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第３回総務文教常任委員会会議録 

平成３０年 ２月２７日（火） 

    開 会   午前  ９時１０分 

    閉 会   午前 １１時０７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２９年度一般会計補正予算（総務課所管分） 

 

●消防署清里分署 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（清里分署所管分） 

 

●企画政策課 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（第６号） 

  ②平成２９年度一般会計補正予算（企画政策課所管分） 

 

●生涯学習課 

  ①平成２９年度一般会計補正予算（生涯学習課所管分） 

  ②平成３１年度からの清里高等学校総合支援対策について 

   

２．意見書の検討について 

 

３．次回委員会の開催について 

 

４．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 
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○説明のため出席した者の職氏名 

■総務課長       伊藤 浩幸    ■総務課主幹      梅村百合子 

 ■管財Ｇ総括主査    吉田 正彦    ■総務Ｇ主査      吉本  淳 

 ■消防分署長      野呂田成人    ■庶務係長       君島 晴男 

■企画政策課長     本松 昭仁    ■企画政策課主幹    清田 憲弘 

 ■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    平野 直人 

 ■地域振興Ｇ主任    田巻 宏章 

    

  

 

○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３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。町から協議報告事項について。平成２９年度一般会計補正予算総務課所管分に

ついて。はい、課長。 

 

○総務課長 

 おはようございます。それでは総務課の協議報告事項でございますが、平成２９年度一般会

計の補正予算総務課所管分の関係でございます。今回の補正につきましては全体的な実行の補

正予算としまして工事等請負負担、それから不用額が生じたものにつきまして減額をするもの

が主なものでございますが、追加が必要な事業等及び金額の大きな減額補正につきまして、資

料により今回説明させていただきます。それでは担当より御説明いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○総務Ｇ主査 

１ページをご覧ください。総務課所管の平成２９年度一般会計補正予算概要といたしまして
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私の方から総務グループ関連について御説明いたします。１番上の欄、２款総務費、１項給与

費、１目職員給与費、職員給与等事業の内容といたしまして、平成２９年４月より既に北海道

から派遣されております保健福祉課参与の給与費の一部について協定に基づき市町村が負担す

るものとして計上するものであります。 

事業費の内訳につきまして北海道派遣職員給与費負担金として、１５６万９千円を全額一般

財源において計上し、また人件費に充当しておりました国費等の収入見込みの減額により特定

財源から一般財源への振替をあわせて行うものであります。 

次に２項総務管理費、１１目支所及び出張所費、臨時職員雇用事業。緑支所の内容といたし

まして当初臨時職員雇用により対応することとしておりました緑支所業務及び施設管理業務に

ついて再任用職員を配置したことにより全額を減額するものであります。事業費の内訳につき

まして社会保険料として３８万円、臨時職員賃金として２３２万円合わせて２７０万円の減額

となります。 

次に同じく２項総務管理費のうち１７目職員福利厚生費、職員派遣研修事業の内容でありま

すが、当初予定しておりました派遣研修のうち自治大学校等に派遣しなかったことによる事業

費の執行残を減額するものであります。事業費の内訳につきまして、普通旅費として１６３万

円、会議負担金として２４万６千円。合わせて１８７万６千円を減額するものであります。総

務グループ関連については以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○管財Ｇ総括主査 

引き続きまして、私の方から管財グループの所管分について御説明いたします。表の４番目、

２目財産管理費の管財管理住宅解体事業につきましては、緑町管財管理住宅及び向陽管財管理

住宅の解体に伴う事前調査業務委託及び解体工事執行による執行残といたしまして、財産管理

住宅解体事業調査委託料６万５千円、管財管理住宅解体工事請負費１１７万円の合計いたしま

して１２３万５千円を減額するものです。財源につきましては、全額一般財源からの減となり

ます。 

続きまして、１８目行政情報システム管理費の社会保障税番号制度システム導入事業につき

ましては、国の方で定めております特定個人情報データ標準レイアウトが変更になったことに

伴い、システム改修といたしまして障害者福祉システム他４つのシステムにおいて行うもので、

社会保障税番号制度システム導入事業委託料１３５万円を計上するものです。 

財源につきましては社会保障税番号制度システム整備費補助金より３分の２補助の９０万円

が国庫支出金で残り４５万円が一般財源となります。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、総務課より平成２９年度一般会計補正予算所管分についての説明がございました。

委員の皆様方から。はい、河口委員。 
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○河口委員 

 職員派遣研修事業が行われなかったという、特別な何か理由はあるんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 記載の自治大学校の関係等でございますけども、特に自治大学校の方につきましては、研修

期間が２カ月以上という長い研修機関となってございます。２９年度におきましては、業務の

関係上都合がつかなかったということもありまして、自治大学校等については派遣をしてなか

ったというのが大きな理由でございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

当初予算を組んだ時点では、２カ月だとかわかっていたんだろうと思うんですけども、その

コースによって随時変わるわけではなくて、予算の中で職員のモチベーションを上げるという

意味でもやはり大事な事なんだろうと思いますので、その辺をいろんな方でカバーしながら、

計画どおりの研修をしていただいた方が良いかなと思いました。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○総務課長 

 河口委員おっしゃられたとおり、職員の研修につきましては職員の方も当然勉強する機会。

モチベーションをあげる機会として重要というふうに考えてございます。２９年度は派遣でき

ませんでした。また３０年度も含めまして職員の研修計画、色んな面で見直しを含めながら、

職員については実のある研修ができるよう研修計画の方、作成していきたいというふうに思っ

てございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さん。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ４番目の緑町と向陽の解体工事自体１２３万５千円減額は、どちらがいくらかかってどうい

うふうなことになっているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 



 

- 5 - 

 

○総務課長 

 今それぞれの住宅料、ちょっと金額持ち合わせてございません。 

 

○池下委員 

 では後でよろしいですよ。 

 

○勝又委員長 

 ほか委員さん、ありませんか。加藤委員。河口委員から質問があったんですけれども、自治

体学校は実際には何人計画だったんでしょうか。 

 

○総務課長 

 自治体学校については当初１名でございました。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか委員さんありませんか。無ければ以上を持ちまして、総務課終わりた

いと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは消防署清里分署、平成２９年一般会計補正予算、清里分署所管分について。 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 消防署清里分署からの提出議題であります、平成２９年度一般会計補正予算清里分署所管分

につきまして、担当係長よりご説明申し上げます。 

 

○庶務係長 

 平成２９年度補正予算について、３月定例議会で提案する１月末実行見込による所要額の補

正についてご説明いたします。１ページ目をお開き願います。８款消防費、１項消防費、１目

消防費の斜里地区消防組合本部負担金事業につきましては、本部費の執行残による減額で一般

財源１４万５千円を減額いたします。 

次に斜里地区消防組合清里分署負担金事業ですが、常備消防費負担金につきましては北海道

消防操法訓練大会出場事業の完了による職員の訓練指導時間外勤務手当の執行残３３万１千円

の減額。消防職員の活動服及び救急靴購入事業の完了により消耗品費の執行残４万４千円の減

額。消防３号車夏タイヤ更新事業の完了による修繕料の執行残７千円の減額。腹腔呼吸器更新

事業、放水器具更新事業及び除雪機更新時の完了による器具購入費の執行残８万８千円の減額。

負担率の確定による一般職退職手当組合負担金を１００万円の減額。合計１４７万円の減額と

なります。非常備消防費負担金につきましては、消防団員新規入団者及び退団者数の増減によ

る団員報酬を７万５千円の減額。札弦地区火災発生における無火災未表彰による報償金を３万

円の減額。消防団出動回数減による出動手当の４２万円と北海道消防操法訓練大会出場事業完
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了による指導手当の執行残５万６千円の費用弁償の計４７万６千円の減額。女性消防団員用シ

ョルダーバック更新事業完了による執行残９千円と消防操法訓練大会出場事業完了による執行

残１万４千円の消耗品費、計２万３千円の減額。操法訓練大会出場に伴う借り上げ車両の燃料

費の執行残１万３千円の減額。無火災未表彰による表彰料２千円の減額。操法訓練大会出場に

伴う車両借り上げ料の執行残１９万４千円の減額。高速道路使用料の執行残２千円の減額。合

計８１万５千円の減額となります。 

消防施設費負担金につきましては、緑分署ストーブ更新及び消防７号車の小型ポンプ更新積

載と４号車小型ポンプ積載油圧昇降装追加の完了による修繕料の執行残２３万７千円の減額。

消火栓更新工事請負費の執行残２６万２千円の減額。テント整備及び心臓マッサージシステム

導入の完了による器具購入費の執行残１０万円の減額。合計５９万９千円の減額となり、清里

分署負担金事業の総合計２８８万４千円を一般財源で減額するものです。なお本補正予算につ

きましては、昨日開催されました斜里地区消防組合議会第１回定例会に議案提出され、原案可

決されましたことを御報告いたします。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今補正予算清里分署分についての説明がございました。委員の皆様方からありま

せんか。なければ終わります。ご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは引き続き企画政策課２点ございます。平成２９年度一般会計補正予算①について。

はい、担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

 それでは私の方から、平成２９年度一般会計補正予算第６号の概要につきまして御説明をい

たします。企画政策課の１ページ目をご覧いただきたいと思います。今回の補正につきまして

は実行予算に基づき事務事業の執行に伴う不用額を減額したもの、また今後必要もしくは不足

が見込まれるものの追加補正。さらには特別会計繰出金調整などを行うものでございます。 

今回の補正額につきましては、歳入歳出それぞれ２億３千２３７万１千円を減額いたしまし

て、予算の総額を５４億３千７８４万６千円とするものでございます。また表の右側の主な内

容欄につきましては、今回の補正に係る事業の主なものを一部抜粋して掲載をしてございます。

なお主な事業の詳細につきましては、各所管課より補正予算概要に基づきましてそれぞれ説明

がありますので、詳細な説明は割愛をさせていただきます。 

それでははじめに歳出の方からご説明をさせていただきたいと思います。まず総務費でござ

います。職員給与事業から社会保障税番号制度システム導入事業までにつきましては、総務課

のほうよりご説明があったと思いますので省略をいたします。町有林管理事務事業につきまし

ては５６万６千円の減。町有林新植事業につきましては４８２万２千円の減、町有林除間伐事

業につきましては７０万１千円の減でございまして、いずれも予算執行残によるものでござい

ます。高校生海外派遣研修事業につきましては、補助金額の精算により５０７万円の減。民間

賃貸住宅建設促進事業につきましては、民間賃貸住宅の建設がございませんでしたので、２千

万円の減となっております。小学校特別支援教育支援配置事業につきましては、支援員の有資
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格者確保ができなかったために人件費分を３００万円減額するものでございます。清里高校総

合対策事業につきましては、４月に入学をする生徒に対し支度金を支給するため２００万円を

増額いたします。基金積立事業につきましては町の振興発展などのためにいただきました寄付

金、ふるさと納税による寄附金、町有林の皆伐分による収入を合わせまして、７２１万２千円

の増額補正となります。そのほか含めまして、総務費の補正額合計は３千９７７万２千円の減

額となってございます。 

次に民生費でございますが、ケアハウス整備事業費につきましては委託工事執行残によりま

す１千３３７万５千円の減。老人福祉施設整備補助事業につきましては、清楽園の非常用発電

機整備に対しての補助事業の残でございまして、５１４万円の減となります。その他併せまし

て民生費は２千３９５万９千円の減となってございます。 

続きまして衛生費です。国民健康保険事業特別会計繰出金事業につきましては、事業進捗に

伴う精査及び基金の積み立てによるものでございまして１千８９７万４千円の増。後期高齢者

医療特別会計繰出金事業につきましては、繰出金の精査によりまして１１２万７千円の減とな

ります。農業集落排水事業特別会計繰出金事業つきましては、事業実績に伴う減でございまし

て２７万７千円の減となります。３町終末処理場管理事業につきましても事業費の精査により

まして４３万５千円の減額。清掃センター長寿命化改修事業につきましても、事業実績による

２４６万１千円の減でございます。衛生費につきましては合計で７８９万９千円の増となりま

す。 

次に農林水産業費でございます。まず地域用水環境整備事業。こちら緑ダムの小水力発電整

備事業でございますが事業の執行残のため１４５万６千円の減。網走森林組合への出資金とい

たしまして６万８千円の増が主なものでございます。その他含めまして農林水産業費につきま

しては、２３４万６千円を減額いたします。 

続きまして商工費でございますが、商工振興事業補助につきましては実施事業の確定により

ます１００万５千円の減、住宅リフォーム促進事業につきましては事業実績による４８６万９

千円の減でございます。その他あわせまして商工費につきましては７４５万９千円の減となり

ます。 

次に土木費でございますが、道路維持補修事業につきましては事業実績により６８７万６千

円の減となっています。道路新設改良事業につきましては、国の交付金配分の減額によりまし

て事業実績が減となっておりまして、１億５千２３２万２千円の減額となってございます。住

宅用太陽光発電システム導入費補助事業につきましては、補助実績により１２０万円を減額い

たします。公営住宅建設事業につきましては、執行残として１５５万８千円を減額いたします。

公営住宅改修事業につきましても実績による減として２６７万３千円を減額いたします。その

他を含めまして、土木費の合計は１億６千５２２万４千円の減額でございます。 

次に消防費でございます。既に消防よりご説明があったものと思いますが斜里地区消防組合

本部負担金及び清里分署負担金あわせまして３０２万９千円の減額となります。 

続きまして教育費でございますが、斜里岳ロードレース実行委員会補助の実績による減とし

て２６万円、その他１９８万１千円の減額となってございます。 

公債費につきましては、こちら緑小学校閉校に伴う地方債の繰り上げ償還に係る補正でござ

いまして元金償還として３００万円、利子相当額として５０万円を増額補正し、あわせて公債

費は３５０万円の増となります。歳出全体で補正額２億３千２３７万１千円の減でございます。 
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続いて、歳入をご説明いたします。まず町税でございますが、８千８３９万円の増額補正と

なってございます。内訳としましては個人町民税が１１０万円の減額、法人町民税が１３０万

円の減額、固定資産税７２０万円の増額、国有資産等所在市町村交付金３８９万円の増額、軽

自動車税２０５万円の増額、町たばこ税が１００万円の減額でございます。 

地方特例交付金につきましては４９万円の増額補正となってございます。 

分担金及び負担金につきましては、農林水産業費分担金、民生費分担金、社会保障費負担金、

児童福祉費負担金、教育費負担金、それぞれ合わせまして２０３万円の増額補正となってござ

います。 

使用料及び手数料につきましては、総務使用料から土木手数料まで記載のとおりでございま

して、合計１２２万７千円の増額補正でございます。 

国庫支出金につきましては１億２千３２万７千円の減額でありまして、内訳は記載のとおり

でございます。 

道支出金につきましては９５７万４千円の減額補正であります。内訳は記載のとおりです。 

財産収入につきましては財産貸付収入利子及び配当金不動産売払い収入を合わせまして２２

９万１千円の増額補正でございます。 

繰入金につきましては財政調整基金から林野基金まで合わせまして１億２千９４１万１千円

の減額でございます。 

諸収入につきましては記載のとおり合計１２６万４千円の減額でございます。 

町債につきましては土木債と民生債を合わせまして５９０万円の増額補正であります。寄附

金につきましては総務費寄附金及びふるさと寄附金あわせまして、４９０万円を増額補正して

おります。 

歳入の合計につきましては２億３千２３７万１千円の減額となります。現計予算額５６億７

千２１万７千円に２億３千２３７万１千円を減額いたしまして、補正後の予算額が５４億３千

７８４万６千円となります。以上が平成２９年度一般会計補正予算（第６号）の全体の概要で

ございます。 

続きまして、本日追加でお配りをいたしましたＡ４の紙の第２表、継続費の補正をご覧くだ

さい。こちらにつきましては資料の添付漏れをしておりました。大変申し訳ございません。 

こちら継続費の補正の内容につきましては、ケアハウス整備事業の継続費の補正でございま

す。工事に係る入札におきまして執行残が出ましたため、総額を１２億２千５５０万６千円か

ら１２億１２７万９千円に変更いたしまして、それに伴い年度当たりの年割額がそれぞれ変更

となってございます。 

続きまして、企画政策課の議案にお戻りいただきまして、２ページをお開き願います。第３

表、債務負担行為補正であります。こちらが移住支援交付金事業及び定住支援交付金事業につ

きまして補助金対象者の確定に伴います再精査の結果、増額の補正を行うものであります。限

度額は移住支援交付金事業が２７５万円から３５０万円に定住支援交付金事業が３００万円か

ら３６０万７千円となります。 

続いて３ページをお開き願います。第４表、地方債補正でございます。先ほど歳出の際に御

説明をいたしました清楽園の非常用発電機整備補助の財源につきまして、一般財源の方から起

債ができるということになりましたことから、起債の方に財源を振り替えまして地方債補正と

して新規に老人福祉施設整備補助事業債として４千９８０万円を追加するものでございます。
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また社会資本整備総合交付金事業債につきましては、道路施設整備工事の事業の減に伴いまし

て７千６９０万円から３千３００万円に変更をするものでございます。以上が平成２９年度一

般会計補正予算（第６号）の全体の概要でございます。私の方からは以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただ今一般会計補正予算（６号）の概要の説明がございました。委員の皆様方から質問意見

等ございましたら。ありませんか。無いようですので進みます。②番平成２９年度一般会計補

正予算、企画政策課所管分について。はい、担当。 

 

○企画政策課主幹 

 続きまして、議案の４ページの補正予算概要、地域振興グループ所管分につきましてご説明

いたします。今回の補正につきましては、平成２９年度の主な事業の実績による減額補正でご

ざいます。６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、商工振興費の商工振興対策事業につき

ましては商工会が主催する事業の予算見直しにより、特産品の夕べ、コミット及び商店街を利

用した新規イベントの開催が実施できなかったことによる補助金の減で合計１００万５千円の

減額でございます。財源内訳は全額一般財源です。次に住環境づくり推進事業につきましては、

住宅改修、解体等の申請者数の確定による補助金の減で４１５万４千円の減額です。財源内訳

は全額一般財源でございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○まちづくりＧ総括主査 

 続いて私の方から、平成２９年度一般会計補正予算における主要施策事業の企画政策課所管

分のうち、まちづくりグループが所管する事業につきまして御説明を申し上げます。公債費に

ついてでございます。 

今回の公債費の補正につきましては、緑小学校閉校に伴う任意での繰り上げ償還でございま

す。平成２２年度に行いました緑小学校屋内運動場耐震改修事業に係る地方債でございまして、

元金３００万円と利子相当額となる補償金５０万円を計上するものでございます。以上で説明

を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今補正予算、企画政策課所管分について説明がございました。委員の皆様方から

はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 商工振興対策事業の中の商店街活性化事業の７０万５千円、これについては２９年度の予算

の時に中央商店街が解散するということで一部それに対する補助は全部なくなりましたと。た

だ新しい事業としてこの７０万５千円が組み込まれたと理解しております。 

その時に７０万５千円の中身についていろいろあったと思うんですけども、ただ非常に残念
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なことにいろんなものが無くなりました。単純に言うと中央商店街が主導的にやっていました

スキップロードの情報誌がなくなりました。ホームページもなくなりました。それは中央商店

街が全部解散したから全部なくなりましたよと。ただこの商店街のイベントの７０万５千円は

あくまでも商店街のそのイベントしか使えないことで理解していたのか、その辺含めて商工振

興という形で７０万５千円が使える状態になっていたのか、そのへんは行政側の執行側として

はどういう解釈で７０万５千円を汲み上げていたのかをお聞きしたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 今河口委員お話していただいた通り、この部分については商店街活性化事業ということで、

この事業に使うための予算計上したものでありまして、その事業を実施できなかったものにつ

いては今回予算を減額させてということに処理をさせて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。他委員さん。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これその前に特産品の夕べというのがありますけど、これ前年までは毎年やっていましたけ

ど、どういった理由でやらなくなったのか。そこら辺町側でわかる範囲で答えられたらという

ふうに思いますけども。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 商工会としても平成２９年度の予算を立てるときに２８年度に予算をしていくわけでありま

すけども、そのときには引き続き特産品の夕べ、さらには今申し上げました商店街への活性化、

事業各種何点かありますけども、そういったものをやっていきたいのでということで議会の方

にも御承認をいただいて予算化をしているということでございます。そういった中で商工会を

運営している中でいわゆるその財源の部分が主だというふうに聞いておりまして、いわゆるそ

のこの事業については２分の１事業、町が２分の１、商工会が２分の１持つ事業でありまして、

その財源の部分等が主な部分というふうに聞いております。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 お金がないからやめたと。単純に言うとそういうことだろうというふうに思いますけども、
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今までやっていた事業もそういうふうなお金のことでやめてしまった。それと新規の商店街の

イベントも一切町側がこうやって予算をつけていてもやらない、極端に言うと商店街やる気あ

るのというふうには見えるんですよ。そこで町も商工会はじめいろいろと補助金出しておりま

すけども、こういった減額補正で町側は一切商工会に対して振興対策というものをやっていま

すけども、条件とかそういった話し合いってないんですか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 当然この事業がちょっと難しくなったという時にご連絡をいただいて、いろいろ協議を進め

たわけでありますけども、その中で最終的な判断として商工会として事業はできなくなったの

でということで、これについては致し方ないという判断の中で事業中止と記憶してございます。

話はちょっと変わってしまいますけども、そういった部分を整理しながら、平成３０年度の予

算も組ませていただきましたし、今後特産品の夕べのあり方だとかそういった部分がどこかに

なるかというふうについてはまた改めてリセットした形で予算計上３０年度させていただきま

したので、御理解を賜り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 

 課長言うようにリセットして予算を組むのは、それは前向きにこれからやるということで捉

えていきたいというふうなことで予算をつけるんですけど、当の商工会側が極端に言うとやる

気はないんだったらいくら予算つけたってどうもならないですよ。それと結局こういう今まで

やってきた事業をやめちゃう、新しい事業もしない、だから結局去年の暮れにやったような町

が４千万も拠出してお金を出して商工会を何とか活性化させようというふうな事業に結局おん

ぶにだっこになっちゃうわけですよ。総体的に考えて町が常にそうやって予算をつけるのは構

わないですよ。当のやる側がやる気を出さないといつまで経ったって同じですよ。そこら辺を

町がもっと強く言わないと町の活性化なんてありえないですよ。私はそう思いますけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 池下委員お話の通り、当然のことながらお金を出しただけであとは商工会に頼むということ

にもなりませんし、逆に町がすべて勝手にやるよということにもなりません。 

引き続き平成３０年度予算を組むときにも十分２９年度の反省を踏まえて、今回の例えば特

産品の夕べをどういう形で持っていくかとか商店街活性化事業についてもしっかりできるこ

と、それから各個店に少しでも利益になること、活性化になることという部分の中で積み上げ
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た平成３０年度の予算というふうに考えておりますので、今２９年度の話で恐縮ですけども、

そういった今回の反省さらには今池下委員ご指摘してくれた部分を十分に頭の中に入れなが

ら、平成３０年度はこういった事業が予算化していたにもかかわらずできなかったということ

がないように、しっかりと町も常に商工会と連携しながら事業に取り組んでまいりたいという

ふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これは平成２９年度の補正予算ですからあれなんですけど、平成３０年度の予算を見た上で

また改めて本会議の中で論議させていただきたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんから。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の池下委員の質問にちょっと関連してという形でこれもまた確認なんですけど、今のお話

でいくとどうしても財政的な部分が結構あったのかなという気はしているんですが、商工会の

方で。ちなみにこれいつ頃中止しますって役場まで連絡が来たんですかね。もし記憶していれ

ば。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 実はその商工会の体制が平成２９年度は整うまでにちょっとしばらく時間がかかったという

ことは皆さんご承知の通りかなというふうに思います。そういった２８年度から２９年度のお

金の繰り越しの関係だとか、２９年度の体制だとか予算繰りだとか、そういった部分を２９年

度に新たに変わった方々でしっかりと精査した中でこの事業はそのままできます、この事業は

ちょっと厳しくなりましたというような御相談というかをまず受けたのが昨年の８月の上旬で

ございます。そういった相談を受けて、何回かやり取りをしてちょっとこの事業を実施するの

は財源的な部分を含めてちょっと厳しいだろうということでお話をいただいたので、やむ負え

なく役場としても了解をしたということで御理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ２９年の商工会のこの事業の精査がちょっと遅れながら進んでいたということは理解してい
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るんですけども、もう一回確認しますけど、役場としては８月上旬には特産品の夕べがなくな

るということは解ってはいたということですね。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 その特産品の夕べそのものは厳しいというような部分の中で、他に代替というような部分も

なかなか厳しい状況にありましたので、２９年度については特産品の夕べ、それから商店街の

活性化事業の何点かの事業についても見送らざるを得ないという判断をさせていただきまし

た。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 多分今私の聞きたかったことが伝わってなかったのかもしれませんけども、８月上旬に役場

として特産品の夕べがないってことが解っていたんですかっていうことを聞いているんです。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 特産品の夕べを８月上旬の中でやらなくなるということは理解しました。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 特産品の夕べに関しては商工会が主催で役場も絡みますし、もちろん町内の他の事業所等も

絡んでくる事業だと思っているんですけども、話によると商工会の方から特産品の夕べを今年

度は実施できないという報告をぎりぎりまで受けていなかったという部分をちらほら聞いてい

たんですが、役場としてはそうではないという認識で良いんですね。 

なんで僕がこれを言っているのかというのが、先ほどの池下委員の言い方と同じようになっ

てくるんですけども、もちろんこれは商工会が基本主体で行っていくものであって、そこの商

工会の姿勢というんですか、そういう部分が正直２９年度がどうしてもちょっとずれこんでし

まった、体制を整えるまでずれこんでしまったというのは解るんですが、本当に今後自分たち

がどういうふうに考えているんだろうということがなかなか見えてこないんですよね。 

実際予算つけました。でもそういう真剣さと言いますか、そういうところに疑問を持ってい

る形だと思っているんです。先ほども言いましたけども、他の事業所等からも事業所と言いま
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すか、他の企業からも事前にぎりぎりまで連絡がなかったですよねという話も実は聞いていま

して、そこの部分は役場が問題だったのか商工会が問題だったのかといったら、僕は商工会が

問題だったのではないかなと思っていますけど、そういう部分も含めてちょっと指導じゃない

ですけども、きちんとした対応をした方が良いじゃないですかということも改めて商工会の方

に伝えながら、今後の予算も考えていっていただきたいなということでちょっとこういうよう

な質問をさせていただきました。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 伊藤委員のおっしゃるとおり、特産品の夕べついては時期が１１月１２月だったと思うんで

す、この区間のスパンがかなり空いているにも関わらずというようなお話だというふうに思い

ますけども、ある程度今申し上げました８月の段階ではある程度目途がついて、要はやらない

という目途がついていたのにも変わらず、各団体等についても連絡が遅れたのかなというのは

事実かなというふうに思っております。そういった部分では商工会も今まで関係していた方々

への連絡それから役場についてもそれを把握していながらそういった部分も役所としての連絡

をする必要もあったのかなという部分では反省をしております。 

先ほど池下委員の質問にお答えさせていただいたとおり、今後についてはそういった事業が

中止するようなことはなく、さらにはこの事業は実際に本当にどこがやらなければならないの

かというような部分を責任とやる気とそれから効果をもってやらなければならないと思ってお

りますので、平成３０年度の事業について御理解をいただくとともに、２９年度についても御

承認いただければというふうに思いますのでよろしくお願いを申しあげます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 住宅リフォームの関係で、今年度現在のところ１０件ということなんですけども、思いのほ

か少なかったかなというふうな感想を持っていますけども、まず例年どの程度の実績があった

のかということと、今年度どの位の予定をしていたところ１０件だったのかというのをちょっ

と教えていただきたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 今年度の実績なんですけども、改修が８件と解体が２件、全部で１０件。それから２８年度

は改修が１５件、解体が４件ということであります。全体予算はどうだったのかということに

なりますけども、改修を２０件、解体を５件予定しておりまして現在のところ１０件しか解体
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改修がないということで、ある程度数字を落とさせていただいて、これからくる数件あるもの

については残額で対応するというような形にしております。 

 

○勝又委員長 

 はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今年度１０件ということなんですけども、その理由がある程度カバーできたということなら

ば良いんですけども、もしこれが周知不足ということであれば周知の方法も今後考えていかな

ければならないかなというふうに思っておりますし、あと空き家の対策というのが非常に大事

になってくると思うんですけども、空き家に対するこの住宅リフォーム事業の拡充と言います

か、空き家対策の改修事業というのもありますけども、例えば空き家の片づけに対するなんら

かのお手伝いですとか、そういうような意味合いでこの拡充できる可能性があるのかどうなの

かというのが、もし可能性があるんであれば、そういうような道も必要なのかなというふうに

思うんですけども、いかがでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 前回の３０年度予算概要の時にも近い意見が出たのかなというふうに理解をしております。

その時に私も答弁させていただいたとおり、３０年度については堀川委員がお話ししていただ

いたような予算化はできなかったわけですけども、当然のことながらそういった部分がネック

で空き家の解消になっていないという部分もございます。今後引き続き道内外の行政団体の状

況も見ながら清里に合った、そして空き家を利活用しやすいような体制づくりをしなければな

らないというふうに考えておりますので、堀川委員の御意見も十分に参考にしながら、今後の

新たな対応策に向けて検討してまいり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。よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 他委員さんありませんか。無いようですので、前中さん。 

 

○前中委員 

 リフォームとこの空き家対策の３０年度もってという形で取り決めだったと思うんですけ

ど、そこは間違いない。今後の継続事業ということで３１年度まったく白紙の中で進めると思

うんですけど、そこは間違いないですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 
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○企画政策課長 

 今前中委員お話の通り、この制度そのものは平成３０年度までということでありますので、

今までの事業をしっかりと検証した中で３１年度の方向性についてもなるべく早い段階で検討

してまいりたいと。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さんありますか。商工振興の関係につきましては、予定させていた

事業等消化をされてないというようなことも含めまして、明年度は振興計画の策定というよう

な予定もとっております。その中では議会の中でもいろんな意見が出てくると思いますので、

ひとつ対応のほどお願いしたいと思います。それでは企画政策以上で。 

 

○企画政策課長 

 委員長すみません。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 前回常任委員会の方で地域おこし協力隊の内定についてお話をさせていただきました。観光

振興については澤さんという方、それから緑の活性化については小坂さんという方、それぞれ

内定をさせていただいたという報告をさせていただいたんですけども、残念ながらお２人とも

内定を辞退したいというお話がありました。当然ながら町としても平成３０年度それぞれ観光

振興それから緑の活性化に地域おこし協力隊の協力をいただきながら事業を進めてまいるとい

うような部分についての変更はございませんので、大至急内定が辞退した時から速やかに周知

を今日早速準備が整いましたので、今日かける予定でありまして、３０年度当初４月１日から

新たな協力隊が着任ということにはならないのかもしれませんけども、いろんな媒体やいろん

な人脈等を使って、より良い人材を何とか早い段階で入れていきたいというふうに思っており

ますので、御理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい。地域おこし協力隊の内定辞退ということで報告がございました。よろしいですか。は

い、池下委員。 

 

○池下委員 

 内定辞退したということなんだけど、辞退した理由とか。 

 

○企画政策課長 

 個人的な部分がありますので、言える範囲でご了承いただきたいというふうに思いますけど

も、澤さんについてはちょっとお話をさせていただいたとおり、ご家族があるというような部

分でご家族の中でお話合いをされてやっぱり厳しいかなというような状況かなというふうに思
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っております。それから小坂さんについては、この方は清里のみならずいろんなところを受け

ていたようでありまして、その中の選択肢の中の清里かなというふうに思っております。かな

り小坂さんについては興味を持っていただいて、清里に来ていただいてじっくり見ていただい

て、実はこの段階でもいろんな提案をしていただいているような方でかなりまじめに考えてい

てくれていた方でした。でも残念ながらたぶん他のところに行くのかなというふうには思って

おります。それ以上のことはちょっとご了解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。それでは以上を持ちまして企画政策終わりたいと思います。どうもご苦労

様でした。 

 

○勝又委員長 

 それでは生涯学習課進めたいと思います。２点ございます。１番、平成２９年度一般会計補

正予算生涯学習課所管分について。課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは生涯学習課２点について御説明申し上げます。まず１点目平成２９年度一般会計補

正予算、生涯学習課分につきまして担当よりご説明申し上げます。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは平成２９年度一般会計補正予算生涯学習課所管分の主なものにつきまして資料は１

ページになります。初めに学校教育グループ分よりご説明させていただきますので、上からの

順番の説明とならない箇所がありますけれども、ご了承いただければと思います。 

まず早速でございますが表の２段目からになります。２款総務費、１０項総合戦略費、１目

総合戦略事業費の小学校特別支援教育支援員配置事業につきまして御説明いたします。この事

業につきましては特別な支援を要する児童に関連しまして清里小学校に２名の有資格者を配置

する事業でありましたが、２名のうち１名分のみの人員確保となりましたので１名分人件費執

行残がございます。その経費３００万円を減額するものでございます。なお、財源は一般財源

での減額となります。 

続きまして３段目、同じく総合戦略事業費の清里高校総合支援対策事業につきまして御説明

いたします。例年実施させていただいております４月入学予定生徒の保護者に対しまして入学

支度金を支給するための予算を補正計上しております。所要額を報償品としまして４００万円、

入学者数といたしまして４０人を見込んだ上で積算をさせていただいております。また、これ

に合わせまして現計予算の減額補正でございますが、国公立大学入学補助、進路指導強化対策、

高校高体連等の出場経費、これらの事業補助金の執行見込による残額これらを試算しまして総

額２００万円を減額させていただきます。つきましては清里高校総合支援対策事業の総体での

差引補正額は２００万円で補正計上させていただきたいと考えております。財源はすべて一般
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財源での調整となります。 

続きまして２段とばしまして１番下の段になります。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調理事業につきまして御説明いたします。こちらは事業費の５千２３

１万３千円に変わりはなく財源調整の補正内容となります。資料右側財源内訳の欄をご覧くだ

さい。その他財源としまして給食費負担金がございますが、予算見積もりからの人数減、また

インフルエンザによります学級閉鎖これらに絡みまして、給食負担金が減額予定でありますの

で不足となる財源２５０万円を一般財源で充当するものでございます。以上で学校教育グルー

プ分の資料説明を終わります。 

 

○生涯学習課主幹 

 続きまして社会教育グループ関係でございます。まず１番上段、総務費、庭園のまちづくり

事業費、花と緑と交流のまちづくり事業費の町民海外派遣事業でございます。本事業につきま

してはニュージーランドモトエカ町への研修につきまして本年度募集を行いましたが、参加申

し込みが少数ということで事業を中止したところでございます。事業費であります補助金１８

０万円を減額いたします。財源はすべて一般財源でございます。 

続きまして４段目の総合戦略事業費でございます。高校生海外派遣研修事業につきましては

事業執行が完了したことから精算に伴う執行残５０７万円を減額いたします。財源につきまし

ては子ども子育て基金でございます。５段目保健体育総務費の斜里岳ロードレース実行委員会

補助につきましては、事業執行が完了したことから精算に伴う執行残２６万円を減額するとと

もに雑入といたしまして日本スポーツ振興センターからの助成金額１２６万８千円が確定した

ことによりまして、財源振り替えを行うものでございます。 

以上主なものでございますが、この他同様な事業執行に伴う執行残の一部減額、入札等によ

ります執行残の一部減額、また燃料費高騰に伴う一部増額などにつきまして予算調整をして予

算計上をする予定となってございますので、ご理解のほどよろしくお願いをしたいと思います。

以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今一般会計補正予算生涯学習課所管分についての説明がございました。委員の皆様方か

ら。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 小学校特別支援教育支援員の配置って、これ２名を予定で１名しか確保できない。そこの１

名減でどのような問題が起きるんでしょう。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 小学校の特別支援教育の支援員でございます。これにつきましては基本的な考え方といたし

まして、特別支援教育につきましては正規の教員が学級担任を持っているところでございます。
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この支援員は特別支援の学級の児童ということまではいかないまでも軽度の支援が必要という

ことで、一般の学級の中に担任の先生がいるわけですが、その学級の中で個別の児童に対して

支援をするということになります。ですからこの方がいないことによりまして担任の先生の若

干負担、目くばせ、それから特定の児童に対する配慮この部分が手薄になってしまうというマ

イナス点がございます。 

 

○勝又委員長 

 はい。河口委員。 

 

○河口委員 

 今現在その支援が必要と思われる児童の数が確定していて、２名が必要となっていたわけで

すから、その中で一人区はいないというようなものすごく大きな負担になると思うのですが、

その辺の小学校、特に今回は緑町小学校の統合も含めてやっぱり全部教員にお任せになるとい

うのは非常にやっぱり大変なことなんだろうと思いますが、再度この辺のさらに中途でも良い

ですから早く充当できる工夫をぜひや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 

 この部分につきましては有資格者、教員免許もしくは保育士の免許を持っていらっしゃる方

というふうにしております。なかなか町内では見つからない部分もございます。近隣町外等も

含めた中で早急補てんできるよう努力してまいりたいと考えます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。ありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 給食の欠食というかの部分ちょっと人数だけお聞かせください。この２５０万云々って全体

の約１割ということは給食児童に対して約１割が給食費が徴収できなかったですよね。インフ

ルエンザ等々理由ありますけども実質どのような状況、かなり減額になっているので。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 この人数、すいません。細かな何人というところまでの資料をちょっと待ち合わせおりませ

んけれども、実は先ほどのインフルエンザの関係というところのお話をさせてもらいました。

春先に小学校でインフルエンザで学級閉鎖、そして１２月にまたインフルエンザというような

ことで、まだ今も実は学校の方でインフルエンザが出ているという中で、今後の減額の見込み
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も若干含めた数になっております。 

また金額、人数につきましては当初の予算見込みで人数を出しております。その後先生方、

特に高校の方で最大数で予算を見ておりますが、実際には給食を取らない先生もいるというよ

うなこともありまして、若干人数が減ってきているというようなところでございます。今回２

５０万円減額させていただいたというところにつきましては、今後の人数、給食費負担減、そ

ちらも見込んだ中で最終的に予算を上回るような形で今後 を安全に確保するための減額とい

うことで若干多めには見ているかもしれませんが、そのような積算になっております。 

 

○勝又委員長 

 わかりました。よろしいですか。それでは次に移ります。②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 

 それでは、②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御説明申し上げま

す。まず２ページからご覧ください。前回御説明申し上げました見直し内容、この表自体は前

回と特段変わっている部分はございません。主に見直しになっている部分につきまして、再度

若干御説明をいたします。 

はじめに３番目の学校視察でございます。進学のため大学や専門学校を選ぶためにオープン

キャンパスに行くということで、札幌方面１泊２日の研修でございます。これにつきまして現

在２分の１の補助でございますが、３分の２に引き上げてまいりたいと考えております。また

インターネットで予備校の授業が受けられます東進ハイスクール受講料補助、これにつきまし

てはニーズがないということから廃止をしたいと考えております。次に各種資格取得、これで

ございますが英検、ワープロ、簿記、ニュース、漢字、電卓などの各種受験料これの補助でご

ざいます。補助内容につきましては変更いたしませんが、同一種目、同一級これは２回までの

補助ということで若干の制限をつけてまいりたいと考えております。特色ある学校づくり推進

事業につきましては、夏冬休みに実施しております学習サポート教室の補助、これにつきまし

て近年高校の先生が直接担当をし外部講師等を活用していないということから補助金としては

廃止をしてまいりたいと考えてございます。そのかわり学校の裁量で教育活動を行うこの部分

について一定額の補助をするということで予算化してまいりたいと考えております。６番目の

入学支度金でございます。この部分につきましては町内限定にしてまいりたいと考えておりま

す。７番目の国公立大学補助については廃止、９番、１０番、通学者補助スクールバスの運行

これについては原則継続をしてまいりたいと。ただし将来的には保護者の負担も求めて参りた

いと思っております。海外研修につきましては対象を中高校生とし各５名から６名の選抜で考

えております。１３番目の英語指導の強化、外国人英語講師の派遣回数を増やしてまいります。

１４番目の入学支度金でございます。これにつきましては卒業生、町外在住の卒業生に限定し

た形での運用にしてまいりたいと考えているところでございます。 

次に３ページ目をご覧いただきたいと思います。上段につきましては清里中学校の卒業生の

主な進路でございます。清里中学校につきましては清里高校への進学、これが５０％を超えて

平成２３年度に５９％でございますが、２４年に５０％を割りまして、その後５０％をぎりぎ

り５０％、５４％程度となっているところでございます。そして平成２７年度ここで２７％と
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いうことで大きく減少しているところでございます。平成２７年度は小清水高校これが最後の

入学者、最後の受験があった年になります。ですから平成２８年度から小清水高校は募集を停

止しましたので、下の表、高校清里高校の入学状況を見ていただきますと、平成２８年度から

小清水町からの入学者が急激に増えていることがみてとれます。同じくこの２８年度からスク

ールバスを運行開始しているところでございます。前回ご協議申し上げましたとおり１間口こ

れを着実に確保してまいりたい、そして町内を中心とした支援にシフトしていきたいと、この

ような考えの中から当然地元中学校からの清里高校への進学これも一番大事なことではござい

ます。ただし一定の人数、町外からの進学者の確保も必要というふうに考えております。その

際一番大きいと考えるのがスクールバスでございます。小清水町におけるこのスクールバスの

存在が大きいと思いますので、仮に今後一部保護者の皆さんから負担をいただくということと

したといたしましても、定期的に足が確保されるということであればある程度の小清水町から

の生徒の確保、これは可能になるのではないでしょうか、そのように考えております。以上で

ございます。各委員からの御意見を賜りたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今３１年度からの清里高校総合支援対策事業についての説明がございました。委

員の皆様方から。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 前回の常任委員会の時にも提出していただきまして、今回またあがってきたわけですけども、

前回の時は時間がなかったということで、何から言えばいいのかなと思うぐらいいろいろある

のですが、今課長おっしゃられていますスクールバスの関係なんですけども、そこの部分は後

いろいろ検討しながらも無くすことはできないというのは私も重々わかっております。これに

関してはあとからいろいろやっていこうと思っているんですけども、まず１つ目なんですが、

この見直し案もちろんこの間の課長のご答弁のとおり、平成３０年５月ぐらいまでにはある程

度確定した中で３１年度の募集に向け他町村の学校ですとか、もちろん地元の中学校ですとか

に説明していかなきゃいけないわけですよね。ということはそこまで確定しなきゃいけないと

いうのは時間がかなり足りないなと思っております。今まで所管の方で精査していただいたと

は思っているところもありますけれども、例えばなんですけれども高校生海外派遣研修事業に

ついてなんですけれども、今まで現行は希望する１年生全員を派遣に対し、見直し案は中学生

も対象とし、中高各５～６名程度の選抜派遣、これ要は１年生全員とかではなくて、昔もそう

だったのかな、清里町内の小学、中学生とかも対象とした形で１年に各学年５、６人じゃなく

て、１年間で１回の授業に対して５，６人、中学校から高校生まで全部合わせて５、６人だけ

というイメージなんですか。まずそこだけちょっとお聞かせください。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 海外派遣研修事業につきましては、平成２４年度より高校のみ、そして１年生の希望する生
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徒全員という方針に切り替えているところでございます。それまでは中学校と高校たしか各７

名ということで行っておりました。今回ご提案をしている部分につきましてもそれぞれ中学校

高校それぞれ５、６名この人数につきましてはまずホームステイをモトエカ町に受け入れてい

ただけるであろう、今後その辺のことを協議を進める中でこの人数ということになっておりま

す。基本的には学年は今までどおり高校ですと１年生、ただ前回２３年度までは中学校・高校

２年生で行っておりましたので、そこは今後学校と協議をしてまいりたいと考えております。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。各中学校から５、６名、高校から５、６名という説明で、そこは解ったんで

すが、正直高校生海外派遣研修事業をこういうふうに見直した経過を教えてください。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 そもそも生徒を対象とした海外派遣研修はふるさと創生事業として町民町内の子どもたちを

国際理解教育その観点から小中高校生海外派遣研修ということで、平成２年に始まっていると

ころでございます。その後小学生はやはりある程度英語というものを学んでから行く方が効果

的であるという現場の御意見等もあり中高校生になり２３年度まで続いているところでござい

ます。 

これは厳密に申しますと、高校支援事業ではございません。あくまでも社会教育事業として

平成２年から実施しているものでございます。その中で社会教育には社会教育委員という制度

がございまして、社会教育に対する課題をいろいろ協議する場がございます。その中の議論と

いたしまして、この海外派遣研修事業課題があるのではないかということで委員さんより御意

見がございました。それが高校支援というよりは海外研修をどうするかという議論の発端でご

ざいます。そこから議論を重ねた中、社会教育委員の会議の中ではやはり中高もしくは可能で

あればまた小学校まで戻しても良いんじゃないかという意見もございまして、この中では最終

的には中高という議論をしているところでございます。それを受けましてまた前回も御説明申

し上げましたが、高校サイドでもこの事業の検証、評価をしていただきました。これらをもと

に高校支援の連携会議の中で協議をし、今回の提案に至っている次第でございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今課長の答弁からあったんですけども、確かにこの海外派遣事業に関しては、社会教育のこ

とであり、高校支援とはある意味別もの出どころも完全に違いますから、そこは解っているん
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です。ただあくまでこの清里高校の総合支援対策に載せてきているわけですよ、項目として。

それで生徒たちは社会教育の事業なのか、清里高校の支援対策なのかは解らないんですよ。決

める方は社会教育事業だよと言いながらも子どもたちは解らない、子どもたちは単純に清里高

校に行けばこの海外派遣、海外研修ができるという思いで普通に来るわけなんですよね。 

すごく疑問に思っているのが、人数が多くなってホームステイができないから意味がないと

いうことなのか、そのへんはっきり聞かせてもらいたいなと思っているんですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 ホームステイ、１００％意味がないとは申しません。ただすべて通訳がついた集団活動の中、

この９泊１０日、日本語で全てが完結できるような環境ということでいけば、効果は薄いので

はないかというのが私ども教育委員会としてもまた高校としてもそのように考えているところ

でございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 その９泊１０日でいろいろ行ってきているわけです。その前のホームステイのところからた

ぶん同じだったと思うんですけども、そんなに変わっていないと思うんです。何て言えばいい

のかな。僕もそのホームステイの理念ってすごく良いなと思っていまして、それで行ければ一

番良いんですが、人数が多くなることによってできないということも解りますし、もちろん費

用の問題もあるんです。課長おっしゃってくれたホームステイではないから１００％意味がな

いということではないですよとは言っていただいたのでありがたいんですけども、私もそう思

っていまして、ホームステイの方が良いなとは思っていますけども、ホームステイじゃないか

ら止めるというのはどう考えてもおかしいなと思っていて、そういう答弁はしていませんけれ

どもたぶんそういうところは見え隠れしているので。 

平成２８年か２９年どちらか私も記憶がないんですけれども、子どもたちに確かアンケート

を取っていますよね。清里中学校及び小清水中学校の在校生もちろん３年生だけではなく１年

生、２年生あと斜里もあったかな、そこはちょっと微妙ですけれども、その中で確か子どもた

ちがなぜ清里高校を選ぶかという逆に理由もたぶんトップが東進ハイスクールと海外ニュージ

ーランドというのがあったと思っているんです。この先週出てきた清里高校総合支援対策事業

の見直しにあたっての云々の中での高校生のアンケート部分が全部なくなってしまっているな

と思っていまして、記載されていないんです。前回そのアンケートをその事細かくやった部分

が全部提出していただいていたんですよね。それがちょっと今回添付されていないなと思って、

そこに対するちょっとした不信感も正直あります。 

もちろん例えば東進ハイスクールの部分でいったら先ほど課長答弁された通り子どもたちそ

れが良いと言って入ってきたんだけども実績が結局なかったと、だから見直します。これは僕
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も解るんです。ただ海外に関してはどうなのかなと思っているんですけども、取り留めのない

話になってしまっているんですが。 

 

○生涯学習課長 

 ちょっと申し訳ございません。アンケートの結果でございますが、東進ハイスクールが高か

ったという記憶が申し訳ございません、ないです。そして海外研修につきましても確か上位、

清里高校を選んだ理由の中の上位３番目に入っていたか、入っていなかったかというふうに記

憶をしているんですが、すいません。ちょっと今資料を探しますけれども。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。僕も今資料を持ち合わせていないので、そこは強くは言えませんが先週提出

していただいた見直し案の中に沿っていろいろ見直案を作っていくわけですけども、正直矛盾

しているなと思うことが実はありまして、例えば先週の資料の中の１番の中の（３）清里高等

学校目指すもので目指す生徒像、この中にも郷土愛と国際性を身につけると謳っていますよね。

例えばその何人かが行くから国際性でしょう、じゃないと思うんですよね。清里高校全体の国

際性、清里高校に通っている全体の国際性という僕は意味合いでとっていたものですから、そ

ういうものも謳いながら、なぜこういう逆の方向にいってしまうのかなというのがすごく疑問

だったんですよね。それに関する答弁いただければありがたいなと思っていますけども。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 海外派遣研修事業でございます。これにつきましては、清里高校の内部教職員でございます

が、この中でも評価が余り高くない、教育活動の中で生徒が取り組む姿勢に正直非常に差があ

る、やりたい、行きたい生徒は一生懸命取り組むがそうじゃない生徒が多いと。そのような中

どうしても周りが行くから行く、そんな空気もあるというふうに聞いております。希望してい

ない生徒も行くという空気感がある中、高校としましても選抜制に改めてほしいということで

お話をいただいているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤議員 

先週の課長の答弁にも実はあったんですよね。行きたくない子、行きたい子たちもいるんだ

けども行きたくない子たちもいるんだと。行きたくない子たちが行きたい子たちが行くからじ

ゃあ僕たちも私たちも行くかなと。それが良いのかというのは答弁されていたと思うんです。
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そこに実は違和感があって、行きたかった子が行きたくない子に合せるんですか。でもそうな

らないために５、６名で派遣できますよ。じゃあこれが１０名とか２０名だったらどうするん

ですかってことになるんですよ。行きたい子が行きたくない子に合わせなきゃいけなくなるん

ですかということなんです。言っている意味わからないですか。要は行きたくない子がいます

よね。別に行きたくないんだよ。でも行きたい子もいるわけですよ。で、行きたい子の救済を

この５、６名でとっているという意味合いだと思うんですよね。だけど行きたいという子がも

し学年の半数ぐらいいたとしたら、それは絶対救済できないですよね。大人の方からそういう

理由を言われるとたぶん子どもにとっては行きたくない子に合せなきゃいけないのと。何じゃ

こりゃって思われると僕思うんですよね。ちょっと僕言葉乱暴ですね。でもうひとつ言わせて

もらえれば、行きたくない子が行きたい子に合わせなきゃいけない、それの何が悪いんだとい

うことなんですよ。もともと興味がなくてもその国際性を育てるとかと謳っていくのであれば、

ある意味無理ちょっと言葉は間違っているとは思いますが、無理にでも経験させる。そこで行

ってはじめてわかる経験があって、経験をして初めてわかることがあって、そこで今まで国際

的なものには興味を持たなかった子が国際的なことに興味を持ち出す。これってすごく大事な

ことなんじゃないかなと僕は思っているんですけど、僕が今言っていること理解していただけ

るでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 とりあえず素案ですからね。 

 

○加藤副委員長 

 いろんな意見が出ている通り、基本的に高校の支援策とすれば、全体を対象に事業展開して

いかないとならないということがあると思う。この項目に関して検討していますよという段階

だと思うので、これを５、６人としたときに仮にそういうことでいけば高校支援策ではないん

ですよね。そのことを踏まえてここで論議する議題は高校支援策だとすれば、それは逆にちょ

っと外さないとならん分野になってくるのかなと思うので、今回示されている見直し素案の中

に検討を要するものあたりはもう少し具体的な方向を生徒に交通費の負担を求めるとかと言い

ながら、それはどの方法をしていくのか、そういういろんなことをもうちょっと具体的にして、

そしてどうでしょうかという提案でないと。 

これも高校支援策の大きな柱である高校海外派遣が全員でないとしたら支援策から外れるわ

けですし、そして大きく謳っていた小清水高校とのバスの提携やそれに見合う交通費の関係も

どうなのかというのもありますので、清里が他の町村についてどうのこうの言えないので、基

本的には来る生徒に対してそういうお願いをする、そのことによって他の自治体が考えるだろ

うと思いますので、もう少し具体的な方向で本当に高校の維持と言いますか、１間口をきちっ

と守っていくんだという方向性をもうちょっと整理されて提案されたらいいのかなと。 

５月までだって言いながら２回も素案は出てきているけど具体的に一歩も進まない中で出て

きているって、全体を通してどうやって生徒を４０名の定数に対してどういう形で支援策して

いきましょうか、だから今回の学校視察に行く関係は２分の１から３分の２きちっと変えてい

きますよと、あるいは何回も研修受けていたやつは２回までの検定でないとだめですよと。そ

ういう具体的な項目に関して初めて全員対象だけど、全員対象から外れるようなものは支援策
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と言えるのかどうなのかという部分もありますので、もう少し具体的に総合的にまとめて、も

う一度練って提案をしていただきたいと言うか、説明をしていただきたいなと思います。部分

的論争でいくときりがないと思いますので。 

 

○勝又委員長 

 課長よろしいですか。 

 

○生涯学習課長 

 はい。具体的にと申しますと、今委員から御指摘もありました、２分の１を３分の２等につ

きましては具体的に提示をしているところでございますので、例えば海外派遣についてという

ことでございますか。 

 

○加藤副委員長 

 部分的なやつは海外のもそうですし、交通の関係の支援も検討って言ったって何をどういう

形に具体的にというのは出ていないわけでしょう。きちっとそういう部分を整理されて、そし

てやっぱり方向性も５月と言っているわけですから事務レベル段階ではこうやっていこうって

ほぼ固まりつつあるわけでしょう。それを検討中と書かないで具体的な内容あるいは方策そう

いうものを持って基本的に町としてこうやってしていきますよという方向性を示しながら説明

をしていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 まずは海外研修の部分でございますが、委員が今おっしゃいましたとおり１つの考え方とし

て、全員が対象でないということであれば支援対策とは切り離すという考えもございますが、

ただ生徒さんにＰＲにする際にこれを一色単にしてこういうこともありますよということで募

集をしていた部分もございますので、そういう意味ではこの中でもご協議をさせていただきた

いというふうに考えております。 

またもう１点ございましたバス、それから交通の支援、町外通学者補助この２点でございま

す。経過について若干御説明をさせていただきます。前回もお話ししましたとおり小清水町こ

ちらの方で一定の支援をする方向ということで検討している、それにつきましては、情報をお

さえているところでございます。これから小清水町も議会に提案されると思いますが、支援を

している他町の学校については、支援は難しいのではないか、そのような判断をされていると

いうことでございます。 

しからば私どもが独自に保護者の方から料金を徴収する。このような考え方で実は１月に運

輸支局の方に担当と行ってまいりました。その中で現在地元に委託をしておりますこのスクー

ルバスの事業、ここにおいて町が料金を徴収することは法律上不可能である、このようなこと

で結論をいただいております。それを踏まえ本町といたしましても小清水町と協議もさせてい

ただきました。なかなかそのような中では御理解がいただけない部分もございました。それを
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踏まえた中でどのような形であれば、保護者の方からお金を頂戴できるか、これについて現在

いろいろ調べているところでございまして、進捗状況としてはまだそこまでといった状況です

ので要検討ということで書かせていただいているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今加藤副委員長の方からも言っていただいたんですけども、これ個別に一個一個やっていう

と本当に時間がかかることで、僕もそこまでの気はないです。さっき実は僕まだまだ本当はあ

るんです。ただただそれを言っても１時間、２時間、３時間のレベルじゃないので、さっき一

個だけ言わせてもらったんですけど、なぜそれを言っているかというのが、要は清里高校のこ

の存続に関して清里町として元々長年いろんな取り組みをしながらずっとかけてきたことなん

です。今ここまで来ている状態で一時期良くなったけども一回見直しをかけて、また減って、

また今のってきてってここに資料があるんですけども、要はそんなに簡単に決めちゃまずいん

だと僕思っているんです。簡単というのは１年間精査してきていただいたことに対する簡単と

いう意味じゃなくて、出てきた中で例えば今行われていることって結構３年ぐらい前にちょっ

と新たに出てきたこともありますよね、スクールバスの関係もそうですけども。で今回そこも

変わったとします。例えば見直しかけて３年間で変えて、３年間で見直しって僕もあると思っ

ていますけど、そこでやってみてまただめになりました。じゃあまた変えます。こんなころこ

ろじゃまずいんです。こういうことって継続がある程度なかったら、その主体となる、主とな

るものがぶれてしまったら大変なことになってしまって、ですから何が言いたかったというと、

要は平成３１年度以降の見直しなんですけども、それは今年の３０年５月までに決めなきゃい

けないわけで、これが例えばもう１年とか延ばせないんですかね。もうちょっと揉む時間って

必要なのではないかなということを僕ちょっと言いたかったんですよね。その点については可

能性はない、絶対今年の平成３０年５月までにはきっちり決めたいということなんですか。そ

こだけちょっと確認させてください。 

 

○生涯学習課長 

 高校支援総合対策事業につきましては、平成１６年につくっております要綱により進めてい

るところでございます。現在の要綱の中では総合支援対策事業の期間は平成２８年から３０年

までということで３年ずつの見直しでこれまで推移してきているところでございます。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。その３年ずつということで見直しをかけていくということが今わかったわけ

ですけれども、これ以上あれなので、いろいろとさらに深い検討を重ねていただいた中でまた

次へ進んでいただきたいなとそのように思っております。はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 今御説明しました要綱、３０年度までとなっておりますが、この辺につきましては要綱の見
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直し等の中で１年先延ばしするということも検討の余地はあるのかなというふうには考えると

ころでございます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 ちょっと反対討論ではないですけども、自分は悪いところがあれば１年でも２年でも短期間

でも変えればいいなというふうに思っていたんですけれども、やっぱり高校は３年間あるとい

うことで３年間は３年前の支援策を守っていくということでそれで理解していたんですけど

も、この３年間の間でここを直したら良いのではないか、ここはもうちょっとこうしたら良い

のではないかというのは検討は恐らくされていたんだと思うんですね。であるならば次の３年

間に踏み出しても良いのではないかというふうに自分は思うんですよね。以上です。 

 

○勝又委員長 

 参考意見ね。 

 

○生涯学習課長 

 はい。 

 

○勝又委員長 

 ただこれにあたってきちっと検討するような段階のものがあるでしょう。社会教育事業の関

係とも相談したりという部分があるわけで、今回この計画を素案をつくるにあたっての基本的

な考え方があったと思うんでね。小清水の高校もなくなりましたというような部分で、情勢は

刻々と変わっている形の中で今までの支援策をそのとおりスライドしてやってくようなことに

はならないよというようなことがあったからこういうものが出てきたと思うんですよね。やっ

ぱりそのことをきちっと伝えて委員に理解を求めてもらわないと。そのことがスタートだと思

うんですよね。いろんな部分で小さなことがちょろちょろ質問で出ますけど、ちょっとそこの

ところをきちっと整理してもらいたいなと思う部分ですよね。よろしいでしょうか。課長。 

 

○生涯学習課長 

 委員長から御指摘ございました。これまでの皆様にも御理解をいただいているとは思います

が、時系列の中で議論を積み重ねてきました。これをもう一度皆様にきっちり御説明をさせて

いただきながら、再度ご協議をさせていただきたいというふうに考えますので、御理解いただ

きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんありますか。河口委員。 
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○河口委員 

 基本的にこの清里高校のカラーを何にするかということで、平成２４年から海外を入れたよ

というのは思いつき事業でやりましたというんだったら別ですけども、ここの高校がしっかり

海外派遣ということを売りにしたわけですよね。それが町の支援の一部だったんだろうと思う

んです。それが今度無くなりましたよ、普通学校ですよ。町として何がこの学校の特徴なんだ

ということを代わるものをきちんとしていかないとだめなんだろうと思います。他のところは

やっていない、普通学校ですから。その中で学校教育については道、だけど町がやれるのは、

社会教育の支援ですよと、大きな。それがこの町の特徴だったわけですから。それをおろす、

旗を降ろす。代わりに何をあげるんですかということをやっぱりしっかり町の行政側がやはり

町としてどういうカラーにするんだということははっきりしたほうがいいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 今河口委員から御指摘いただきました部分でございますが、道立高校の生徒を海外に派遣す

る、全道見てもそう多くない事業だと思います。また交換留学で必ず１名はニュージーランド

に半年、１年弱派遣できる、これも市町村がそれをやっているというところはさほど多くない

というふうに感じております。 

基本的には、国際理解教育、ここはぶれなくやってまいりたいというふうに考えております。

ただしそれぞれの国際理解教育これを特徴としていく中でも学校現場と協議した中でその事業

の効果これを、きっちり把握しながら時には事業の精査をしてまいりたいというふうに考えて

おりますので、外国人英語講師の派遣日数を倍にするというのも小さいかもしれませんがこれ

も道は道で外国人英語講師が行っております。その他に町で週２回ということになりますので、

ひとつの特徴になるのかなというふうに考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。以

上です。 

 

○勝又委員長 

 はい。他ありませんね。終わりたいと思います。以上もちまして生涯学習課終わりたいと思

います。どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課。課長。 

 

○総務課長 

 今日総務課で池下委員から御質問がありました件につきまして答弁ができませんでしたの

で、ここでちょっとお時間をいただきまして答弁をさせていただきたいと思います。総務課の

資料１ページの補正予算概要の３つ目の管財管理住宅の解体事業でございます。これの工事費

でございますけども、緑町の管財管理住宅につきましては工事の請負契約額が１４２万５千６

００円、向陽の美里の請負費が１８１万４千４００円、合わせまして３２４万円の工事請負費
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でございます。予算額が２つあわせて４４１万円でございましたので、その差引額１１７万円

を今回減額補正させていただきたいというふうに思っております。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですね。はい。どうもご苦労様でした。大きな２番、意見書の検討について。事務

局。 

 

○議会事務局主査 

 それでは２番目の意見書の検討について。総務文教常任委員会所管の意見書が１件提出され

ていますので、ご説明いたします。資料については、意見書の検討について１ページからでご

ざいます。提出依頼者は清里地区連合会長、和田恭男氏でございます。内容につきまして３ペ

ージをお開きください。 

地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用

安定に関する意見書です。 

記以下を読み上げて説明いたします。１．地方公務員法及び地方自治法の一部改正について

改めて制度変更について各自治体に対し、周知徹底するとともに、実態の把握に向けて必要な

調査等を行うこと。２．新たな一般職非常勤職員制度によって必要となる財源については、地

方財政計画に反映させるなどその確保を確実に行うこと。その際、自治体が運営する地方公営

企業や地方独立行政法人に雇用される職員もその対象とすること。３．一般職非常勤職員への

移行に当たっては、現に任用されている臨時非常勤職員の雇用確保、及び労働条件を維持する

よう、各自治体に対し適切な助言を行うこと。また、人材確保及び雇用の安定の観点から引き

続き検討を行うこと。４．非正規労働者の格差是正を求める同一労働、同一賃金の法改正の動

向を踏まえ、パートタイム労働法の主旨を一般職非常勤職員に適用させるよう、さらなる地方

自治法の改正を行うこと。 

以上について３月定例会に委員長名での意見書の提出、また内容のご協議をよろしくお願い

いたします。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただいま意見書の検討について提出依頼者、清里地区連合会長よりありました。皆様

からありますか。無いようですので、終わりたいと思います。 

大きな３番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会でございますが、３月２７日火曜日この会場で 行いたいと思いますのでよろ

しくおねがいいたします。 

 

○勝又委員長 

大きな４番、その他ありますか。 
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  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 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 午前１１時０７分） 

 


