総合計画という第４次総合計画から

ずっと始まっていることであって、もう相当年数やってきてるわけですよ。そういった中でね、

住民協働と共生協働というのは、今さら始まった問題ではないわけです。あえてもう１回言わせ

てもらいますけども、慌てた状況でつくり上げていくよりも時間かけてやって良いんじゃないと

私は思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 答弁いいですか。 

 

○池下委員 

 良いです。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 
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○河口委員 

今の意見のことですが、私は早急にやるべきという意見です。時間かけてしっかり良いものを

と言いながら、これが何年もかかって何％ぐらい良いですか。１０年掛かって１００％になりま

したでは、時期が遅れるわけですから。今注目されているときに集中してやるという方が私はベ

ターだろうと思っております。その中で、決して１００％でないところは、それは随時変更して、

いけば良いことですから。今注目されているとき、今のチャンスの中で早急に策定するというこ

とは、決して、私は悪くないという意見を持っております。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 先ほど参与の方からいろいろスケジュールを含めた中でご説明をさせていただいたところでご

ざいますが、基本的に今年度中に総合計画の中間見直しのローリングをしなければならないとい

うことで、それに向けてスケジュール等考えていきますと１０月を１つの目途に策定していくと。

ただ、先ほども言ったとおり、これからのまちづくりに関する重要な案件でございますので、早

急にならないでじっくり計画をしていきたいというふうに考えてございますので、その辺は御理

解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 非常に大切な部分であり、期間的にも大変だ。国のまち・ひと・しごとの策定の補助金問題は

ちょっと置いておいて、計画当初の私は策定委員であったわけですが、その時には計画なので人

口は据え置いて現状のままで、希望でいきましょうと。こういう形でこの第５次総合計画の人口

推移は理解していますが、そういう環境の中で今回、国が求めている地方が地方として、これか

らの町をどうしていくんだ、どう地域づくりをしていくんだという中における、その現状の人口

は、将来の方向性について出しなさいというのが、今回の策定の第１要綱にあるわけです。先ほ

どから課長が答弁されている総合計画との整合性、中間の見直し時期だと考えた時に、第５次の

総合計画で行ってきたことの方向性に、これからの５ヶ年間、明日の清里を築いていくときに、

現状まで計画どおりに来ているのか、どういう推移になっているのか、人口構成割合がどうなっ

ているのか、産業状態がどうなっているのか。まずは現状をいち早く分析する環境がどうしても

必要となってくる。そういう中では池下委員が言われていた昨年の総合計画の総合審議会の見直

しを毎年していくと言いながら、昨年は１回だけだった。ここにきて国がこの戦略方針で事業展

開をしようというときに慌ててそれに乗っかる。ある意味では、総合計画の見直しにおける後押

しをしてもらったと思って、ぜひこれは真剣に１千万をもらうために、この事業計画書をつくる

のでなくて、実質本当にこれからの５年先の行革における人口構成５年前に計画した形がどうな

っていたのか、まずは検証をして早期にこのプランがどういう形でいくのか。これらをすべて合

わせていくことが、今の事業の例えば旧レストハウスの問題にしても、この事業を展開し、それ
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が本当に効果となっていくのかどうなのか。雇用につながっていくのか。６０歳や７０歳の人が、

そこで仕事をしても意味がないんじゃないかと思います。いろんなことの分析とつくり方をどう

やってしていくかというのを基本的に計画だけは作っていく。事業はこっちでやっていく。まち

まちにならないように、整合性をもった事業展開の計画をぜひ振り回されることなく、前へ一歩

進めていただきたい。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○総務課参与 

 今、副委員長のおっしゃられたご意見、そのとおりというふうに拝借をいたします。まず当然、

今年度総合計画のローリングの年でありますし、当然今御指摘のありました人口についても目標

値と掲げました人口と多少ずれてきている部分がございます。そういった部分では当然、今回の

人口についてもいろんな角度から検証を重ねて、今後の人口推計なり、今後あるべき人口ビジョ

ンについてもまず整えると。その後におきまして、当然策定内容で掲げました４つの目標に基づ

きながら今後の戦略を練ると。そういった部分が当然総合計画の重点的な軸な部分になってきま

すので、それにつきましてしっかりと総合計画の中に練り込んで、総合計画を策定していくとい

うことであります。 

委員御指摘のとおり、私どもは総合戦略云々というよりもしっかりとした総合計画をつくると

いう部分が最大の目的でありまして、総合計画の中で総合戦略が１つの柱になっていくという捉

え方の中で、今後あるべき雇用だとか子育てだとか、公共施設、行政改革いろんな部分を一つ一

つ丁寧に検証しながら、今後のあるべきまちづくりを総合計画の中で最終的に表現していくとい

った目標を持って進めたいというふうに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。 

 

○勝又委員長 

 ほかにございますか。査定するのが国ということで、どんな評価の中で査定されるのかよくわ

からない部分がありますけど、ただ住民目線で計画を策定してもらいたい。住民そっちのけで国

に向かって格好いい計画をされるんじゃなくて、そういうもの含めて、この委員会の設置もして

行くということですので、委員会の方で十分検討された形の中で進めて欲しいと思う次第でござ

います。 

 

○勝又委員長 

 他。 

 

○加藤副委員長 

 ちょっと確認しておきます。結果的に１５人程度で策定委員が策定してくのですが、総合計画

の中ではその検証については、職員庁舎内だけの整理をしていくことの理解なんですか。あるい

はそこの中で、同じように会議メンバーをつくり、あるいは重複するメンバーを含めた形の中で

取り進めていきたいと考えているのか。その辺の進め方について。当然のように、総合計画の回
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数あるいはあり方等についてもどういうふうにしていくのか。大まかに。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○総務課参与 

 まず、総合戦略の１５名以内の方々は、総合計画の軸となる部分を十分に議論していただいて

る方ですんで、内部ではその方々を今まで総合計画のローリングの中間年、第４次でいけば中間

年の年は既存の総合開発審議委員１５名の中で、反省評価をしながらローリングをしたという経

過がありますが、今年度についてはただいま申し上げましたとおり、後期のローリング総合戦略

が、重点的な部分もありますので、その方々を臨時委員として総合計画の委員にも入っていただ

きながら、先ほど委員長も言っていただきました民間や町民目線でといった部分も拝借しながら

住民目線の中、また議員各位の御指導の中で後期のローリングを進めてまいりたいというふうに

思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、ございますか。なければ②について終わらせていただきます。また最後

に総務課一括で。③交流活動施設仮称整備の計画についてよろしくお願いします。総務課。 

 

○総務課参与 

 それでは交流活動施設仮称旧レストハウスの整備、計画の関係でございます。１５ページをお

開きください。前回の常任委員会にて事業費でありますとか、維持費、スケジュール等の照会が

ございました。概算と言う事でご理解をいただきたいと思いますが、報告をさせていただきたい

というふうに思います。 

まず概算事業費でございますけども、本事業については９月の定例会で予算計上を見込んでお

りまして、２カ年の工事として整備する予定でございます。ちなみに年度別の工事概要でござい

ますけども、右側下の方に、年度別工事概要ということで記載しておりますけども、平成２７年

については、解体、躯体、外装を見込んでおりまして、２８年度については内装、電気、機械設

備、地中熱整備を実施する予定でございます。事業費総額につきましては、３億１千５００万円

を見込み、２７年度は１億３千２２０万円。２８年度は１億８千２８０万円としております。建

築主体については、１億８千９００万。電気設備につきましては２千３００万円。機械設備につ

きましては、地中熱の設備も入れまして８千３００万円。工事監理につきまして６００万円。備

品等につきまして１千４００万円を見込んでおります。財源内訳でございますけども、これもま

だ確定している数字ではありません。かなり流動的になるとは思いますけども、国道の補助金を

５千万円見込み、地方債を１億５千万円。一般財源として１億１千５００万円というふうに見込

んでございます。さらに米印で関連事業ということで添付してございますけども、今後大枠での

外構と言いますか、またはふれあい広場を初めとする焼酎工場前の周辺整備も今後ということに

なるかと思いますけども、整備をしていかなければならないということで認識をしておるところ

でございます。 

続きまして施設の運営の方針と維持管理費の関係でございます。１つ目の運営方針でございま
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すけども、そこに記載してあるとおり施設のコンセプトでもある内容を鑑みまして、改めまして

清里観光協会の方の委託を内部でも想定してい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。それから年間の維持費、これも概算でございますけども、施設管理の臨時職員、清

掃人件費等の業務委託費として４２０万円、光熱水費として２５０万円、機器の保守点検等とし

て５０万円、総額で７２０万円。これについても一応の目途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。 

最後に予定スケジュールでございます。９月の定例会に予算を計上した後、１０月上旬に事業

の入札及び工事契約の議会の議決をいただきながら、１０月中旬から工事を着手し、明年５月末

を目途に工事を進めてまいりたいというふうに考えてございます。地中熱工事は補助金の都合上、

６月中旬の着手を見込んでございます。施設の管理運営の準備につきましては、５月から６月を

見込んでおりまして、オープン予定を７月ということで進めてまいりたいというふうに思ってお

ります。簡単でございますが、以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 ただいま交流活動施設の整備事業計画についての説明がございました。各委員の方から質問等

ございましたら。池下委員。 

 

○池下委員 

 この事業に関しては、町長の観光の拠点としてということで中央部分を残して、両側壊してと

いうことでやるのは、決まったんですが、こんなにお金をかける必要があるのか。観光の活動拠

点として、中に観光協会が入るとか前提になっているんですけれども、例えば町外から来る方々

は、あの施設を見にくるわけじゃない。清里町にある観光を総体的に見に来るわけでして、決し

て建物に来るわけでもないし、こういったお金を投入してどうなのかなと。町民の方から話を聞

きますと、多額のお金をかけたハード事業はうちの町は要らんだろうという意見もたくさん聞か

れるんですよ。私も、そういった意見に対してですね。そうですよねと。 

確かに町長もいろいろと発案をされているけれども、何もお金をかけなくても、総合的な中間

の活動拠点として、そういった施設はつくれるんじゃないのというふうな話はあるんです。実際

にこう上がってくると３億１千５００万円というのは、内訳はどうゆうふうになるのかわかりま

せんけれど、大きなお金じゃないのというふうに私は思うんですけれども。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今回の整備事業につきましては、あくまで概算ということで押さえていただきたいなというふ

うに思います。それと概算というのも、どういう形で出て来たかということで、昨年度実施した

実施設計に基づいてある程度積算をした中身の根拠に基づいて、出てきている数字で押さえてい

ただきたいなと思います。 

その他、施設に多額の費用を投入するのはどうなんだということでございますが、昨年来から

常任委員会なり町民なりいろんな御意見をいただいた中で、私ども行政といたしましては、情報
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の発信、集約的な発信するような施設を充実をしていきながら移住定住、いろんな意味での施策

に反映をしていくような施設にしていきたいという考え方に基づきまして、今回施設の整備を実

施していくということでご理解をいただきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 意味は解るんですけれど、あんまりお金かけなくてもそういうものが出来るんじゃないのとそ

う思うんですよ。先月プールの開設もありましたけども、やはり何でもお金をかければいいとい

うもんではなくて、もっとソフト事業にお金をかけたり、人づくりにお金をかけたりというほう

が、私はうちの町は、似合っているんじゃないのかなと思っているんですけれども。こういった

ハード事業は、町民の皆さんからすると、またかっていうふうな思いも多々聞かれますので、そ

の辺十分考慮していただければなというふうに思っておるんですよ。 

 

○勝又委員長 

 課長 

 

○総務課長 

 今池下議員のご質問の内容でございますが、当町におきまして子育て教育、いろんな面でソフ

ト事業展開をしております。今回の交流施設等につきましては、ある程度施設を整備した中にお

いて、その施設でどのようなソフト事業がこれから展開できるかどうなのかも含めながら、いろ

いろ原課の中でも模索している最中でございます。９月の議会には、提案をしていただくような

スケジュールで今動いておりますが、その前段で様々なソフト事業も含めた中の中身につきまし

てもですね。改めて提案をさせていただきたいなというふうに思っておりますので御理解をいた

だきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 いいですか。池下委員。 

 

○池下委員 

 今回こういうふうに、進めている中でこれをやったからといって、交流人口は、極端に増える

とかじゃないと思います。この活動拠点を中心にして来るということになれば、いろいろな観光

施設斜里岳の登山道、その他いっぱいあるわけですよ。そこら辺はやっぱり網羅的な考えの中で、

やっぱり一緒に進めていかなければ、さくらの滝の整備事業だってあるし、神の子池の問題だっ

てあるわけですから。そういったところを総合的に一緒になって進めていただくと。それとやっ

ぱり移住定住の問題も十分絡んできます。そこら辺もやっぱりソフト事業として充実して、更に

充実して欲しいというふうに思います。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 先の委員会におきましても池下委員の方から、他のさまざまな観光施設についての整備計画、

これもトータル的な中で進めていただきたいというようなお話もお伺いしております。今回の交

流施設につきましては今言ったような様々な観光地の情報発信もできるような施設という位置づ

けで、私ども考えておりますし、先ほどの観光地につきましても計画的なやっぱり整備をしてい

かなければならないというような認識では思っておりますので御理解をいただきたいと思いま

す。 

 

○勝又委員長 

 はい。他。河口委員。 

 

○河口委員 

 ここの施設が、観光案内発信源のしっかりとした施設になってほしいという期待をしておりま

す。その中でも、先ほど触れました機械設備７千８００万。これは、機械設備の地中熱利用部分

の設備全額という考え方なのか。 

 

○勝又委員長 

 総務課 

 

○総務課参与 

 ここであります２８年度の７千８００万。これ７千８００万全額ではございません。事業費そ

のものが、今のところ５千万見込んでおりますけれども、これについては、今補助金を精査し、

見込んでいるところで申請する旨、進めているところであります。国の補助金の現状であります

けども環境省の方で進めております補助金が３分の２の補助金が導入されるということで今事務

段階では進めておるということでありますので、単純計算になりますけども、５千万ちょっとの

設備であれば１６００万とか、１８００万とか。自己財源がそういう形かなというふうに思って

おります。なるべく先ほど来国道の補助金の分については、ちょっと流動する部分がありますけ

ども、この設備以外にも補助金として活用できるものがあれば、スピード感を持って活用を図る

べく、行動に出なければというふうに認識しておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。河口委員。 

 

○河口委員 

 ５千万の３分の２が補助ということで、当初の設備費はさほどではありませんということです。

しかもランニングコストはかかりませんという説明なんですが、地中熱自身の年数にかかる修繕

費ですね。ヒートポンプの場合に、必ず設備の更新がどんどん進まなければ、維持できないとい
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うのが、私の一部の情報であります。先進地、もう既に導入されているところのいろいろな情報

はあるんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○総務課参与 

 河口委員御指摘のとおりです。地中熱についてはですね。まだ、導入してからかなり長い期間

があるというところが、実は今の段階での情報は入っておりませんので、どれ位の部分で修理が

必要かとそういった部分については、今の段階でなかなかおさえきれない部分がありますけども、

うちの内部の技術屋とも協議している部分では、ある一定程度は、それが３０年なのか、５０年

なのかは今のところ判断しかねる部分でありますけども、ある程度の期間はそんなにメンテナン

スは、かからなくても済むんじゃないかということで、年間のメンテナンスについては約２５万

円程度見込んでおりまして、今のところ何十年大丈夫だよという部分は申し上げられないという

のが、現状でございます。 

 

○勝又委員長 

 良いですか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 あれだけの大きな施設ですから、あの施設をどうするかということで、賛否両論ありながら、

今回の計画は十分承知しているところであります。その中で、閉鎖されてしまったレストハウス

をどうするかっていうようなところから議論が始まるとやっぱり消極的な計画にもなってしまう

だろうし、これから清里の魅力をどう発信していくんだっていうところから始まった施設であれ

ば非常に素晴らしい施設になっていくんだろうなと思います。 

あの建物を運営していく中で、清里のシンボル、斜里岳があって、焼酎工場があって、その中

で、交流施設旧レストハウスのところが、観光情報発信基地になるということ考えると、あの地

域全体、焼酎工場、斜里岳が見える景観、この施設、公園も含めた中で、あの地域全体をどうし

ていくのかっていうところからしっかりと議論していただいて、中途半端なことではなくして、

しっかりとした清里の魅力を発信していく。柱をぶれずに、ぜひしっかりした計画を立てていた

だきたいという意見です。 

 

○勝又委員長 

 総務課。 

 

○総務課参与 

 ただいま堀川委員から御指摘というか、激励というか、意見だったかなというふうに思ってお

ります。先ほど池下委員からもいただいたソフト事業の展開または今堀川委員から御指摘のあっ

た清里の魅力をどう発信していくのかということであります。 

本町については、農業を中心とした方々の６次化の取り組みや移住定住政策、さらには今後始
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まろうとしているツーリズム的な自然体験型観光、また先ほど申し上げていただいております斜

里岳、それから焼酎工場等。これらの魅力発信をどう進めるのかという部分が近々の課題でもあ

りますし、なかなか情報発信が十分に行き渡っておるとは理解しておりませんし、そういう方々

が清里町に来られた部分についても、丁寧なコンシェルジュというか丁寧なインフォメーション

が出来ていないのかなというふうに思っております。そういった全体的な部分で、先ほど課長も

申し上げましたとおりしっかりと勘案しながら、ソフト事業展開をするだとかしっかりとしたイ

ンフォメーションをするだとかそういった部分を一つ一つ整理しながら総合的な清里の観光拠点

となるような清里インフォメーションができるような施設拠点にしていかなければならないとい

うふうに認識し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。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほかに。副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 今、そういう答弁がありました。非常に大切なことです。私は今の事業展開の仕方に対しては、

賛同いたします。しかし、清里町は全体として今後どうしていくのか。発信するのはそこだけで

は発信出来ないんです。道の駅は出来たばかりです。これは大きな形の中では、発信源の柱であ

ってでき上がってまだ２年３年目でこの収支がどうなっていくのか。そこを踏まえた時、そして

１カ所で提案できる問題でなく今後、叫ばれているのは公共施設の合理化や維持にどれだけの莫

大な経費がかかってくるんだと、どういう形になっていくんだということを総合的に考えていか

なければならない。今、答弁のあった、このまちの発信は非常に大切。でもその言われたことが

あの場所にハードなものを建てないと出来ないものかどうなのか。あるいはそれを仮につくった

としても、冬の間も稼働しないとならない施設なのか。夏の間で良いとすれば、地中熱や暖房に

かかる部分は削減することができる。 

むしろ私は、この１５ページの米印で関連事業のふれあい広場の整備事業があり、こういう公

園が子供たちや夫婦が来て遊んで、憩いの場につくりかえてあげる。その時にトイレがあればい

いじゃないですか。清里町の観光発信やそういうものは道の駅であったり、ホームページであっ

たりで出来るわけですよ。建てるのに、結果的に３億、４億、５億も金があるんだからいいんじ

ゃないかと。こういう発想もあるのかも知れません。しかし毎年最低、維持費に７２０万かかる

と言っているんです。観光協会に委託をすると言っているんですが、観光協会そのものにも町は

助成しているわけです。トータルで考えたときに、例えば、業務委託４２０万。これ、たぶん、

二人ぐらいの臨時職員を置いてやっていくんだとすると思うんですが、４２０万でどんな人がや

るの。例えば今回来ている協力隊は３年間可能ですから、国から出るからこれに入りません。も

しかそうなると、３年後には予算増やさなくてはならないと思うんですよ。仮定の話はしません

けども、そういうことよりもこの施設を建てる去年の９月には実施設計をしましょうということ

でつくりました。でもこれに３億をかけて、年間８００万をかけてやる内容はこうやって出てい

るけど、その施設の目的と内容がその施設を造らないと出来ないことかどうなのか。本当に総合

計画の後期ビジョンと整合性があるのか。これをつくった次の年に来年パパス道の駅の更新のと

きに、さらに増額しないと運営できませんとかそういう形になっていくと、とんでもない状態に

なってきませんかって。 
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主流は、ここに住んでいた方がしっかり生活できること、そのための予算をどう使っていくか

というふうに思うんです。４２億は基金の内、２０億の基金は負債のために回していかないとな

らないんですよ。償還のために、使える金は２０億円から２５億円。突拍子もないことが起きた

ら困るんで５億ぐらいは残しておかないとならない。３億は知れているかもしれないけれども、

その毎年かかる維持費を踏まえるとそれだけかけて効果が本当に出来るのか。コミットの活用を

どうするんですか。町の中の賑わいどういうふうにするんですか。本当にこれからの清里を考え

てあの場所にこれだけの環境をしていかないとならないのか。自信を持ってやっていくんであれ

ばいいですよ。造るんであれば、もう少し整理をして本当にしっかりとした目的、掘川君が先ほ

ど言われましたレストハウスの跡地をどうするかという論議からではだめだ。造るために、どう

していくかでは駄目。清里町全体の観光というポイントを持った時に、道の駅やそういういろん

な観光施設そういうところを踏まえて、どういうふうに仕掛けをしていくんですか。あの場所だ

けで終わらすのですか。ここに出てくる数字は最低限でしょう。３年経ってから、経費がかかる

から冬の間閉鎖して、夏だけにしますとか。そしたら、そんなに立派な施設はいならかったとな

るんです。そうならないように頑張りますと言っても、総合計画による人口が減っていくんです。

高齢化になっていくんです。体制は変わっていくんです。そういうものをしっかりと踏まえて本

当に必要だというふうに提案されれば良いと思います。私はこの部分に関してはすべて修正すべ

き。このように思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。村島委員。 

 

○村島委員 

まあいろんな委員から交流施設については、議論されておりますけれども私も前回の委員会で

申し上げたように、これは決まった話なんでしょう。はっきり言って。決まったと思うんですよ。

本会議で反対した議員もおられるわけですからその中で別に副委員長に楯突くわけじゃないけれ

ども、立場を考えてもらわないといけないこともあると思うんですよ。いいですか。聞きなさい。

町に対しての忠告は良いんですよ、あなた。あなたは何の役をやっているのかということを踏ま

えたうえで話さないと。味噌もくそも一緒にしたらダメなんですよ、これは。決まったことは粛

々とやっていかなくてはならないと前回も話しているでしょう。ダメですよあんた。監査委員と

いう役でありながら町に対してこうだ、ああだ、議員の前で言うべきでない。はっきり言って。

役を踏まえなかったら駄目ですよ役を。だから私申し上げたいのは、これは反対された方、賛成

された方いて、結果的にこうゆうふうになってきて、町としてこの施設をどうしようということ

で上がってきたことが問題でしょうが。そういう結論に至っているところに来てあなたは、ああ

でもないこうでもないって中立にいるような話をされたけれども、そんな話は、終わっている話

です。これをどうするかが問題ですよ。町に忠告するのはいいと思うんですよ。議員の使命とし

て。私も地方の議員の端くれですから。ですけれど、副委員長でありながら、監査委員でありな

がら、そんなに金銭的なことでね、ああでもないこうでもないと御託を並べたって始まらない。

それより、先頭に立ってどうするか、ああするかと話をする。あなたの言っているのを聞いてい

ると、この問題で前期もそういう結果に終わって、結局議員が議論をしてきて決まったことじゃ

ありませんか。したら、粛々とやって行くしかないでしょう。町としても。それにあなたが、文
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句つけたからってどうなるっていうの。何もならんでしょ。新人が３人、３分の１もいるんです

よ。何が何だかわからないでしょ、新人の議員なんて。６人の方は現職なんですよ。ここにいる

議員は。こういうことを踏まえたうえで物を話さなかったら、ダメですよ。あんたに楯突いて言

うわけじゃないけど、この問題、この交流施設をあなたはどうするっていうの。言いたいことを

述べたらそれで済むっていうのかい。そういうことでは無いでしょう。やはりどうやっていくか。

このスケジュールなんて見たって、７月、８月空白になっているんですよ。 

 

○勝又委員長 

 ちょっとこれ、ここの議題と関係なくなったもんですから。休憩いたします。 

                             休憩 午前 １０時４５分 

                                午前 １０時５７分 

○勝又委員長  

 再開いたします。はい。課長。 

 

○総務課長 

 この交流活動施設につきまして、各議員から様々なご意見等々をいただいています。賛否両論

があったのは確かだというふうに私は認識しておりますが、昨年から、やっぱりいろんな議論の

中で、この施設をどう生かしていくのかということで、今まできているのかなというふうに私は

理解しております。今回提案させていただきます事業費につきましても、今後いろいろな面で、

整理しなければならない点もあるのかなと思いますけども、あくまで今の目安として概算という

ことで出しているということで、まずは御理解をいただきたいなと思います。 

加藤副委員長の方から冬期間活動の仕方ですとかいろんなソフト事業をどう展開していくかと

いうようないろんな御質問等々もございました。その辺も含めた中で、これから委員会に、ある

程度方向性を示しながら進めてまいりたいと思いますので、御理解の方よろしくお願いいたしま

す。 

 

○勝又委員長 

 他。委員さんありますか。池下委員。 

 

○池下委員 

 前回の委員会が５月の２７日に行われて、５月の２８日、次の日の道新にこの問題が新聞紙上

に載ったわけですよ。それもちょっと町民目線でみると誤った書かれ方をしている。実はですね

今までも新聞記者にあんまり文句いってもしょうがないですけども、総務課的にこういったこと

があって、やはり町民の人たちは、６月定例議会でこの案件が提出されるというふうに思ってい

ますから。私たちは皆知っているからいいんですけど、町民の方々は知らない。６月定例議会で

提案すると書いてある。こういった間違った情報を載せられないように、総務課が中心になられ

てできればですねえ、記者さんとも話した中で、例えば原稿を載せる前に、コピーをもらうとか

そういった方策が出来れば、進めていただければなというふうに私個人的に思いました。よろし

くお願いしておきます。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 今の池下議員の御質問でございますが、確かに翌日２８日の報道新聞によりますと、６月の定

例会において、３億近い建設費も含めた中で提案があるというような読まれ方ができるような記

事があったというふうに私も認識しております。ただ私どもとして、５月２７日の常任委員会に

おきましては６月に提案させていただく予算はあくまで今の旧レストハウスの３ヶ月程度の開館

するための費用として、明年度以降実施する地中熱に関する試験を行いたいということで、２点

を６月に提案させていただきたいという形で私は説明したというふうに認識しております。今後、

新聞報道関係各社とはある程度連絡を取りながら、その辺は整理にさせていただきたいなと思っ

ておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

それともう１点最後なんですが、６月２１日に、にぎわい祭が開催されるというふうになって

おります。議員各位はご存じのとおりと思いますが、商工会等が実行委員会となって、６月２１

日日曜日にあの場所でにぎわい祭が開催されるということになっております。その点におきまし

てやはり、町民皆さんいろいろとから集まって来られられますので、トイレ等々の必要性がある

んじゃないかということもありまして、２１日につきましては臨時的ではございますが、レスト

ハウスを開館しまして、トイレ等の利用できるような状況にしていきたいなというふうに原課で

は考えてございますので、御理解をいただきたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 他。委員さんありませんか。それでは、交流活動施設の整備計画について国の総合戦略そのこ

とも含めて交流人口ですか。拡大にむけての核となるような施設整備という形で進めていただき

たいなと。またいろんな予算の関係にしては、検討していきたいと思います。そのように思いま

すので。ほか全体で総務課ありますか。 

無ければ終わりたいと思うんですけど。よろしいですか。ありがとうございました。１５分ま

で休憩します。 

                              休憩 午前１１時０３分 

                                 午前１１時１５分 

○勝又委員長 

再開いたします。時間も押しています。スムーズに進めたいので、協力のほどよろしくお願い

いたします。それでは生涯教育課２点ほど。よろしくお願いします生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 それでは生涯教育課から２点ほどを提案させていただきます。まず１点目、平成２７年度一般

会計補正予算生涯教育課所管分でございますけども、１６ページから議案のほう付けております。

御存じの通り、平成２７年度の当初予算につきましては、選挙の年ということもありまして、骨

格予算でございました。６月補正予算におきまして、団体補助、事業補助、さらには必要が生じ

た事業、新規事業等について提案をさせていただきたいと思います。それぞれ学校教育・社会教

育の担当の方から説明をさせていただきます。 



 

- 29 - 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは、私の方から学校教育グループについて御説明をしたいと思います。１６ページをお

開き願いたいと思います。 

まず２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費の奨学資金貸付基金積立事業についてでご

ざいますが、貸付希望者への安定的貸し付けが図れるよう基金の増額を図るものでございます。

現在基金総額は４千５００万円でございますが、これまでの貸し付け等によりまして、平成２７

年３月現在の残高については、約１千万に減少してございます。本年度の就学資金貸し付けが、

現在約６５０万、また今後想定されます入学資金貸付につきまして過去の実績額最大で約１千万

を見込みますと、資金不足の状態となりうることから、今回増額を図るものでございまして、当

座の安定的資金確保としまして２千万円を更新して計上するものでございます。財源は全額一般

財源となります。 

続きまして、９款教育費、１項教育総務費、１目委員会の視察研修事業につきましては、教育

委員さんの研鑚を深めるため、教育先進地への研修視察を行うための旅費等を計上するものでご

ざいます。道内における１泊２日につきまして、教育委員及び随行職員の旅費及びレンタカー代

などを通しまして４７万７千円を計上するものでございます。財源は全額一般財源となってござ

います。 

続きまして、９款教育費、１項教育総務費、２目教育諸費におきます教職員住宅修繕事業及び

教職員住宅の備品購入事業つきましては、教職員住宅の修繕計画に基づきまして、老朽化しまし

た住宅の修繕及びボイラーの更新を図るものでございます。修繕における対象物件につきまして

は、清里小、江南小１戸の計３戸、またボイラーにつきましては、合計５棟の経費としまして修

繕におきまして４８３万。ボイラー更新につきましては１２９万円を計上するものでございます。

財源につきましては、全額一般財源となっております。 

続きまして９款教育費、１項教育総務費、２目教育諸費の新入学児童年金贈呈事業につきまし

ては、２８年度町内各小学校を入学児に対しまして、学用品の格差解消及び保護者負担の軽減を

図るためランドセルを支給するものでございます。予定としまして３４名分の経費、１２５万６

千円を計上するものでございます。財源は一般財減となってございます。 

続きまして９款教育費、１項教育総務費、２目教育諸費の特色ある学校づくり推進事業につき

ましては、学校の伝統や校風、地域の特性を生かした創意ある教育活動展開し、特色と魅力ある

学校づくりを推進するための交付金としまして、各学校分１１０万円及び連携推進分として５０

万円の合計で１６０万円を計上するものでございます。財源は一般財源でございます。１７ペー

ジをご覧いただきます。 

続きまして、９款教育費、２項小学校費、１６学校管理費の憩いの広場看板撤去事業につきま

しては、清里小学校いこいの広場入口に設置してあります看板が老朽化し、倒壊のおそれがある

ため安全確保のため看板を撤去するものでございます。撤去に係る工事としまして、１３万円を

計上するものでございます。財源は全額一般財源でございます。 

続きまして、９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費の光岳小学校複写機借上事業につき

ましては老朽化し、使用不能となりました複写機の更新を行うもので、機器及びメンテナンス費

用、トナー等につきましてのリースにより調達するものでございます。複写機１台の借り上げ経

費としまして、本年度は、月割分の経費として２０万円を計上するものでございます。財源は全

額一般財源となります。 
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続きまして９款教育費、２項小学校費、２目教育諸費の小学校情報端末機器整備事業及び２つ

下ですが、３項中学校費、２目教育諸費の中学校情報端末機器整備事業につきましては、各小学

校中学校におきまして、タブレット端末を整備し、時代環境の変化に即応した教育環境を推進す

るものでございまして、本年度は先行しまして、清里小学校及び清里中学校の特に特別支援教育

をサポート重点としまして、機器ソフトウエア及び周辺環境の整備を行うものでございます。導

入に関しては、それぞれ１０台ほどの機器及び周辺環境の整備などといたしまして、小学校にお

きましては３９８万３千円、中学校におきましては、４０１万７千円を計上するものでございま

す。財源につきましては全額一般財源となっております。 

９款教育費、２項小学校費、２目教育振興費、緑地域山村留学推進協議会補助事業につきまし

ては、山村留学事業を実施しております同協議会に対する運営費を補助するものでございます。

現在、全校児童の１２名のうち、山村留学児童は７名となってございます。これら運営に係る事

務費、会議費等の経費としまして１３５万円を計上するものでございます。財源は全額一般財源

となります。 

続きまして、９款教育費、５項保健体育費、５目学校給食センター費の給食センター調理場修

繕事業でございますが、調理環境の向上を図るため調理場等の床の補修並びに設備環境を改善し、

調理作業の効率化及び安全性の向上を図るものでございます。フードスライサー台取替などまた

調理上床の平準化などの費用としまして、総額１０２万７千円を計上するものでございます。財

源は全額一般財源となっております。 

以上学校教育グループ分でございます。続きまして社会教育グループ分の説明となります。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 次に社会教育関係の補正予算概要についてご説明いたします。初めに４項社会教育費、２目生

涯教育費の各種社会教育関係団体の補助についてご説明いたします。 

１８ページ連合青年団から１９ページ２段目文化連盟の補助事業につきましては、各団体の活

動支援といたしまして、昨年同額の計上をしてございます。 

次に１９ページでございます。ステージ公演補助事業でございます。町民の皆さんに優れた芸

術文化の鑑賞機会を提供するということを目的として、２公演の実施を本年度計画しております。

３００万円の補助を計上してございます。 

次に学童保育事業でございます。児童の放課後活動の充実それから保護者が帰宅するまでの保

育支援として実施しておりますが、今年度利用児童数増加に致しまして、そのために指導員の勤

務時間を増やして対応してまいりたいと考えております。そのための費用といたしまして臨時職

員賃金及び社会保険料といたしまして１７８万２千円を計上しております。 

次に各種大会等参加費補助でございます。これにつきましては、２２ページの事業概要でご説

明いたします。本事業は２つの性質の補助金からなっております。１つは①でございますが、町

民が文化、スポーツの大会等に参画するための経費を補助するものです。この大会につきまして

はあくまでも予選を勝ち抜いて参加する全道及び全国大会への補助でございます。補助内容につ

きましては、旅費交通相当分については、宿泊あり・なし。道内・道外。それぞれ記載の相当に

定めてございます。参加料につきましては全額としております。次に②番目のスポーツ指導者育

成研修会等への参加経費補助でございます。これにつきましては、本町のスポーツ少年団並びに

体育協会加盟団体に所属するスポーツ指導者及びこれから指導者になろうとする方を対象として
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おります。補助内容のうち、旅費、交通費相当分は①と内容が同じでございます。参加料につき

ましては、資格の登録料、認定料等を除く参加負担金につきまして、全額補助をしてまいりたい

と考えてございます。以上が本事業の概要でございまして、本年度につきましては５０万円の予

算を計上してございます。 

では補正予算概要１９ページにお戻りください。一番下になります。ここからは１目社会教育

総務費でございます。初めに臨時職員の雇用事業１４８万６千円でございます。本事業につきま

しては、５月２０日付人事異動によりまして生涯教育課の社会教育グループが１名減となりまし

た。そのことによりまして、当初総務課の予算を緊急的に使うことで臨時職員を探しておりまし

たが、現在まで見つかっていない状況でございます。そこで改めて教育委員会で予算を確保した

上で、採用を進めてまいりたいと考えております。臨時職員の募集は１５日付の広報お知らせ版

で行うこととしております。 

では次のページを開きください。３目生涯学習総合センター費プラネットトイレ改修事業でご

ざいます。平成９年にオープンいたしましたプラネット９７、トイレは和式が中心となってござ

います。そこで利用者の利便性を図るという観点から館内にありますトイレのうち、６ヵ所和式

トイレを洋式に改修してまいります。予算は工事請負費といたしまして１５０万円を見込んでお

ります。 

次に５項保健体育費、１目保健体育総務費合宿費用の支援事業でございます。本事業は質の高

い文化スポーツ団体が本町で合宿することにより、町民の文化スポーツの振興を図るということ

で実施をいたします。予算の内訳につきましては、報償品としまして合宿に来られた方々に人数

と宿泊日数によりますが、１泊につき千円の買い物カードを配布するものといたしまして、その

経費を８０万円。誘致に係ります説明会等の参加の職員の旅費といたしまして４３万円、来町者

への地場産品の提供、それから説明会等のお土産代といたしまして２０万円を見込んでいるとこ

ろでございます。 

次に斜里岳ロードレース実行委員会補助事業でございます。本事業は、本年で３８回を数えま

す斜里岳ロードレースでございますが、ハーフマラソンを追加しリニューアルしてから、今回で

３回目の改正となります。本年は９月２０日に開催を予定しておりまして、その運営経費として

３００万円の補助をするものでございます。次にスポーツ関係の団体補助でございます。スポー

ツ少年団協議会、それから、体育協会の補助でございます。それぞれの団体の活動の補助といた

しまして、昨年と同額をそれぞれ計上してございます。 

次に２款総務費、４項庭園のまちづくり事業費、２目花と緑と交流のまちづくり事業費でござ

います。高校生海外派遣研修でございます。本年は清里高校の１年生を対象といたしまして、姉

妹町であります。モトエカ町の訪問中心としたニュージーランド研修を予定しております。本年

１２名の生徒２名の引率教員、１名の随行職員を派遣することを予定しております。 

最後に町民海外派遣研修でございますが、国際的な視野を広め、地域課題まちづくりを永続的

に発展させる人材の育成を目的として実施してまいります。参加者１名当たり３０万円を上限と

いたしまして、６名分、１８０万円を参加補助として計上しております。 

以上で社会教育関係の説明をおわります。 

 

○勝又委員長 

 平成２７年度一般会計補正予算学校教育グループ、社会教育グループからのそれぞれ説明がご
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ざいました。委員の方から何かございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 小学校と中学校合わせて２０台のタブレットを導入することで８００万円ほどの予算が挙げら

れておりますけども、このタブレットの機器を導入する効果というものをちょっとお聞かせ願い

たいのと、来年、再来年、この先も続けて導入して行くのかっていう。 

 

○生涯教育課長 

清里小学校と清里中学校タブレット導入の関係でございますけども、今の時代ＩＣＴの環境が

学校現場におきましても、重要を増すというところでございます。今後清里町におきましても情

報教育を推進していきたいというふうに考えてございます。現在このあわせて２０台の導入につ

きましては、先ほど総括主査の方からも説明ありましたが、特別支援学級の関係につきまして、

まず、導入の方をモデル的に中心に考えていきたいと思っています。特別支援学級つきましては

特に視覚的な効果を考えまして、その辺ですねタブレット端末を使ったソフトを導入しまして、

教育環境を進めていきたいというふうに思っているところでございます。また来年以降につきま

しては、今年度モデル的に導入いたしますので、その効果等を見まして、学校現場と相談しなが

らタブレット端末の更なる導入等検討していきたいと考えているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 いいですか。他、委員さん。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 すいません２０ページ。合宿費用支援事業ですけれども、先程報償品として人数まで述べられ

ていた８０名ということですけれども、これ陸上の東大のことなんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯教育課長 

 合宿の経費でございますけれども、今現在この経費が使われているのは東大の陸上部の関係が

主なんですけども、それにこだわらず合宿関係の要綱がありますので、それによりましてスポー

ツ文化、町内に３泊以上５人以上の団体ですね。それが合宿していただいた場合に、助成支援を

していきたいということで、この合宿誘致事業を展開しているところであります。東大につきま

しては過去平成３年ぐらいずっとやっていただいておりまして、その他にも合宿をやっていただ

いておりますけども、中学生高校生のバスケットとかバレーとか２泊ですとか該当はしていない

んですけども、公共施設を無料で開放したりしています。そういう支援で対応しているところで

ございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 今の３泊以上。たいへん申し訳ない初めて知ったんですけれども、２泊とかバスケットもあり

ますが今までもそれなりの支援、公共施設を開放する等の支援は普通に無料でやっていると。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 宿泊日数が足りない団体、特に中学生高校生の学校等の合宿につきましては、特に宿泊につい

てはプラネットを利用しておりますので、そこを無料開放したり、その他スポーツ施設トレーニ

ングセンターについても、無料開放ということで支援をしております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さん。池下委員。 

 

○池下委員 

 １６ページの奨学資金の貸付のことで、２７年度の修学資金貸付予定が６４８万円。入学資金

貸付が１千万ということですが、２６年度はどういった実績になっているか。もしわかれば。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 ２６年の実績でございますけども入学資金の貸し付けが４名で３３５万１千円。短期大学・大

学等の貸付けが１０名で４６０万。合わせて７９５万１千円の貸付けでございます。 

 

○池下委員 

 これは、修学資金と入学資金両方合わせて。それと２０ページの高校生の海外派遣研修事業で、

今回１２名ということで、随行ということでプラス３名。今聞いたんですけれど、これは全員連

れて行くということなんですけれども、これはもう希望を取っているということですか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 高校生の海外派遣研修の対象については、清里高校１学年全員が対象ですけどもあくまで希望

者ということで、研修の方に参加しているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下議員。 
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○池下委員 

 全員ということですけど、話を聞いていると行った先のニュージーでホームステイをしていた

という経緯がありました。去年ホームステイではなく、全員が同じところで泊まって活動をした

ということで、帰ってきてからすごく皆さんが喜んでいた話を聞いています。実はあのホームス

テイは嫌だって言うんです実際。今後行くんですけれども、今回はどういうふうな形になってい

るんでしょう。 

 

○生涯教育課長 

 今、池下委員おっしゃられたとおり、昨年につきましては、当初ホームステイを予定したんで

すけども、モトエカ町側の都合等もありまして、ホームステイではなくて、ホテルのようなとこ

ろに宿泊になりました。今年度につきましては、ホームステイで今のところ予定をしているとこ

ろでございます。 

今池下委員言われたとおり昨年ホームステイでなくて良かったという意見もあるかもしれませ

んけども、過去やはり最初はみんなホームステイ嫌だっていうことを言うんですけども、帰って

きたときには、やはり一番想い出というか為になったのは、やはりホームステイだという意見を

聞いておりますので、その辺今回につきましても、ホームステイを中心にモトエカのほうと調整

しているところです。 

 

○池下委員 

 もう１点ですね。１６ページの教職員住宅事業ですね。今回３件で４８３万円なんですけど、

当初予算で修繕料１０６万円見込んですけども、１０６万円プラス４８３万と捉えて良いのか。 

 

○生涯教育課長 

 当初の１０６万円の修繕費については、小破修繕ということで、今回は６月補正の４８３万円

につきましては、平成４年の建設が２つ、昭和６２年建設の住宅でございますけども、それにか

かる外壁、それから屋根等の修繕でございます。 

 

○池下委員 

 その中で清里小学校が２戸と江南小学校が１戸入っているんですけど、江南小学校は、どこの

先生が入っているのか。 

 

○生涯教育課長 

 現在は清里小学校の事務職員が入居しております。 

 

 

○池下委員 

 清里小学校の事務職ということなんですけれども、小学校の周りにも職員住宅があるんですけ

れども、そこは全部埋まっているからそこに行っているのか、それとも開いているけども入れる

状態にはないのか、いかがですか。 
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○生涯教育課長 

 現在、清里小学校周辺の教職員住宅については、全部入居している状況です。 

 

○勝又委員長 

 はい田中議長。 

 

○田中議長 

 ２点ほどお聞きしたいと思います。今回各種大会等の参加補助となっている訳ですけれども、

今まで中学校や高校は、全国大会というのは、なかなか人数も少ないけれども、全道大会も助成

するという。だいたいどれぐらいの人数想定しているのか。 

 

○生涯教育課長 

 この全道全国大会ですけども、あくまで地方の予選を勝ち抜いてとかそういうような大会に参

加する団体なり個人の方に、今回助成をしたいということで提案をしているところでございまし

て、現在想定されるのが例えば野球のチームですとか。５０万円を今回提案させていただいてお

りますけども、道内全道大会で宿泊なしが１０名。それから宿泊ありが１０名程度ということで

３０万円。それから道外の全国大会でございますけども、だいたい２～３名程度ということで、

４１万円の各種大会参加費補助をみているところでございます。全道大会が２０名ほど、全国大

会２～３名みているところでございます。 

 

○田中議長 

 これ過去にはこういう補助もやっていたかと思うんですけれども。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 過去は、参加に係る旅費等の助成は多分やっていないんじゃないかと思います。全道大会に行

く場合の生涯教育バスの利用について支援した経過があるかなというふうには、思っています。 

 

○田中議長 

 これ助成の要綱等みると、旅費については謳ってないんですか。この１日１万円とかの縛りの

中で助成するんですか。 

 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 対象経費は、旅費、交通費ということで考えておりまして、宿泊なしの場合と宿泊がある場合
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ということで、１人１日道内でしたら２千５００円。道外が１日１万円ということで、旅費、交

通費も含めた中の一部助成ということで、考えている状況です。 

 

○田中議長 

 それと町民海外派遣事業なんですが、一般町民が近年これ参加しているのを聞かないんですが、

近年の状況は。 

 

○生涯教育課長 

 近年の状況でございますけども、平成２３年度６名、平成２４年度が０名でございました。平

成２５年度が７名、昨年平成２６年度は参加者０名ということでございました。 

本年また同じように３０万×６名ということで提案させていただいておりますけども、本年に

つきましても自ら学ぶ、自ら企画する研修への参加費「まなびすとの研修」ということで考えて

いきたいと思いますけども、それとあわせまして一昨年企画しましたモトエカ関係含めまして何

か企画をしながら、このまなびすと、町民会館研修事業の方を検討しながらすすめていきたいと

いうふうに思っているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。無ければ、一般会計補正についてを終わりたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 ②番清里高校支援対策事業の見直し案について。 

 

○生涯教育課長 

 ②の清里高校支援対策事業見直し案についてということで、この議案の２３ページをご覧いた

だきたいというふうに思います。 

見直し案について協議していきたいと思いますけども、先の５月２７日開催の総務文教常任委

員会におきまして、３月及び４月に実施いたしました清里町並びに来年度から高校のほうが募集

停止となります小清水町の中学生及びその保護者を対象にしました高校進学に関するアンケート

調査結果報告をさせていただいたところでございます。その結果につきましてはまだ現状では、

進学先がわからないという回答が一番多かったわけでございますけども、清里高校への進学希望

が清里中学校の１年生から３年生合わせまして２６人、１学年にすると８人から９人。それから

小清水中学生の１年から３年までについては、３人という非常に厳しい結果であります。また高

校を選ぶときに重視することという問いの回答では、清里中学生、小清水中学生とも進学に有利、

通学に便利、部活動の充実が上位の回答でありまして、その後が、費用がかからない、就職に有

利という結果でございます。それから、どうしたら清里高校を希望するかという設問に対しては、

清里中学生と保護者の回答では国公立進学率のアップ、町外からの生徒を増やす、部活動の種類

を増やすという回答が上位を占めておりました。そのあとに教科を増やすとか給食の実施という

のが結果でございました。小清水町の中学生と保護者では同じく国公立進学率のアップ、小清水

からの通学を支援する、部活動の種類を増やす。その後に、教科を増やす。給食の提供、金銭的

な支援を増やすというような回答でございました。なお、小清水からの通学支援の方向につきま
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しては、バスの運行を求めるという声が圧倒的に多かった状況でございます。 

以上のようなアンケート結果も含めまして、５月中に清里高校と協議、それから６月の４日に

は教育委員会の開催、同日には教育委員と清里中学校、清里高校の校長先生、教頭先生で組織い

たします清里高校支援連携会議を開催しまして、その後町長とも協議を行い、平成２８年度以降

に向けた清里高校の具体的な支援策につきまして、検討を行ったところでございます。それぞれ

の会議で出席者から御意見をいただきましたので、それをもとに支援策をまとめております。先

ほど言ったとおり、今の進学希望先はわからないと回答した生徒が多かったわけでございますけ

ども、その生徒をいかに清里高校にきてもらえるかという点でこの支援策を纏めたところでござ

います。 

この支援策でございますけども、まず１点目小清水からのスクールバスの運行でございます。

やはりアンケート調査の回答結果にもありましたけども、生徒数を増やすことが適当と考えてお

りますので、まずは平成２８年度に小清水高校が募集停止となりますので、小清水からの生徒を

確保することで生徒を増やしまして、地元とか清里中学校からの進学率アップにつなげていきた

い。またバスの運行を希望するという声が多かったということでございますので、バスの運行を

検討しているところでございます。先の委員会でもご意見ありましたが、ただバスを出せば良い

というものではないというふうに考えておりまして、通学利便性を考えた路線、手法の検討が必

要と考えておりまして、現在のスクールバスの線の見直しも含めまして、小型車の導入を行いま

して、町内中学生スクールバスとの併用によります効率的な運行を行うことが必要であると考え

ております。現在年間の経費としまして、概算でございますけど１０人乗車の車両が約５００万

円。２５人乗りの車両が約８００万円ということで、運行につきましては、朝１便、夕方２便の

予定でございます。ただこのバスを運行しても本当に少数、一人、二人の場合は、バスの運行は

本当に必要かというふうになりますので、今後小清水側と連携をとりながら、小清水中学生の具

体的な意向調査を行っていきたいというふうに思っているところでございます。 

次２つ目ですけども、国公立大学の入学者に対する入学金及び授業料の制度でございます。ア

ンケートの結果でもですね。公立大学への進学率アップという声が非常に大きかったということ

で、国公立大学の入学金平成２７年の金額ですけども、２８万２千円。年間の事業量が５３万５

千８００円。併せまして初年度経費８１万７千８００円を助成するというものでございます。 

③次も生徒数を増やすための支援策でございまして、町外からの成績優秀者に対する交通費Ｊ

Ｒ運賃相当額の助成でございます。条件としまして、過去にもこの通学費助成を実施しておりま

したが、過去は誰でもＯＫということで学校先生が、町外からの生徒への指導が大変だったとい

うこともありまして、今回入学後の平均評点３．５以上の生徒を対象にしたいというふうに考え

ております。年間の定期代が斜里町からでしたら７万円、網走からだったら１６万円ということ

で、積算をしているところでございます。 

続きまして、通信制受験予備校の受講料の補助金でございますけども、これにつきましては、

大変評判の良い東進ハイスクール等の在宅の受講コース。要するに自宅で予備校の授業を受けた

いときに、いつでも自宅で受けられる。例えば登校前とか、帰ってからとかですけども、それに

かかる受講料の助成でございます。受講コースによりますが、入学金が３万３千円。年間講座受

講料が８万２千円程度ということで、１１万５千円程度かかると積算しております。 

次アンケートでも一部希望がありましたけども高校への給食提供ということでこれは希望者で

ございますけども、１食当たりの食材費は個人の負担というふうになります。これにつきまして
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は、給食提供に係ります備品の整備費ですとか調理配送業務の委託料増額があるというふうに思

います。給食費の徴収方法等、今後検討していかなければならないというふうに思います。 

次就職の支援策になりますけども、まず⑥地元企業就職への清里高校枠の設置でございます。

これも今後細部を詰めていかなければならないかということで、要検討としておりますけども、

例えば役場・農協・信金等への受け入れ企業に対します奨励金の支給ということで、１年間月額

２万円程度ということで、町内事業所への就職促進と町内事業所の雇用促進であります。そこか

ら下については、追加の施策でございます。 

⑦番英語教育の推進強化としまして、ＡＬＴ外国語指導助手の積極的な活用。複数の採用によ

る授業の充実でございます。複数採用しまして、１名程度高校に常駐させ、高校の英会話クラブ

等の設置に指導助手の方、利用していきたいと考えております。経費としまして、ＡＬＴ１名増

額に係る人件費約４００万円程度かかるというふうに思っております。それから、交換留学の促

進ということで、長期留学生の受け入れ及び派遣の関係でございますけども、受け入れ先の確保

と対策としまして、受け入れ家庭がない場合に、町内民宿等も活用。派遣留学生に対する費用の

全額助成ということで、現状の交通費ですとかホームステイ代の一部補助を全額助成にしたいと

いうふうに考えてございます。その経費としまして、交通費約５万円の増額＋ホームステイ代補

助額３万円の増。現在５万円が８万円ということで、経費の負担減というふうに思ってございま

す。 

続きまして⑧活動の支援強化の関係でございますけども、これにつきましては町内外からの定

期的な優秀な講師を招聘しまして、指導の充実を図ることでございます。現在吹奏楽とバスケッ

トボールを中心に行っておりますけども、それに加えまして人数が増えております中学校でも、

部活が設置されましたが、バトミントンにつきまして支援をしていきたいというふうに思います。

また部活におきましては、中学校の部活との連携、合同練習ですとか隣りの小清水中との連携等

図っていきたいと思います。 

⑨奨学金制度の拡充でございます。これについても今後細部を詰めなければならないというこ

とで要検討にさせていただいておりますけれども、給付型奨学金返済の必要の無い給付型奨学金

の創設。また過去に行っていました医療福祉、奨学金の復活、地元就職による返還免除でござい

ますけども、これにつきまして進めていきたいというふうに思います。 

それから１番下、支援策を今回総合的に抜本的に見直すということで、廃止政策としまして入

学時に必要であります制服、教材等にかかります入学支度金の補助一人１０万円でございますけ

ど、これについては、見直しということで廃止をしていきたいということでございます。２４ペ

ージは、現在行っております清里高校総合支援対策事業でございます。先ほど説明しました入学

支度金補助が４番にありますけれども、現在行っている支援対策事業については、引き続き行っ

ていきたいと思っているところでございます。先程言いましたとおり、特に⑥の地元企業就職へ

の清里高校枠への設置。それから⑨の奨学金制度の拡充につきましては、今後要検討ということ

で再度詰めていかなければならないと思っているところでございますが、その他の支援策につき

ましては、出来ましたら、今後中学校の説明会等も始まりますので７月以降なるべく早い時期に

支援内容をＰＲができればというふうに思っているところでありますので、この支援策につきま

して、委員各位の忌憚のないご意見をいただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 ただいま生涯教育課より、清里高校支援対策事業の見直し案について説明がございました。委

員の方から質問等ございましたら承ります。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 前回の会議の中で、アンケート結果について説明していただきましたけれども、そのアンケー

ト結果を踏まえた改革案ということで１歩踏み込んだ良い改革案が出てきたなというふうに思い

ます。あとはこの改革案をどうやって有効に知らしめながら、各学校からどうやってたくさん来

てもらうかという活動が大事になってくると思うんですけども、子供たちの目線と言いますか、

子供たちにとって清里高校が魅力ある学校であるかということを子どもたちにわかってもらう。

子供たちの将来の大学、または社会に出た時に夢を叶えるために、清里高校で夢を叶えるための

学習体験が出来るんだって言うことを子どもたちによくわかってもらえるようなこれが一番柱で

あって、忘れてはいけないことだと思うんで、そこを忘れないで後は、先ほども言いましたよう

に、いかに各中学校での清里中学校、小清水中学校、斜里中学校、網走も含むかとも思いますけ

れどもたくさん足を運んで、その説明働きかけをたくさんやってほしいなというふうに思います。 

ちょっと、気になったことなんですけども、交換留学の促進で受け入れ家庭がない場合に、町

内民宿等を利用したいということですけれども、留学生は子どもなんですね。１５歳から１８歳

程度の子供が来るわけで、やっぱりきちんとした家庭で面倒見てあげるということが大事だと思

うんで、受入れ家庭が無いから民宿という考えでなく、受けてもらえる家庭を増やすような活動

というのも大事かなと思うんで、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 堀川委員言われたとおり、まず、この支援策が子供たちのためにつながる施策であるというこ

とを肝に銘じて進めていきたいというふうに思っております。各中学校等の説明会につきまして

は、高校の説明会が６月中後半からも始まっていきます。７月以降、何回か行うということでご

ざいますけども、一度に限らず何回も足を運んでですね。清里高校に来ていただけるような方法

をとって頂きたいというふうに思っているところでございます。 

特に小清水につきましてはバスの関係もありますので、意向調査も含めまして何度も足を運び

たいと考えているところでございます。それからホームステイの関係でございますけども、受け

入れ先について、大変苦労している状況ではございますが、一番いいのはこちらとしてもホーム

ステイかなというふうに考えてございます。今後受け入れのホームステイの家庭を増やすための

いろんな方策等考えていきたいと思いますけども、これについては、本当にいない場合について

もこういうことも考えていかなければならないかと思っている部分もありましたので、書いてお

りますけども、基本的にはホームステイの受け入れ先を増やす様な形で検討していきたいという

ふうに考えています。 
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○勝又委員長 

 良いですか。ほか、委員さん池下委員。 

 

○池下委員 

 ②と③についてお伺いしたいんですけれど、③については、町外からの成績優秀者に対する交

通費。これ優秀でなかったら出さないということなんですか。いろいろな子どもが来るわけでし

ょう。どうして色分けするの。 

それと２番の国公立大学入学者に対するこれどうして国公立だけなの。私立だったら半分出し

ますよとか無いんですか。その辺２点について聞きたいんですけど。はい。教育長。 

 

○教育長 

 ②③の支援の内容でございますけれども、アンケートの調査の中で、こちらの問いかけとしま

して国公立大学の進学率というところを項目としてあげていますから、いろんなそういった優秀

な学生を集めたいということでのやり方があろうと思いますけども、やはり今現実に清里高校か

ら卒業して、近年国公立大学になかなか入る生徒がいないことになっています。で、私立大学な

り専門学校にはそれなりに頑張って推薦等も含めて入学をされております。そこで優秀な子ども

たちを集めて魅力を高めたいためのインセンティブとして、国公立大学に着目をして助成をして

いくということで、まずやっていきたいというふうに考えています。この全般的な支援につきま

しては、３年ごとの見直しをかけてやってきておりますので、そういったところを今後３年間の

施策をうった結果によって、またいろんなやり方をしていかなければならないと思うんですけど

も、まずは対外的なインパクトも含めてやはり国公立というところを限った中で、今回やってい

きたいというふうでございます。 

関連しまして③も先ほど課長からも答弁しましたが、過去に交通費、制服等全額助成をした中

で、指導に苦労をする生徒が多かったという現状がございます。逆に高校を運営する上で人は集

まるけれども、他の生徒全体像を含めた影響等勘案しますと学校全体としてはどうなのかという

議論がございまして、そういったところをある程度優秀な子と言いますか、これはもうある程度、

一定レベル普通っていう言い方が良いかわかりませんが、それ以上の子を集めて全体的なレベル

アップを図り、高校の魅力を高めていきたいということの施策でございます。これも３．０が良

いのか、４．０が良いのかという、いろんな論議は当然前段階でもございましたので、そういっ

たところは、今後また実施をして、見極めながら改正が必要であれば、違うやり方をということ

も含めてい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。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 考えとしては凄くわかるんですけど、実際に国公立にほとんど行ってないっていうのが現状だ

と思うんですよ。そういった中でレベルアップをしていきたいということで、今後そういうふう

にしていきたいという発想のもとからこういうふうになってきたと思うんですよ。そういったと

きにそうでない子たちが、逆に清里高校じゃあ行かないわっていう子が出てくる可能性もある。
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この施策によって、うちの高校の受験する子が増えてくれればすごくそれは良いことなんです。

けれども逆にマイナスになってくる時にもとに戻そうとしても、なかなか戻らないと思うんです

よ。それで道教委の方も入学者が２０人を切った場合は、たとえキャンパス校であろうとも変え

ますよという道教委の方で発表していますので、こういったことが、レベルアップにつながるっ

ていうことはすごく良いことだと思うんです。逆に変な方向に向いていかなければいいかなとい

うふうに私は思うんですよね。やはりこうやってみると何でそんな色分けしちゃうのっていうふ

うにちょっと見えたもんですから。ちょっと言わせてもらったんですけども。色んな考えがある

と思うんですけどね。 

 

○教育長 

 近年の清里高校への入学者、町外からの入学者につきましては徐々に減っている傾向にござい

まして、今年は２名小清水からおりまして、昨年は斜里からも５名来ているという状況ではあり

ますけれども、小清水の生徒に対しましてはバスの運行をしますので、それに乗る分については

当然成績関係なく乗れるということがありますんで、その他斜里町ですとか網走市ですとか、そ

ういう町外からＪＲ等公共交通機関を利用する場合の助成が３，５以上ということでございます。

ですからできるだけ、そういう先程も申しあげましたけども人をたくさん集めるっていう中で、

小清水町からやはり何とか人を集めたいことと、他の町からもある程度成績のある子は清里高校

にきていただきたい。そして当然国公立の施策をうっても、なかなかすぐ効果が出るっていうの

は難しいかもしれませんけれども、これによってじゃあ南ヶ丘とか他の高校へ行って国公立を目

指したいという生徒が清里高校に入ってもらえれば、それが全体的なレベルアップで高校全体の

魅力を増すということにつながるというふうに思いますんで、このへん状況を踏まえながら先ほ

ども申し上げましたけれども、この施策を３年やってみなければ、なかなか結果というのが、見

えてこないというふうに思っております。その中で見直しをかけながら次の段階へ進めていきた

いというふうに思っているところでございます。 

あと先ほどの堀川委員からもございましたけども、ＰＲ全般につきましても、できるだけ早め

にしていくということと、これも今年度だけじゃなくて３年間なり今後高校をやっていく上では

常にＰＲをしていきながらやっていきたいというふうに思っておりますので、委員各位の皆様か

らもその都度御意見をいただきながら、また状況も報告しながらいきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 はい副委員長。 

 

○加藤副委員長 

 支援の見直しというのは、清里高校存続が第一だと思うので、今言われていたその定員２０名

割ってしまう、あるいは清里中学校からの過半数以下になるとっていう問題がある中で、この一

番下に書いてある入学金支度金の廃止。この辺の兼ね合わせというのも、総額予算の問題がある

からしたのか、この辺の考え方は基本的にはどういうふうに捉えていくのかなって。小清水以外

の人が清里に来る場合の交通に対する助成の考え方も一つですよとこういう形があるんですが、

その前提にある清里高校を存続するという大前提には、清里中学校から５割以上の人が入学して
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いただきたいという思いの中で、支援策を外すという最大の根拠は、過半数は間違いなくこれか

ら大丈夫だという判断に至ってくるのか、優秀な生徒をとりたいということはわかりますけども、

その前に高校がなくなってしまってはどうにもならないっていう問題点があるように思うんで、

その辺の整合性というか考え方の整理はどのようにされたのか。 

 

○勝又委員長 

 はい、教育長。 

 

○教育長 

 当然これから清里高校が存続していくためということでの施策展開をしていくという基本的な

考えの下いろいろと検討してまいったわけでございますけれども、入学支度金の補助の廃止につ

きましては、全体的な予算のこともございますけれども、アンケート調査の中でも単純な金銭的

な助成が必要だという意見はそれほどないというのが実態でございまして、やはり保護者の意見

としても、アンケートの集約には載せてないんですけども、高校を選ぶのに誰が選ぶのかという

項目があるんですが、ここはやはり本人の意思次第だというところでございまして、一部先生で

すとか、周りの方にも相談をするにしても最終的な選択は本人が行きたいところに親は何とかし

てやりたいという気持ちがございます。そういった部分でこの入学支度金、誰にでも入ったら当

たるというようなそういった施策ではなくて、魅力ある中身でもって清里高校に来てもらいたい、

優秀な子に来てもらいたいということで、いろんな施策を考えていきたいと。 

まず小清水から人をなんとか集めてですね、それで町外から生徒が増えることによって、地元

の子がいろんな人との交わりが出来て、地元の子も清里高校に目をむけてもらえるようにという

ことで考えておりますので、バスの運行とか金銭的な負担が大きくなるというふうに思いますけ

れども、それは最終的には地元の子が行きたくなる高校にするためによそからも人を入れていく

んだということで、御理解をいただきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいた

します。 

 

○勝又委員長 

 はい。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 今の教育長の答弁の中にあった予算的な面があるという捉え方は、私は修正すべきだというふ

うに思うんで。出来ればもう３年間は、支度金制度をそのまま持続して、例えば今教育長が言わ

れた小清水からもたくさん来る、そして国公立大学の入学金授業料の問題等の成果が出てくる時

点になったときに初めて、この部分については次のステップの支援方策に変えようかっていうこ

とで良いと思うんですが。 

今年度２６年度少なくとも半数入学しなかった。確かに高校に行くのは生徒が決めることです

けども、いろんな意味での要素の１つの中に私は１つあると思うので、町内って決めないで、こ

れは入学した人全部に支度金でというふうにしていけば、その効果の捉え方もあるというふうに

思うので、これは今年度切るんじゃなくて、暫定的に３年間、例えば実際に安定的に清里高校が

可能だってなった時点で切っても、遅くない金額だというふうに思うので、この辺の考え方捉え
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方っていうのはもう一度考えてみる必要があるのかなというふうには私は思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、教育長。 

 

○教育長 

 ただ今の加藤委員の御意見、大変ありがたい意見だなというふうに受けとめております。その

辺再度また協議させていただいて全体の事業規模、予算等も勘案しながらできる限りこの入学支

度金の方も継続できないかどうかってことを検討してまいりたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 もう一点小清水からのスクールバスの運行が、どういう方向でいくのかは、これからいろんな

意味で具体的な部分があるかと思うんですが、学校関係だけでなくてすべての町民対象に病院だ

とか買い物だとかいろんな部分での活用方法によっての可能なのかどうなのか。いろんな部分で、

その有効活用とコストといろんな方面で明るい意味での活用方法をぜひとも教育委員会だけでな

くて、町全体として可能なのかどうなのか、いろんな部分の模索をして進んでいただきたいなと、

このように思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、教育長。 

 

○教育長 

 加藤委員のおっしゃるとおりでございまして、まず清里高校の支援として当然小中学校との連

携も含めて検討させていただきますが、将来的にはやはりそういうコミュニティーバスとかそう

いったことも視野に入れながら、町全体としての交通手段確保にもついても前向きに役場全体の

中で検討していく必要があるというふうに認識しております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他にありませんか。なければ生涯教育課全般を通してありませんか。無けれ

ば、生涯教育課２点終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ここでお昼にな

りましたので昼食ということにしたいと思います。 

 

休憩 午後 ０時１９分 

                                  午後 １時２７分 

○勝又委員長 

 では昼前に引き続き総務文教常任委員会を再開いたします。消防清里分署の関係で、１件。 
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○消防分署長 

 消防清里分署からの提出議題であります、清里分署所管の平成２７年度一般会計補正予算につ

いて担当係長より説明させます。 

 

○消防庶務係長 

 平成２７年度一般会計補正予算清里分署所管分についてご説明いたします。手元の書類２５ペ

ージをご覧ください。 

はじめに上段の清里町一般会計補正予算についてご説明いたします。８款消防費、１項消防費、

１目消防費、１９節負担金補助及び交付金の斜里地区消防組合負担金について１６０万７千円を

増額補正するものです。補正の内訳につきましては、下段の斜里地区消防組合一般会計補正予算

でご説明いたします。 

先に歳出よりご説明いたします。２款消防費、３項常備消防費、３目清里分署費、２節給料に

つきましては、５月２０日付の人事異動に伴う額で５万８千円の減額。４月の昇給に伴う額で１

７万４千円を増額し、１１万６千円の増額となっております。３節職員手当等につきましては、

扶養手当で６２万円、期末勤勉手当で３３万７千円、児童手当で１９万５千円、寒冷地手当で１

６万５千円の合計１３１万７千円の増額となっております。１１節需用費につきましては、人事

異動に伴う活動服の被服の購入、１７万４千円の増額となり、歳出合計１６０万７千円を増額補

正いたします。 

次に歳入のご説明をいたします。１款分担金及び負担金、１項負担金、２目常備消防費負担金

１節常備消防費負担金ですが、歳出と同様１６０万７千円を増額するものであります。以上で説

明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 只今、消防清里分署の平成２７年度一般関係補正予算清里分署所管分についての説明がござい

ました。各委員より質問賜ります。ありませんか。なければ消防清里分署終わらせていただきま

す。ご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは、大きな２番の議会費予算について。 

平成２７年度一般会計補正予算議会事務局所管分について。 

 

○議会事務局主査 

 それでは６月定例町議会に向けまして、ご協議申し上げたいと思います。お手元の議案２６ペ

ージをお開き願いたいと思います。 

今回の補正につきまして、平成２７年度当初は骨格予算編成となっておりますので、今回新た

に未確定であった旅費の追加補正を提案するものであります。一段目、議会費の視察研修事業１

８２万９千円は、記載の内容の議会議員分の旅費１６２万９千円とバスの借り上げ料２０万円で

す。二段目、議会費視察研修随行事業１２万１千円は記載の内容の随行職員分旅費です。詳細を

説明いたしますので、次の２７のページをご覧ください。９節旅費、費用弁償の補正の主な内容

の内訳をご覧ください。北海道議会議員研修４１万７千円、町内所管事務調査６６万６千円、新
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人議員研修会１４万７千円、市町村アカデミー議員セミナー３７万９千円。合計１６０万９千円

です。 

その下９節旅費の普通旅費の主な内訳をごらんください。これは随行する職員の旅費でありま

す。北海道議会議員研修４万７千円、道内所管事務調査７万４千円。合計で１２万１千円です。 

その下、１４節使用料及び賃借料、自動車借り上げ料の２０万円を足しまして、合計１９３万円

を今回補正で計上いたします。 

また議会費全体の補正後の合計額は４千９１６万円となります。以上で説明を終了いたします。 

 

○勝又委員長 

 只今議会の予算について、２７年度の補正予算計上説明がございました。議員の皆さんから。

池下委員。 

 

○池下委員 

 費用弁償の市町村アカデミーにセミナーが３７万９千円。これ何名見ているんですか。 

 

○議会事務主査 

 ４名分をみております。前までは、２名ずつの８名で４回という形でしたが、昨年の動向見ま

して、開催時期が１月２月と、遅い時期であるにもかかわらず、任期満了が近づいていくよりは、

当初最初に行ける人がいたら、行ってもらって有効に研修の知識を得て活用していただきたいと

思い、最初は４人でつけました。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員 

 ２年で行くことですね。 

 

○議会事務局主査 

 ２年か、行けない人のために、３年にしたいと思っています。 

 

○池下委員 

 了解しました。 

 

○勝又委員長 

 他の委員さんありませんか。 

 

○勝又委員長 

 無ければ議会費予算について終わりたいと思います。大きな３番の意見書の検討について。 

 

○議会事務局主査 



 

- 46 - 

 それでは３番目の意見書の検討について御説明いたします。総務文教所管分は、４件の意見書

が提出されておりますのでご説明いたします。資料が２８ページからです。 

１件目、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

くりや実現を求める意見書案でございます。提出依頼者は清里地区連合 成田典央氏でございま

す。内容につきまして、２９ページをお開きください。 

道教委が策定した新たな高校教育に関する指針に基づく配置計画が進めば、再編、統合、募集

停止を繰り返し、遠距離通学や下宿生活を余儀なくされ、精神的身体的経済的に負担が増大しま

す。また、高校進学率が９８％を超える状況にありながら、北海道の高校の４３％が無くなるこ

とになり、地域経済の衰退にもつながります。配置計画を抜本的に見直し、広大な北海道の実情

に合わせて、すべての子どもの豊かな後期中等教育を保障するために、地域の意見や要望を反映

された高校配置計画をつくり出してほしい等の内容が書かれておりまして、４項目の意見書の内

容となっています。記以下４項目はお読みください。 

２点目、義務教育費国庫負担制度堅持負担率２分の１への復元、３０人以下学級の実現を目指

す教職員定数改善就学保障充実など２０１６年度国家予算編成における教育予算確保拡充に向け

た意見書案です。資料は、３２ページでございます。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。 

まず、これは例年出されている案件なんですけれども表題が長いので確認のもと、前半部まで

を短縮した表題にしたいと思います。意見書の内容につきましては、義務教育の国庫負担制度の

堅持と国庫負担率が現在３分の１に減額されておりますが、これを２分の１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。また、子どもたちの学校地域の特性に合

った教育環境を整備するなどの５項目について国に要請していく内容となっております。記以下

５点は、お読みください。 

次に、地方財政充実強化を求める意見書です。資料につきましては、３４ページです。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。 

子育て、医療、介護など地方自治体が担う役割が年々拡大している中において、地域の財政需

要を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実と地方財政の確立を目指すこと

が必要で、それに見合う地方交付税一般財源総額の確保に向けて国に、６点の項目について要請

をする内容となってございます。記以下はお読みください。 

次の憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回と関連法改正反対を求める意

見書です。提出者は同じく清里地区連合です。資料は、３７ページです。 

歴代内閣は一貫して集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしてきましたが、首相は昨年７

月半数以上の国民が反対する中、憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定を行い、

それをもとに集団的自衛権の行使容認に向けて、自衛隊法や武力攻撃法辞退法の改正など安全保

障制度の整備を進めようとしています。こうした民主主義を揺るがす憲法解釈変更による閣議決

定の撤回を求めるとともに、閣議決定を根拠とした関連法の改正を行わないよう求めるものです。 

以上４件を６月定例会に委員長名での議案提出、また内容のご審議をお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、意見書の検討について。新たな高校教育に関する指針の１番から憲法解釈の集団的自

衛権行使容認の閣議決定撤回、関連法改正反対を求める意見書までの４件意見書が出されており
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ます。 

皆さん、よろしいでしょうか。よろしいですか。はい。それでは意見書を取り扱うということ

で、よろしくお願いします。大きな４番、議会閉会中の継続調査について。事務局。 

 

○議会事務局長 

 はい。それでは議会閉会中の継続調査についてということで、前回の常任委員会におきまして

それぞれ幅広い形で調査できるような内容ということで、今回ここに載せてございます。１番と

して、健全な財政運営と住民協働のまちづくりについて。２番目としまして、地域に根ざした教

育推進について。３点目総合計画重点プロジェクトについて。この関係につきましては第４次総

合計画におきましても総合計画の重点プロジェクトであり、第５次にも継承していくということ

で、以下３点、花と緑と交流のまちづくり事業、健康づくり総合対策事業、子育て支援事業でご

ざいます。この内容で検討していきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 ただいま事務局から説明がございました。議会の閉会中の継続調査ということですけど、３点

総合計画の重点プロジェクト（３）については第５次の総合計画についても同じようなことで継

続していくということですので、一応内容的には幅広い調査を目的にということで、一応テーマ

をつくっておりますんで、こういうことでよろしいでしょうかね。 

はい。それでは継続調査については、こういうことで決めさせていただきます。大きな５番、

次回委員会開催について。 

 

○議会事務局長 

 今のところ、未定となっております。 

 

○勝又委員長 

 次回の委員会については今のところ未定ということです。６番大きな６、その他事務局ありま

す。なし。委員の方から。その他ありませんか。ないですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第４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１時４２分） 

 


