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第４回総務文教常任委員会会議録 

平成３０年 ３月２７日（火） 

    開 会   午前  ９時５５分 

    閉 会   午前 １１時４９分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●生涯学習課 

  ①平成３１年度からの清里高等学校総合支援対策事業について 

 

 

●企画政策課 

  ①新公会計制度に係る財務書類について 

  ②清里町商工振興計画策定委員会設置要綱について 

 

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  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 

■生涯学習課長     原田 賢一    ■生涯学習課主幹    三浦  厚 

■学校教育Ｇ総括主査  新輪 誠一    

■企画政策課長     本松 昭仁    ■まちづくりＧ総括主査 水尾 和広  

■まちづくりＧ主査   田中 誠之    ■まちづくりＧ主任   半澤  忍 

■地域振興Ｇ主任    田巻 宏章 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    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 

 大きな１番。町からの協議報告事項について、生涯学習課。①番、平成３１年度からの清里

高校総合支援対策事業について。はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 生涯学習課からこれまで２回御説明ご協議申し上げております平成３１年度からの高校の対

策事業について、前回２回までは支援の見直しの中身を説明させていただきました。今回は支

援の経過、これを少し御説明させていただきながら、委員各位の御意見、ご協議を賜ればとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

Ａ３の資料をお開きいただきたいと思います。この資料、上段は平成１６年からの支援の内

容、変遷でございます。中段より下、二重線の下でございますが、年度ごとの高校の入学者数

とその内訳。そして特記事項には、その年々にありました出来事について掲載をしております。

また１番下には見込みでございますが、平成３１年以降の中学校卒業者の人数を掲載している

ところでございます。この高校支援対策事業、平成１６年から始まりまして、要綱を設置いた

しております。その目的は二間口を維持するためという目的を第１条に掲げてスタートしてお

ります。なお二間口が維持できない場合は支援を取りやめることができるというふうにも記さ

れていたところでございます。しかしながら二間口が叶わなく、一間口になった段階、平成２

２年でございますが、そこからは入学者数が清里中学校卒業生の半数に満たない場合は、支援

を取りやめることができるに改められ、現在までそのような状況となっているところでござい

ます。 

平成１６年からの支援開始後、平成１７年、１９年につきましては４１名を超え、二間口と

なっております。また平成２０年度には３０名。そして２１年度には一間口、そして地域キャ

ンパス校。２１年が１つのキーポイントになるかと思います。一間口になりました、平成２１

年度に支援内容を精査しております。それと同時に資格取得対策補助。これを開始しておりま

す。また平成２３年にも支援内容を精査するとともに、今度は特色ある学校づくり補助。これ

を開始しているところでございます。そして平成２４年度ここから海外派遣研修事業を高校１

年生全員ということにしているのと同時に、入学支度金を開始しているところでございます。

この間入学者数は平成２７年度の１２名、これが最少の人数となり、だいたい２０名前後で推

移しているのかなというふうに考えます。そして平成２８年度に小清水高校が募集停止。それ
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と同時に小清水町と清里高校の間にスクールバスを走らせました。結果としてここから３０名

代の入学者数を回復したところでございます。今後は今年度末、この３１日を以て小清水高校

が閉校。そして３２年度には網走南ヶ丘高校間口１減という状況になります。以上がこれまで

の支援内容、それから高校を取り巻く環境、状況の変化でございます。 

次に海外派遣研修事業、これにつきまして経過を口頭で御説明をいたします。平成２年にふ

るさと創生事業ということで始まりまして、当初小学生１１名、中学生６名、高校生６名、２

３名をニュージーランドモトエカに派遣しておりました。平成７年からは中高校生に改め、中

学生８名、高校生８名、１６名を派遣しました。平成１９年からは中高各７名の１４名体制で

海外研修事業を行ってきました。そして平成２４年からは高校１年生全員を対象としておりま

す。この平成２４年でございますが、ここはちょうど事業の移行期間でございまして、これま

では２年生を派遣しておりました。そして全員ということになってからは１年生の派遣という

ことになりましたので、この２４年は、２年生は選抜式で７名、そして１年生は全員１６名、

合計２３名をこの年、モトエカに派遣をしております。２年生につきましては、ホームステイ。

１年生につきましてはキャンプ場の利用となっております。その後、平成２５年につきまして

は全員派遣でございますが、ホームステイ２泊とキャンプ場３泊ということでホームステイと

キャンプ場の併用。２６年度につきましてはキャンプ場。２７年度は生徒数が全員で１２名と

いうことでしたので、ホームステイが実施されているところでございます。しかしながら、平

成２８年度には３４名。２９年度は３８名ということで、いずれもキャンプ場の宿泊となって

おります。なおこのキャンプ場での宿泊でございますが、モトエカ町にあります清里との友好

協会。こちらの皆さんが食事を全部作って提供をしていただいているところでございますが、

友好協会、日本と違いまして行政からの支援ございません。１００％ボランティア団体という

中で、現在高齢化、それから新しい会員が集まらないということで縮小傾向にあるというふう

に聞いております。そういう意味でなかなか対応が厳しくなってきていると現地から報告がご

ざいます。 

また高校では、海外研のために本来行わなければならない授業、現在は総合的な学習の時間。

これを海外研修に充てているということでございますが、本研修につきましても、土日を除け

ば６日間。そのほか事前研修も含め、相当数の授業時間をこの海外研に割り当てているという

ことでございます。ここの考え方といたしましては、生徒に対して非常に貴重な体験を積ませ

ることができると考えている一方、通常の教育課程で指導しなければならない内容、その他時

数確保という観点から負担が生じてきているという声を聞いております。 

このような中受け入れるモトエカ側の変化。それから高校側の状況がこのようになってきて

いるところでございます。また前回も御説明いたしましたが、事業の効果を考えた場合やはり

ホームステイが有効であると考えております。もちろん全く効果がないというわけではござい

ませんが、この高校生の海外旅行を実施するために、これだけの課題条件をクリアするという

のは、少し難しい側面があるのかなというふうに考えているところでございます。モトエカと

は常日ごろホームステイについて議論をしているところで、お願いをしているところでござい

ます。先ほど申しました状況があることからなかなか厳しいという意見も来ております。引き

続きモトエカ町とはいろいろ協議を重ねてまいりたいと考えております。 

一昨年ですか、モトエカ町から訪問団が清里に参りました。そのときに私ども事務局、苦労

しましたのが、ホームステイ先が見つからないということでございました。これの１つの理由
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としましては今まで海外研修でホストファミリーの中にホームステイ、お世話になる中で個人

のつき合い、それから家族のつき合いということが広がってまいりました。それがなかなかな

くなってきている中、こちらで受け入れる家庭も少なく、なかなか御理解を得られないという

状況もあるのかなというふうに考えているところでございます。 

以上、今回の提案でございますが、決して事業を縮小するというつもりはございません。形

を見ると、そのように見えるかもしれませんが、あくまでもこの状況の変化に対応をしながら

広く町民を対象とし、そして事業の効果を高める。そこを目指していきたいというふうに考え

ておりますので御理解を賜りたいと思います。 

先ほども申しましたとおり清里高校からも、教育的観点からの効果が疑問視されるという話、

ニュージーランドから帰ってきた後も生徒の変化が余り見られない、見受けられない。そのよ

うな話も聞いているところでございます。このような中行ってよかったと、当然行けば感じる

ということも理解はするところでございます。なかなか当初目的が定まらずに行く。そのよう

な生徒を支援するよりも私ども町立中学校の意欲ある生徒。これも含めた中で支援をしていき

たいというふうに考えているところでございます。町民でありますと、中学、高校と行けるチ

ャンスが２回あるということにもなります。 

平成１６年からいろいろな政策を打ち、そしてスクラップも行いながらここまでまいりまし

た。近年小清水高校の閉校ということで状況が大きく変化しておりますが、スクールバスこれ

を走らせたこと。これが生徒獲得にやはり一番大きな効果を現しているのかなというふうに考

えております。なお来年度の小清水中学校の卒業生でございますが、一番下の表をご覧いただ

きますと小清水中学校４２名ということでございます。今年より１０名以上卒業生が小清水、

多くなっております。逆に清里中学校については１０名程度卒業生が少ない状況となっている

ところでございます。今年度４０名ということで、定員ギリギリ全員合格という状況がござい

ます。当然高校は義務教育でございませんので、選抜され不合格になる生徒も今後現れてくる

のかなというふうに考えているところでございますが、高校支援を増しながら、町民である生

徒が不合格になるという実力が伴わなかったと言えばそれまでなのですが、そのような状況も

今後課題になってくるのかなというふうに考えております。 

以上全体の状況を御説明させていただきました。皆様の御意見を十分お伺いをさせていただ

きたいと思います。そしてそれを踏まえ、これから高校支援連携会議。それから教育委員会議

でこの件再度協議をいたしまして、皆様に御相談をさせていただきたいと考えております。本

日はよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、平成３１年度からの清里高校の支援対策事業についての説明がございました。議員

の皆様から質問意見等を伺いたいと思います。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 前回の説明の中でも、高校海外派遣のニュージーランドについては、一応ここの町の最大の

売りだった海外派遣という旗を降ろしたい、また降ろすのも一つという選択肢が提案されたと

思うんですが、その理由については若干私も違和感を持っていたのですが、色々なお話を聞き

ながら一番大事な生徒あるいは高校の側が臨まないんだという事が一番大事なことなんだろう
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と思うんですね。高校側あるいは生徒側はそれについては、あまり効果と言いますか、受け入

れの姿勢としても、町が言ってくるからという事であるのであれば、これだけ費用をかけて、

それが本当に特徴ある学校づくりかと言うと、やはり疑問だろうと思いますので、この辺は熟

議しなければならない部分だと思うんです。 

ただ、海外に行くという部分は非常に大事な部分があると思うんですね。学校側のいろいろ

な負担・リスクを考えたときに決してプラスじゃないよと言った時に、その生徒方の人生経験

の中で高校に行った、そこで海外に行ったという経験がどういうプラスになるのかということ

が、やはり今後出てくると思う中で、１つの例としてはやっぱり２４年から全員行くようにな

りました。２４年卒業されて今社会人、あるいは大学に行かれていると思うのですが、その人

たちの意見というのも、もし取れたら取ってもらって、本当に経験がどうやって生かされたと

いうか、人生であそこに行ったよという話がこれは歳をとった時にずっと続くんだと思います。

その経験というのは。これってやっぱりその時味合わないと出来ない部分はあると思うんです

ね。やはり海外の空気を吸ってきたよという時のその人の一生に対してどういう影響を与える

かというのは、先生方が今の負担・リスクという判断とは、また別なんだろうと思いますので、

もう一回熟議したいと思いますが、１つ特徴ある中の一番の部分を旗下げますよと。そしたら

特徴あるここの学校はなんだという事をもう一つ掲げなきゃならない部分あるかなと思います

ので、その辺検討したいと思いますけども、ちょっと卒業生その人方の意見というのもちょっ

と聞いてみたいなと思いますので、もしそういう機会があればとっていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただ今、河口委員からのお話でございます。まず１点、決して高校をかばうわけではござい

ませんが、これが大変だからやめてくれと強く言われているわけではございません。ただ通常

限られたカリキュラムをこなす中に、これだけのものがプラスアルファするという中での負担

感があるんだというお話を率直に聞いているところでございます。また完全に旗をおろしてし

まうということではなく、本町が掲げております、国際理解教育。これについては平成２３年

並みの状況に戻していきたいということで、完全に中止をするということではないのでご理解

をいただきたいと思います。 

またアンケートにつきましては、ほぼ町外に行っている卒業生ばかりですので、やり方につ

いては今後検討が必要かと思いますが、まず在校生の部分で既に行った方に対するアンケート

というのは取れるのではないかと考えておりますので、これについては高校と協議しながら調

査をしてまいりたいと考えます。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 課長、今日ですけどね。教育長が来て説明と言った部分なんですけど、その部分については。 

 

○生涯学習課長 

 はい。本日、実を申しますと教育長も一緒に同席してということでございました。大変申し
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訳ございません。学校の方で急な案件がございまして、今そちらの方に校長と対応していると

ころでございまして、私で対応させていただいております。申し訳ございませんが、よろしく

お願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 はい。一応、教育長そういうことで出席されておりません。そういうことで了解していただ

きたいと思います。 

 

○加藤副委員長 

 １番大きな問題は、高校の海外派遣という話になっているんですが、これ２４年から始めた

という関係の中で一番生徒数の少ない大変な時期、存続の問題という形の中で高校生の海外派

遣という形でスタートされてきたんだというふうに思う。 

そういう形の中で今回改正しようとするにあたって、私は中途半端な形というのは避けるべ

きかなと思うんです。高校支援の計画をされている中で海外派遣は残しますよと言いながら、

１０名以下にしたいという表現がある。そして同時にそれは本来の目的である中学生も対象に

したいというふうになって行った時に、どっちがどうなのという形になっていっちゃうと思う

んです。清里の町民を対象にした研修にしていくのか、２４年に変えた高校支援ということは

あくまでも入れるのか、ここをきちんとはっきりさせるべきだと思うんです。高校支援に入れ

ておきながら、今後は定数を減らしますよ、意欲のある人ですよと言って選抜していくという

方法もありますが、行きたいのに行けないという問題もまたいかがなものかと思いますし、い

ろんな現状を考えたときにその部分もある。あるいは財政的ないろんな問題を踏まえていった

時に、受け入れ先のことも考えたときに変更していきたいと言ったときに、やっぱり私はこの

旗を高校支援から降ろすのか降ろさないのか。ここをきちっと選択すべきだと思いますよ。 

高校支援から仮に落とした場合、中学生でも高校生でも良いですっていう年齢制限を設けて、

清里高校に行っている人でも例えば斜里高に行っている人でも、南高に行っている人でも、高

校生で学校が許せば連れて行きますでも良いわけですから。それが基本的に高校支援を残して

おいて、意欲のある人を対象にやると言ったら人数を切るべきでないと。中途半端な形で前に

戻すということは、高校支援ではなくなるんですよ。だからきちっと社会教育で本当にこれを

続けて行こうという方向に変換をしていくのか、高校支援で中身を変えて行くというのであれ

ば、それは結構でしょう。でもその時は中学生がどうのこうのという論戦はすべきではない。

それは社会教育の中で、もう一度きちっと整理をしていくという、この辺の整理をもう少しし

ていくべき環境なのかなと。 

当然のように定数４０という形でずっといくんですが、清里と他町村との生徒の割合におけ

る、交通網の関係というのが非常に大きなウエイトを占めてくるんだと思います。そうすると

そこは永遠と支援をしていき、こっちの分を切っていくっていう。どういうふうにしたらいい

のかという部分で、私はそこで大きな問題点が出てくるんだろうと思います。その辺の考え方

を一番多く通われている他の町村と、生徒の交通網に関する考え方、方向性。そのへんについ

ての協議という全体像をもうちょっと整理をしていかないと、どうなのかなと。そのホームス

テイの問題もキャンプ場の問題もある、いろんなことがあると言いながら、それは中学生を入

れて同じことをしようとしているわけですから。整理をもう１度きちんとされたらいいと思い
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ます。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 今副委員長おっしゃった件でございます。確かにごっちゃにしてしまっているところはある

と思います。と言いますのは、この支援対策事業の要綱に海外研修並びに交換留学というのは

入っておりません。あくまでも社会教育事業の中身を中高７名ずつ、高校１年生の希望する者

に変えただけというのが平成２４年の部分でございました。そういう意味では１度、副委員長

おっしゃるとおり、社会教育事業としての整理をしてまいりたいと思います。本日社会教育委

員の会議もございますのできっちり議論を進めてまいりたいと思います。 

また先ほども申しました、条件の変化。モトエカ町の受け入れの状況、高校の状況。その辺

も勘案しながら、受け入れ先がどうしてもホームステイができないというのであれば、それは

できないのかなというふうに思っています。ただ全く海外旅行ということで構わないというこ

とであれば、完全に全員をホテルに入れた中での研修というのも１つの案かなというふうには

考えるところでございます。もちろん経費等のこともございますが、高校支援で考えるのか社

会教育事業として考えるのか、そこについてはまた社会教育委員会議、教育委員会議。それか

ら支援連携会議できっちり協議をして、またご提案、ご報告をさせていただきたいと思います。

御理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 是非、検討するときに、社会教育関係でするとすれば、清里高校の人はＯＫですよと。こう

いう形のスパンを私は取るべきだと。あるいは町外の高校へ行っている人もＯＫですよと。そ

れは学校や個人が許せばと。こういう形で、その社会教育一般で取り組むというスタンスでや

っていくのか。 

今課長が言われたとおり、高校支援であくまでもやるんであれば、その方向性をホテルにし

ていくんであれば、費用分担も、例えば修学旅行を逆に海外旅行に変更するなりして、負担の

一部を町は助成しますよというパターンに、中途半端な形は是非辞止めて、整備をしていただ

きたいとこのように私は思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 この整理の仕方でございます。高校対策。各中学校に宣伝にまいるときに海外研もあります

よということで御案内をさせていただいているところでございます。そこがちょっと余り良い



 

- 8 - 

やり方ではなかったのかなというふうに考えております。いずれにしましてもきっちりそこを

線引きした中で新たな支援そして生徒の募集に向けて整理をしてまいりたいと考えます。以上

でございます。 

 

○加藤副委員長 

 今清高にも給食希望は可能でしていると思うんです。むしろ私は、清里高校の場合は給食費

の助成をしますと、むしろそっちにかけた方がよいのかな。直接パターンでいろんなことがあ

ると思うんです。金銭的な問題いろんなことあると思いますけども、やっぱりぶれないで決め

てほしいなと、後から中途半端にならないように。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 僕も同じようなことを言いたかったんですけれども、違う観点で先ほど河口議員のほうから

出ていた、ちょっと疑問に思っていて、今後中学生で卒業する子がどういう理由の中での高校

選びをしたのか、今までのアンケートで出てきたところですが、今回の海外研に関して、清里

高校で行っている人たち意見って今まで聞いてなかったんですか。中学生が高校を選ぶために

いろいろアンケートをとって効果検証じゃないですけれど、この間の答弁ですとそんなに重要

視されていませんでした。という答弁だったんですけれど、清里高校に行っていない人も入っ

ているわけで、逆に清里高校で選んだ子たちはそこをどう思っているのかというアンケートは

取っているのか。ちょっと聞きたいんですけれど。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 清里高校の１年生にも取っております。時期的には海外研に行く前の数字でございます。先

ほど河口委員からアンケートの話が出ましたので、中学３年生に去年の７月にアンケートをと

ったものでございます。清里高校を希望する理由、１番多いのが給食の提供でございます。２

番目に多いのが先輩がいる。また友達が行く。３番目が通学支援。バスが運行されているから

でございます。そして４番目にニュージーランドの短期長期研修がきております。 

それから清里高校に昨年の４月に入った方の７月段階での考えでございます。これでいきま

すとニュージーランドの短期入学、これについて選んだ理由の中では一番上になります。資格

取得これが２番でございます。３番が学校給食。そして４番が通学支援。このような状況とな

っているところでございます。 

 

○勝又委員 

 伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 そこだと思うんです。中学生にアンケートとって確かに高校を選ぶためにそのデータは重要

だと思いますけれど、実際それで清里高校に来なかった人たちはあえていいんですよ。 

実際そして清里高校を何をもって選んだのか、今課長おっしゃったように海外なんですよ。

そこの部分で今回も出ていました、もちろんもともとの趣旨ですか。ホームステイであり、い

ろんなものがあったと思います。それがなかなか人数が多くなって、なかなか実施できない。

効果を見出せないというのは解りますが、ホームステイじゃなくても河口委員もおっしゃって

いましたが、海外の文化にこの時期に触れるということは大切なことだと思いますし、その部

分もいろんな考え方があると思うんですよ。今までの話聞いているとやっぱり事業縮小のため

やっているわけじゃないですと答弁しましたけども、どうしてもそういうふうに見えちゃうん

ですよね。その辺もうちょっと考えていただきたいのと、先ほどデータは去年の７月の部分で

高校生の部分はあると今河口委員からおっしゃられた意見で、今後また調査しますと言ってい

ますよね。これから調査するんだったら絶対今年の６月までに間に合わないじゃないですかと

思うんですけど。３１年度では、平成３０年の５月末までにはこの案をまとめて、各中学校と

かに出さないといけないですよね。それまでの期間、今３月の末なんですけどもこれからそう

いう段取りを踏んで、また新たに高校生の意見を聞いて、意見どうなんだと揉む時間が必要じ

ゃないですか。もしそれをやっていただけるのであれば、まだ間に合うんですか。平成３０年

の５月末までに。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 申し訳ございません。そこまでデータを間に合わせるということは想定をしておりませんで

した。春休みに入ってしまいましたので、ちょっと学校とは協議をしながら早急にとれるよう

にしてまいりたいというふうに考えております。 

 

○生涯学習課長 

 間に合わせる気はなかったと、今おっしゃったけれども平成３０年の１番最初３１年度から

の高校支援の検討でそれをやるために平成３０年の５月末までにはこれが出来てなきゃだめで

すよね。そういう認識でしたよね。違うんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 申し訳ございません。先程河口委員の質問に対する回答の中でそこまで考えが及んでおりま

せんでした。いずれにしても、学校と協議して参りたいと思います。申し訳ございません。 
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○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今後また学校とも協議しながら進めていただきたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 関連の中で今研修に行く前にアンケートをとったと表現だったんだけど、やっぱり魅力ある

学校ということで、やっぱり少なくても研修で帰ってきて２年生あるいは３年生の中間ぐらい、

余り卒業する間近では意味はないけれど、そのぐらいの時に清里高校の校風なり振り返って、

ここが良かった、ここは直すべきだというアンケートは是非学校自体でされている部分がある

と思うんです。その時に町として聞いてみたい必要な部分についてもお尋ねをすると言うのは、

毎年の蓄積の中で当然必要な部分じゃないかなと思うんで。今の段階から３１年の関係に間に

合わすことは不可能かもしれないけれど、長く続く中ではやはりその辺の部分できちんとアン

ケートを忘れないで把握していただきたいなというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 今、意見出たんですけれど、いわばその傍から見ているような部分での解釈じゃなく問題は

やっぱり生徒がどういうふうに授業自体を捉えているかが一番大事だと思うんですよね。そう

いう見解の中でこれからアンケートは難しい部分かもしれませんけど、学校側と協議してもら

わなければと私も思います。 

冒頭の説明の中にも、きちっと身になるようにということですけれど、傍が見たときに身に

なってない人もいるわっていう解釈じゃなくて、やはりきちっと生徒がどういうふうにその授

業を捉えて、どういうふうに研修の成果があったかって検証は大事なことでないかなと思いま

す。ほか。池下委員。 

 

○池下委員 

何から言って良いか解らないんだけど、実はこれ先日の本会議の予算の質疑の総括で質問し

たところなんですけれど、町長と教育長が答弁しました。私から見ると目玉商品がなくなって

何でこういうふうになるのかなと。一昨年から小清水高校の生徒が極端に増えてお金のかかる

事業は止めていくのかなと見えるんです。 

２４年から始まったこの海外研修も２３年に戻すと言っていて、社会教育事業に戻していく。

この冊子みたら清里高校の総合支援対策事業なんですよ。総合支援対策事業なのにどうして元

に戻すの。見ているとキャンパス校から地域連携特例校に変わって２連続して１０人未満にな

らない場合は、学校をそのまま一間口維持できると決まった途端にこういうふうに変えていく。

ちょっとおかしいなと思いますよ。ホームステイの問題も言っていましたけれど、この間も町

長にも言いましたけれど、去年も一昨年も３８名行っているじゃないですか。なぜそこを変え
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るのか。今、この常任委員会の７名の中で半数以上の人間がおかしいという意見を言っている

んですよ。まだすべてが決まるわけじゃないですけども、そこら辺を十分踏まえた上で訂正す

るものはして、今までやってきたものはやっていくというふうにしていかないと、現在４０名

近くいるからどうのこうのじゃなくて減っても１０人以下にならなきゃいいわと言うのが垣間

見えてくるんで、その辺はぜひ元どおり。予算だって９００万ぐらいから１千２００万、３０

０万しかないですよ。それをホームステイがどうのと理由付けしてやめていくのはおかしいと

思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 まず１点。先ほど副委員長の御指摘の中で、高校支援事業と社会教育事業を一緒くたにして

いると言うご指摘がございます。そのような一緒くたになっているということを踏まえた中で、

今回この支援対策事業についてというタイトルで海外研も含めて議論させていただいていると

ころでございますので、それはご了解いただきたいというふうに考えます。 

それからホームステイの部分につきましては、ホームステイをするしない、そしてその効果

あるなし、当然それについてはきっちり検証しなければなりませんし、現実問題としてモトエ

カ町がホームステイを受け入れることができる状況が厳しくなっている。そのようなことがご

ざいます。再度この事業の内容、その事業の効果というものとホームステイこれは整理をして、

分けて考えていかなければならないというふうに考えております。 

決して私ども定員１０名以上であればというふうに見直しになったからということではござ

いません。前回もお話ししたかと思います。生徒の意向として、やはり１０名や１２名の学校

だと行きたくない。生徒は小中高と持ち上がりで同じ同級生じゃ物足りない。ですから他町か

らも生徒がほしいというふうに申しておりますし、ある程度の人数がいなければやはり１０名

だからといって生徒が来るかというと逆にもう１０名台になってしまうと、他の学校に皆さん

選択を変更されるというふうに思っております。ですから私どもは少なくとも３０名程度の生

徒数は確保していかなければならない。そのような中、高校存続の対策事業としましては、バ

スを小清水町から走らせていること。これが一番効果が現れているのではないかというふうに

考えているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 全く質問を端的に聞きますので、端的に答えて下さい。さっきモトエカがホームステイ大変

難しいという話しされていました。去年、一昨年はどういうふうなやり方で、みんな行ったん

ですか。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 去年おととしはキャンプ場に全員入っております。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ではなぜキャンプ場に行っていたものを、モトエカ町のホームステイを今回出してきたので

すか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

ホームステイの体験。これが教育的には一番効果的だと考えるからです。 

 

○池下委員 

 なぜ２年間ホームステイしないで、キャンプ場に泊まる前になぜ最初から５名・６名・７名

ずつですか。案を出してやっていかなかったのか。 

今回７名ずつというふうにさっき言っていました。その中で、例えば高校１年生４０人いる

んですよ。行きたいという人が溢れた場合どうするか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 平成２３年度までは中高でそれぞれ７名ということの人数でございました。それぞれで学校

選考しておりました。また、高校の場合。過去に２度欠員が生じております。その中で、先生

方が声をかけながら定員に満たしていた状況、これもございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 そういうことじゃなくて４０人いて、今回のこの案が中学生も対象として、中高５～６名程

度と書いてあるんですよ。２月１９日の常任委員会の中で。４０名いて３０名行きたいと言っ

たらどうするんですかと聞きたい。 
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○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 選抜方式ですので選考を行いたいと思います。 

 

○池下委員 

 それって総合支援対策事業って言えるの。高校の総合支援対策事業じゃないですか。行きた

いと言っている人選抜するんだから。行けない人の気持ちはどうなるんですかって話ですよ。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 もし、この選抜制ということになりましたら当然生徒の募集の段階でこの選抜制ですよとい

うことを謳った上での募集になるかと思います。いろんな総合支援対策事業の１つの支援の選

択肢として位置づけてまいりたいというふうにございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今日の表を見ると随時変わっているわけですよ。支援の内容も違うし、それは時代がそうし

ているものというのかなと分かるんですけれど、ある種この海外研修は人数が少なくなるとい

う時にうちの目玉商品として出したんですよ。それで清里高校に来てほしいと。みんなそうい

う感覚で受けとめていたと思います。そのほかにも目玉商品になるものいっぱいありますよ。

商品券の補助とか、バスの問題とかいろいろありますけれども、１つずつ変えていくと、本当

に人数少なくなったときに取り返しがつかないような状況なるんじゃないの。私はそういう心

配があるんですよ。まだ決まったわけじゃないんですけど。時間も限られているんで十分議論

していきたいというふうに思いますけど、ただ、この常任委員会の中でもこの案件に関しては

反対意見が山ほどあったってことは肝に銘じてほしいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 池下委員から今の様な御指摘でございます。御理解いただいているとおり、平成２１年これ

を１つの起点として大きく見直しをしているところがございます。そしてまた、２７年それぞ

れ生徒数の極端な減少ですとか二間口が一間口になる。そのような時代背景の中でスクラップ
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アンドビルドをしてきたのかなというふうに考えているところでございます。 

今回常任委員会で御意見いただきましたことを繰り返しになりますが、連携会議、教育委員

会議に持ち帰りまして再度協議をしてまいりたいと考えておりますので御理解いただきたいと

思います。 

 

○池下委員 

 先ほどから言っているとおり、表をみると本当に平成１９年度なんか５５名もいて、ところ

が２０年になったときに３０名になった。このときに人数が少なくなったということでいろん

な事業を変えているんですよ。また今回、４０名近くが３年続くことによってまた変えていく

のかなというふうに見えるんですけども、極力良いものに関しては変えないでやっていただき

たいというのが私の願いでありますので、踏まえた上でやっていただきたいなというふうに思

います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいまの池下議員の御意見でございます。先ほどお話ししました。１つには海外研修とい

うのをきっちりこの高校支援としての位置づけ、社会教育としての位置づけ、この整理の必要

性、それから２つ目には受け入れる側の体制、それと高校の体制、そしてさらに御指摘がござ

いました、すでに行った生徒も含めた生徒がどのようにこの事業を捉えているか。この辺をト

ータルに勘案しながら、繰り返しになりますが、各支援委員会、教育委員会等で図ってまいり

たいと考えますので、ご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 

 最後になりますけど一番最初に河口委員が質問したとおり、私も１６歳で海外行ったからっ

て帰ってきて良かったとかそういう実感ないと。実は。そうじゃなくて、やっぱり３０代なり

４０代になったとき、俺、学生の頃、ニュージー行っているんだ。その時の経験とか２カ月も

３カ月もいるわけじゃないから、そんなに大きな体験とかもできないのかもしれないけども、

そういったことを社会人のある程度の年齢になったときに初めて実感するんですよ。行って良

かったな。あれからもう海外なんて行ってないんだという子がいっぱいいると思います。そう

いう夢を、私は潰さないでほしい。 

 

○勝又委員長 

 ほか委員さんから堀川委員。 

 

 



 

- 15 - 

○堀川委員 

 反対の意見ばかり聞いているので、賛成の立場で自分の考えを述べさせて頂きます。先ほど

から高校支援の目玉とお話をされていますけども、これを目玉と捉えるのは自分は間違ってい

るんだなと思うんです。清里高校に来たら海外旅行がもれなくついてくるよっていうのを目玉

にするのであれば余りにも幼稚な考えと思いますし、一番大事なのは清里高校に入ったらこん

なに楽しい高校生活が送れますよっていうことを総合的にＰＲすることが一番大事なんで、確

かに海外旅行もすばらしい経験の１つにはなると思いますけども、それが１週間程度の海外旅

行でホームステイのできない中で行われるとするんであれば、それほど大きな魅力につながら

ないと自分は思うんですよね。国際理解教育をしっかり進めて行くのであれば、短期の海外旅

行を全員連れて行くよりも、長期の海外留学を受け入れる側ももうちょっと年間１人じゃなく

てたくさん行けるだとか、派遣する留学生をたくさん派遣するだとか、そちらの方が十分国際

理解教育につながるなと自分は思いますし、全員が行かなくても中学生含めて、高校生も５名

から６名は毎年派遣したいということであれば、それはそれで十分に意欲のある子を派遣する

という事であれば、十分それは内容の濃い海外派遣につながると思いますし、それで清里高校

に行けば選抜ではありますけども、この５名６名の町費を使った海外派遣がありますよってこ

とで十分ＰＲにも使えると思うんですね。 

高校支援と社会教育をごっちゃになっていないかという指摘もありますけれども、お金の出

どころの関係で整理をしなきゃならない、分けて考えなければならないかも知れないですけど

も、内容的には社会教育の一環で清里高校の子どもたちを送ってあげるということは現実的に

は高校支援につながることですし、高校支援としてＰＲとしていくべきことだと思いますし、

子供たちの意見ももちろん大事ですけども、この何年間総合的に判断されてきたなと思うんで

すね。子供たちが行って良かった、子どもたちのアンケートで軽視するなとは言いませんけど

も、それも一つ大事ですけれど、いろんな総合的な判断の中で練られてきたんだと思いますか

ら、子どもたちのアンケートに関しては、将来的な今後の参考になるでしょうし、それはそれ

で必要だと思いますけども、次年度からの募集に関しては教育委員と教育委員会、社会教育委

員いろんなところで総合的に判断されてきたのと思うので、改善した方が良いっていう判断を

されたと思うので、自分はそのままいっていただきたいと思います。 

 

○河口委員 

 先程いろいろな議論がある中で、反対しているわけじゃなくて、６年間ずっと全員の派遣を

やってきました。その結果がどうだったのかっていう検証はやはり大事じゃないかと思います。

ただ、その中で高校維持するよという１つの町の戦略の中にこれを１つ置いたことも事実。そ

の中で６年やってきて、これが本当に検証された中で学校現場は生徒に効果がないとか受け入

れがたい部分があるのであればそれは見直さなければならない、よりベター、ベストを目指す

べきだろうと思いますので、方法論については、やはり当然考えなきゃならない。 

ただ一つ、特徴ある学校づくりの１つの中でこの町は普通高校の道立ですよ。他に町が海外

派遣についてしっかりとフォローしていますということの１つの特徴ということは、非常に大

事なんだろうと思います。選抜っていう方法も１つなんでしょうけども、それは町の事業の生

涯学習事業の中でそれは取り組みの部分で、高校という中の特徴ある高校ということでは、別

の次元なんだろうと思いますね。加藤議員さん言われたように、その辺はやはりきちんと精査
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していただきたいと。６年やった経過で町として海外という選択肢をきちんと特徴ある学校の

中でこれも入れていくんだということだけは、今後にやるのかやらないのかというやっぱりど

っちかはっきりしたほうが良いだろうと思いますし、堀川議員からもありますように、いろん

な選択肢の中では検討していかなきゃいけない。 

ただ、生徒も支持しない、学校も支持しない。でも町が助成し続けるのは、やはり見直しが

必要なのでは思います。これから時間は多少かかるんでしょうが、熟議して学校の都合だとか

そういうことじゃなくて、町としてこの学校を将来残していく時に一つの事業として、この部

分をしっかりと、効果がないのであれば効果のある方法を考えるんです。ニュージーランドと

いう選択肢でなくたって、他の地域もあるだろうと思いますんで、この辺は熟議が必要かと思

います。 

 

○勝又委員長 

 何かコメントありますか。 

 

○加藤副委員長 

 今、いろんな意見が出た中で、最初から言っている通り、まず整理してもらう事。そしてこ

れは本当に支援策に入れていくのか入れていかないのかということをまず整理するってことが

私は大切だと思う。それも、３年経ったらまた見直しますよという大きな柱が後退しないよう

に１回変えたらもうそれはそのままいくということにある程度しておかないと。支援策を主立

った部分に入れるのか入れないのか。今回きちっとそこをまず整理をしてほしいなとこのよう

に思います。 

それともし海外研修もするということになった場合に方法として修学旅行という方法もある

でしょう。そういう部分に清里高校は修学旅行は海外ですよと。その一部は町助成ですよと、

こういう方法だってあるんです。きちっと整備をしていろんな部分でこの中途半端になってい

かないように、大きな柱が３年後、３年後で変わらないように、その辺を整理して欲しいなと

思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただいま各委員さんから御意見を賜りましたありがとうございます。海外研につきましては、

何度も申しましたとおり位置づけについての整理、これは必要であるというふうに考えるとこ

ろです。 

また修学旅行でございますが、基本的に道立学校の規定が一応決まっているというふうには

聞いております。ただその辺について、今後実際に可能なのかどうかというのはそれについて

も高校に話をしてまいりたいというふうに考えております。 

いずれにいたしましてもこの海外研のあり方、２３年度までというのは清里高校生徒と清里

中学校で清里高校の生徒の中には過去にも町外の生徒も選ばれております。あくまでも清里高

校に通っている生徒の中での選抜ということになっておりますので、そういう意味では町内町
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外差別をしているものではございません。いずれにいたしましても社会教育それから高校支援

ということをきっちり整理した中で効果的な授業になるよう、皆様の御意見を踏まえた中で、

委員会で再度協議をしてまいりたいと思いますので御理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 実はまだまだ話したいことがあるんですが、違う視点から１つ。２月１９日の常任委員会の

時の案を見ていて、もちろん留学関係もそうなんですが、入学支度金補助。なぜこのような見

直し案になったのか、説明していただきたい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 この総合支援対策で３年ごとに見直しを今までかけてきたということでございます。この中

でそれぞれの繰り返しになりますが、状況に応じて見直しをするということでございます。そ

の中で、この支援対策事業では、金額的にも年々大幅に増えている中、限られた財源の中では

きっちりと間口確保のために町民の支援をしていきたいという一定の整理をさせていただいた

中で、町民のみということにさせていただいたところでございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の説明では解らないんですけれども、今おっしゃられたかったのは、あくまで清里中学校

からの入学者を確保したい。それをするために町民だけにこの制度にしますという意味合いな

んですか。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 町民に対するインセンティブということも考慮した中での考えもございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 清里高校支援じゃなくなっちゃいますよね。その考えは。今までは清里高校支援として行っ

てきて、清里高校に来る生徒対象にしていたわけですよ。今回は清里町に在住している人のみ

この支援を行います。これ清里高校支援とは言えないじゃないかなと思うんですけど、どのよ

うに思われますか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今の伊藤議員の質問でございます。この支援でございますが、最初始まりは、あくまでも町

民対象ということでこの事業始めているところでございます。２７年から町外に拡充をしてい

るところです。高校対策事業の目的を考えた時に、まず町内５０％の生徒を確保していきたい。

そこに力入れていきたいということも踏まえた中で、町内ではしっかり町民に対する支援をし

ていきたいという、そんな考えでございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ちょっと一歩踏み込んでお話しさせてもらいますが、これ差はつけるべきじゃないです。 

今まで合格者全員にというものが、合格者のうち在住者にとなってしまうと、今度逆に清里

高校に行っていない町民から何でと出ますよ。今やろうとしていることは高校支援じゃなくて

子育て支援です。うちの町の子育て支援として考えるやり方なんですよ。あくまで清里高校に

来る清里町民だけですよということにしてしまうと、これはもう高校支援じゃなくて子育てに

対する支援ですよね。そうなると今度例えば名前出して良いのか解らないですけれど、斜里高

校ですとか網走南ヶ丘高校ですか。北見北斗高校ですとかに通わせている保護者から逆の意味

で今までは清里高校に行けないからと理解していたものが、町民と限定を括るとそうした人か

ら違う意見も出てくる気が僕はします。出るでしょう。そのときにどう対応されるのかな。 

先ほど加藤委員も言っていますけれど、チグハグなんですよね、考えが。高校支援でいろい

ろあってこれがこっち、これはこっちというチグハグになって後からつじつま合わせだけで整

合性とれないと僕は思うんですけれど、どうですかね。差別になっちゃう気がします。もっと

言わせてもらえれば、お金のことも実際あるんでしょうが、だとすれば１０万円に限らなくて、

５万円に下ろすとか薄く広くでも良いし、この人は受けられるけど、この人はこの支援が受け

られないというのは同じ清里高校生としては問題が出るような気がするんですよね。その辺ど

のようにお考えですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○生涯学習課長 

 その部分についての問題というのがまだ私認識が出来ないでおります。いずれに致しまして

も制度のやり方について、今後御意見も踏まえた中で協議をしてまいりたいと思います。 

ただこれをいろいろ議論する中、高校と協議していることが１点ございまして、差をつける

のは高校としては良い。ただし生徒が学校の中で差がつくということはまずいだろうというふ

うに考えております。例えば部活の支援ですとか、資格取得の支援、これは町内町外で差別す

るのはだめであろうというふうにこれは考えております。ただ入学現段階での保護者に対する

金銭的な支援。この部分については差別というか町内・町外区別した中、町内の方が清里高校

を選択してくれることにより、このようなインセンティブもあるんだというそのような押さえ

で考えていることでございます。 

 

○勝又委員長 

 どうですか。議長・副議長。 

 

○田中議長 

 今のその支援制度、自分も気持ちは解るんですけれど地元からの進学で予算の関係であるん

であれば５万円にするとか、全員でニュージーの海外派遣についても２年生の行った子供たち

のアンケート結果では、やっぱり一番に良かったという感想があるんで、そういう部分で考え

てもらいたいなと。 

 

○勝又委員長 

 前中さん、意見良いですか。 

 

○前中議員 

 今課長から説明聞いていて何点かと思っていたことと、各委員から発言でまず根幹は清里高

校が道立だということ。そして清里町としての教育支援という意味合いもあるのかな。あるい

は無いのかもしれない。 

道立高校の存続という中で網走東部地区国公立再編整備計画でちょうど１９年には一間口に

という話が出て、そして１９年にキャンパス校の指定、それから２４年に１０何名に落ちた時

に学校存続という部分で清里町としてやはり学校を存続する一つの地域振興策、先ほど来出て

いる社会教育事業という意味合いがありますけど、そういう意味で行政としてそれに対するサ

ポーターではありませんけども直接的に支援をするんだと、そういう中で各種いろんなプラン

が出てきて、高校支援、入学支度金、ニュージーランド経過の中で、あの当時、はっきり言い

ますけども僕もＰＴＡで中学校、高校も兼ねていたんですよ。本当に存続危機ですよ。あの当

時、清里中学校で５割清里高校の入学率を切って２年継続すれば存続も厳しかった。そういう

事案であったんです。 

そのいろんな支援をいただいた中で、ニュージーランドの支援という部分がその中で、全員

がまた入学者数の増に結びついたんですけれども、やはりある程度教育的じゃない、その振興

策の部分で清里高校を存続するという部分ではある程度の役割の効果は持ったんではないの

か。先ほど来高校生がどれだけ検証したかという話がありましたけども、清里高校に行ったら、
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モトエカとの交流事業のクラス教室あるんです。発表会は今もプラネットでやっていますよ。

そういうことの検証もやっていて、その中でやっぱり全体の中で子供たちがどう考えているか

というと人数が増えてきたがゆえにまたマイナスの面も現に出ていると思うんです。そういう

部分は現場から上がっていると思うんで、その議論はここの委員会よりも、今後開かれる社会

教育委員会、あるいは教育委員会とかあるいは連携会議あるいは清里高校支援振興会ですか。

そこも皆さん情報共有していると思いますから、きっちり精査して、高校存続の支援なのか、

清里高校の教員としての支援なのかというその素案の割り振りだけはしっかりやっていただい

て、今後どうするかというのをもう一度きっちり、今ここでこうだと言って素案を決めるとい

うのは出来ないかないと。今の考えだけ言わさせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 ほかにありませんか。いろいろ議論出たようですのでまた検討の材料としていただきたいな

と思っています。存続のためにとってきた事業ではありますけど、先ほど冒頭に課長からあり

ましたように状況は刻々と変わります。今までやってきたようなことが旧態依然のことを続け

たままで、生徒をずっと募集して維持していけるのかというのはこれは僕らもわかりません。

そこら辺の部分をきちっと解析されまして、ころころその都度変わるような形の支援対策はど

うかなと思いますので、長く続けているような形でまた海外派遣が違う形に支援していけるよ

うなものがあるんであれば、そのこともきちっと見出した形で続けるなら続けてもいいし、ま

た違う形の取り組みをしていくもよろしいですが、検討していただきたいなと思う次第です。

よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 生涯学習課他の案件につきましてありますか。以上で生涯学習課を終わりたいと思います。

ご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 企画政策課２点ございます。①新公会計制度に係る財務書類について。課長。 

 

○企画政策課長 

 本件の財務書類の整備につきましては、国の総務大臣通知平成２７年１月２３日付の通知に

よりまして、統一的な基準による地方公会計の整備促進について、平成２９年度までに統一的

な財務帳票の整備をしなさいという通達が来ております。それに基づいて各自治体でも財務諸

表整備を図ってきたところでございまして、本町におきましても、この国の基準に従いまして

整備をしたところでございますので、担当より説明をいたします。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは私の方から新公会計制度に係る財務書類という事で、平成２８年度清里町の財務諸
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表についてご説明を申し上げます。財務諸表につきましては先ほど話もありましたが、総務省

から示された基準に基づき作成した書類でございます。資料の２ページから３ページにつきま

しては、貸借対照表、いわゆるバランスシート。４から５ページまでの資金収支計算書。６ペ

ージの純資産変動計算書。７ページの行政コスト計算書で構成をされています。本日平成２８

年度末現在の一般会計について御報告をさせていただきたいと思います。 

資料の１ページをお開きください。こちらは財務諸表の内容をまとめました。Ａ４の平成２

８年度清里町の財務諸表（一般会計）という書類でございますが、そちらに基づきまして御説

明をさせていただきたいと思います。詳細につきましては、貸借対照表等に記載をしておりま

すので後程ご覧をいただければと思ってございます。 

初めに、資料の左上の貸借対照表バランスシートでございます。こちらは住民サービスを行

うための土地・建物や現金等の財産などをどのように賄っているかをお示しするものでござい

ます。左側の資産の部でございますが、いわゆる将来の世代に残る財産を現すものでございま

す。１つ目の公共資産につきましては、こちら書かれているとおり道路、役場庁舎などの有形

固定資産とソフトウエア等の無形の固定資産を併せたものでございます。３５３億２千９００

万円ございます。 

２の投資等でございますが財政調整基金を除く基金、有価証券等の投資等に係る試算でござ

いまして合わせて３７億２千万円であります。 

３の流動資産につきましては、現金預金財政調整基金等の流動性の高い資産でございまして

１５億２千５００万円でございます。合わせまして資産の合計は４０５億７千４００万円とな

ってございます。 

貸借対照表の右上の負債の部でございます。いわゆる今後返済をすべき債務でございまして、

将来世代が負担することなる金額となっております。１の固定負債につきましては、長期にわ

たる負債でございまして、償還が２年以上の地方債、退職手当に係る引当金とあわせて７０億

４千万円でございます。２の流動負債につきましては、１年以内に償還をする地方債、当該期

間で支払う賞与等の手当金、などの短期の負債でございます。８億２千万円でございます。負

債の合計につきましては７８億６千万円でございます。右下の純資産、下から３つ目でござい

ますが、資産から負債を差し引いたものでございまして、現在、過去の世帯が試算の形成に負

担をした額を現しております。純資産増減につきましては過去及び現在の世代に及び将来世代

の財産を蓄積または消費をしたとみなすことができるものでございます。こちらにつきまして

は、他の諸表から算定できるものでございまして、後ほどご説明をいたしますが平成２８年度

におきましては、町道の維持補修、災害対応等によりまして５億９千１００万円減少いたしま

して３２７億１千４００万円となっております。負債及び純資産の合計につきましてはバラン

スシートでございます。試算と同じでございますが４０５億７千４００万円となってございま

す。 

続きまして左下の部分、経営収支計算書。地方公共団体の歳計現金いわゆる現金の流れを示

すものでございます。この表の収支が先ほど説明いたしました貸借対照表の資産の部、流動資

産の歳計現金の部分と同じ額になっているものでございます。表の本年度試算収支額の内、業

務活動収支につきましては、下の欄の投資活動及び財務活動収支以外の業務の提供に係る経費

の収支でございまして、税収入及び国庫支出金の収入、職員給与、町民等に対する補助金、社

会保障給付費、特別会計への繰出金等の支出の収支でございまして７億９千９００万円、収入
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が上回っている状況でございます。下の投資活動収支につきましては、公共施設整備等の固定

資産の取得に係る支出とその財源となる国や道からの補助金、基金による収入の収支でござい

まして支出が７億８千５００万円上回っている状況でございます。財務活動収支につきまして

は地方債の発行及び償還の収支でございまして、地方債の償還に係る支払が４千５００万円上

回っている状況でございます。表の一番上の前年度末の現金預金３億１千万円から平成２８年

度の収支額、３千１００万円を差し引きますと２億７千９００万円が年度末現金預金残高とな

りまして、資産の部の貸借対照表の資産の流動資産のうち歳計現金等、こちらから同額でござ

います。 

続きまして、その右の純資産変動計算書でございます。会計期間中の純資産の変動を現した

ものでございまして、上から二段目の本年度純資産変動額、準行政コストにつきましては後程

説明をいたしますが、右にある行政コスト計算書こちらで求められるものでございまして、行

政サービスの執行にかかる経費の収支でございます。こちらが４３億４千５００万円となって

おり、その下の財源につきましては町税、地方交付税、国及び道補助金の収入でございまして

３７億５千４００万円となっており、あわせて本年度純資産変動額は５億９千１００万円とな

りまして、支出が多い状況となっております。前年度末純資産残高が１番のところで３３３億

６万と、本年度の純資産変動額を差し引きいたしまして、本年度末純資産残高３２７億１千４

００万となります。なお、残高につきましては貸借対照表の負債の部純資産と同じ額になるも

のであります。 

次に２の行政コスト計算書でございますが、先ほど申し上げましたとおり、行政サービスの

執行に係る経費の収支でございます。まず、経常費用でございますが、毎年経常的に発生する

経費でございまして、人件費、施設維持や減価償却に係る物件費、社会保障給付に係る費用、

利子の支払いを合わせまして合計で４９億７千万円となってございます。経常収益につきまし

ては毎年度経常的に発生する収益でございまして使用料手数料等が、これに当たります。あわ

せて６億６千８００万円となっております。臨時損失につきましては平成２８年度に発生をい

たしました災害の復旧事業費４千３００万円を計上しています。併せまして、順計上行政コス

トが４３億４千５００万円でありまして、純資産変動計算書の純行政コストこちらとリンクし

ているところでございます。 

最後に財務諸表の活用の例として表の右上の部分二重線で囲ってあります清里町の財務分析

のほうをご覧いただきたいと思います。①につきましては各諸表に基づきまして町民一人当た

りの資産及び負債、行政サービスの提供に係る費用を算出をしてございます。まず、資産の方

につきましては、貸借対照表の資産の合計、そちらを人口で割返したもので９７０万６千円と

なっています。負債につきましては同じく貸借対照表の負債合計人口割りで１８８万円。行政

サービスの提供に係る経費つきましては行政コスト計算書の経常費用の人口割となりまして１

１８万９千円でございます。②の道路や公園などの社会資本の形成に対する世代間の負担率で

ございますが、まず過去現在世代の負担率につきましては、貸借対照表の純資産、貸借対照表

の公共資産１でございますが、こちらで割ったのでございまして９２．６％将来世代の負担率

でございますが貸借対照表、負債の部の地方債の合計を貸借対照表の公共資産の部分とまたぐ

ものでございまして１９．３％となっております。 

そして３番の資産同級化比率つきましては貸借対照表の試算の部公共資産の減価償却の累計

額を取得時の試算額で割り返したものでございまして５５．３％となっております。こちらは
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施設の老朽化が平均よりもやや進んでいる状況となっているところが読み取れます。ここで②

と③からは将来世代の負担率は、今現在それほど高くない部分でございますが施設の老朽化が

ある程度進んでいる部分でございまして、これから補修や修繕に係る費用、場合によっては新

設等の今後の負担が増える予定があるというところが読み取れるところでございます。以上で

説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま新公会計制度に係る財務書類についての説明がございました。委員の皆さんから。

河口委員。 

 

○河口委員 

 この公会計という中でなかなか進まない中、基本は資産の部の公共資産。これをどう市町村

が評価しているかっていうことが一番大事な部分なんだろうと。国が言っているあとの部分は

どうしょうもない部分がかなりあって、この試算はもともと減価償却とそれをどう評価してい

ますかって時にもともと減価償却しているのにまた資産計上が依然として高いままだというと

ころが、この町が今正確に評価した中で、この数字で町がどう戦略的に取り組むのかというの

が一番大事な部分なんだろうと思います。公会計で必要な公共資産、この評価の中で資産老化

率が５５．３が一番やはり問題なんだろうと思いますけども、どうやってこの数字からプラス

になる方向を見出すか、やはり先ほど産業建設から説明がありましたように５０年の橋が終わ

ったよ。うちのこの橋はまだしっかりしていますよってこれが大事なんだろうと思いますよ。

修繕等をやってどう長持ちさせるかと必要ない公共施設は早く処分しちゃうことが大事なこと

だろうと思いますんで、数字を整えましたではなく、この数字からどう戦略的に取り組むのか

ということを見える形でしていただきたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 河口委員のお話のとおりと捉えています。この数字につきましては基準に基づいた数字であ

りまして、皆様方もこのような数字かなというふうな概ね御理解をいただければなというふう

に思っておりますけれども、今後おっしゃるように公共資産をどう今後守り、そして戦略的に

使っていくのかというような部分で非常に重要ですし、さらにどれだけコストをかけないかと

いう部分も最も重要であり、そういう部分の中では今まで町の方も積極的に行ってきました長

寿命化計画であったり、今後必要とされるのが取壊し等々を含めてある程度の判断と戦略的な

取り組みというような部分ですので、一つ一つの公共資産も含めながら、今後のまちづくりと

いうような観点からも総合的に判断しながら、公共資産をどう使っていくかということを、今

一度まちづくりの総合的な観点から捉えていきたいと思っておりますので、ご理解ください。 

 

○河口委員 

 ぜひ維持することの効果的な選択肢をたくさん持っていただきたいと思います。 
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○勝又委員長 

 他ありませんか。終わりたいと思います。２番、清里町商工振興計画策定委員会設置要綱に

ついて。課長。 

 

○企画政策課長 

 本件につきましては先の定例議会の中でも各議員皆様方から貴重な御意見を賜ったところで

ございまして、早速スピード感を持ってこの商工振興計画を策定、推進、実施にもっていかな

ければならないという観点から今回の常任委員会で、まずは清里町商工振興計画を策定するた

めに振興計画の委員会を設置させていただきたいという提案でございまして担当の方から説明

をされますのでよろしくお願いいたします。 

 

○地域振興Ｇ主任 

 それでは清里町商工振興計画策定委員会設置要綱案について私から説明をさせていただきま

す。８ページなります。この要綱については平成３０年に策定します商工振興計画策定委員会

を設けるために、所掌事務やまた委員会の構成等について定めた要綱ということになってござ

います。 

概要につきましてはまず第三条に、委員の構成及び任期について定めてございます。商工業、

金融、観光に関する各団体から推薦をいただきましての委員の委嘱をさせていただきます。ま

た一般公募として３市街地、清里・札弦・緑地区の３市街地よりそれぞれ２名ずつの委員を公

募いたしまして、各地域に応じた議論を図ることができればというふうに考えております。ま

た本委員会については、策定に係る委員会ということで計画を策定した時点で解散ということ

になります。 

次に第４条幹事会につきましては、委員会にて協議する事項、その前段階で議論調整する機

関として設置をする予定でございます。幹事会の幹事としましては商工会の事務局、観光協会

の事務局が入りまして、商工会の事務局長を幹事長に立てることにこととして設置をする予定

でございます。そして第７条に定めていますが、委員会全体の事務局としましては企画政策課

地域振興が担当として計画の策定を進めて行く予定でございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただいま清里町商工振興計画策定委員会の設置要綱について説明がございました。各委員の

皆さんありませんか。 

 

○河口委員 

 是非中身のあるものにしていただきたい。やっぱりここに所属する委員の人選。商工業に見

識を有し、推薦の６名のこの辺の人選について是非現実の中で人選をしていただきたい。会長

・社長ということでなくて、ぜひその辺は将来ここで意見が出る人を選んでいただきたい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 
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○企画政策課長 

 今、河口委員のお話いただいた部分、十分に加味しながら事務を進めたいというふうに思っ

ておりますし、先ほど担当から申し上げましたとおり、清里の商店街だけの問題でなく、トー

タル的に清里全体の商工業の問題でございますので、そういった部分で各地区からも町全体の

商工の振興という部分で捉えて経済的な取り組みとして計画を策定してまいりたいと思います

ので、議員各位の御指導を賜りたいと考えております。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さんありますか。以上で終わりたいと思います。企画政策全体を通

してありますか。ありませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

 昨年１２月に行いました経済対策ですか。この辺の検証は数字で出てきているのでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 ちょうど今アンケートを調査等々がほぼ終了しておりますので、今集計作業を始めていると

ころです。もう少しすると集計も出まして、報告も出来るのかなというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

他の委員さんありませんか。以上をもちまして企画政策課を終わりたいと思います。 

大きな２番次回委員会開催について。事務局。 

 

○議会事務局長 

４月２０日の予定でございます。 

 

○勝又委員長 

 大きな３番、その他。ありませんか。本日は総務文教常任員会の方で、緑清荘を視察する予

定となっております。 

 

 

  ●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 午前１１時４９分） 


