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第１１回総務文教常任委員会会議録 

平成２５年１１月１９日（火） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前 ９時４７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消費税への対応について 

 ●生涯教育課 

  ①平成２５年度「全国学力・学習状況調査」結果概要について 

  ②「清里町スピードスケートオリンピック後援会」今後の活動について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹    副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  田 中   誠    委  員  澤 田 伸 幸 

       委 員  加 藤 健 次    委  員  池 下   昇 

    委 員  前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       柏木 繁延    ■総務Ｇ主幹      熊谷 雄二 

 ■企画財政Ｇ総括主査  三浦  厚    ■企画財政Ｇ主査    宮津 貴司 

 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■社会教育Ｇ主幹    本松 昭仁 

 ■社会教育Ｇ主査    小林 正明 

 ■消防清里分署長    二瓶 正規 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  鈴 木 由美子 
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  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第１１回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

○畠山委員長 

 最初に、１番町から協議報告事項と言う事で総務課。消費税の対応についてということで口

頭説明ということでよろしくお願いします。はい、課長。 

 

○総務課長 

 それでは総務課より１点説明を申し上げたいと思います。社会保障の安定財源の確保等に図

る税制の抜本的な改革を行うための消費税の一部を改正する等の法律により消費税の一部改正

がなされましたということで、消費税の税制の改正の関係の話であります。本改正はいわゆる

社会保障４経費に充てるということで消費税を５％、８％、１０％という段階的に上げるとい

う形での消費税の改正というふうであります。具体的には平成２６年４月１日に８％、２７年

１０月１日に１０％という消費税法の改正ということであります。 

これに対して町としての対応ということで、総務課対応方針について説明させていただきた

いと考えております。具体的には消費税課税事業所であります簡易水道事業、それから農業集

落排水事業、それから焼酎事業については、改正税法に対応すべく準備を進めているというこ

とで、３、課税事業所については消費税８％に対応した形で進めていくということで、またご

案内の通り指定管理事業施設については、事業者の仕入れの際に５％から８％相当額の税負担

となりまして、利益の圧迫が予想されるということで、これらの事業所の料金等規定しており

ます。条例を外税方式で規定すべく準備を進めていくということであります。具体的には指定

管理事業であります緑清荘から温泉入浴料については外税方式で料金設定すべく町令改正を進

めているということでございます。詳細につきましては、それぞれ所管課よりこの後説明がご

ざいますので、よろしくお願いしたいということであります。またその他、町関係の使用料手

数料、今回の消費税対応のタイミングでの見直しは行わないということで統一した形で考えて

います。消費税課税事業所である３事業所それから指定管理事業に対応した条例、料金設定を

します。条例につきましては、改正の方向で今準備・作業進めているということでご理解願い

たいというふうに思っております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、消費税の対応についてってことでお話をいただきました。議員の方で何かございま

したら。 

 

○前中委員 

 １点だけ。温泉の利用に関して４月１日からの外税方式というふうに捉えて良いのかどうか。 
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○総務課長 

 ご案内の通り、２６年４月１日からの対応ということで考えております。 

 

○前中委員 

 と言うことは、４月１日から外税方式を８％で対応するということ。 

 

○総務課長 

 そのとおりでございます。 

 

○畠山委員長 

 他。いいですか。それでは総務課。何もなければ終らさせていただきますけれど。ご苦労様

でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは町から協議報告事項ということで生涯教育課２点ございます。１点ずつひとつ説明

を願います。はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 それでは１点目の平成２５年度全国学力学習調査結果概要につきまして、ご報告をさせてい

ただきます。資料１ページからなります。この関係につきましては、前々回の本委員会におき

まして口頭で大まかな結果のみお伝えしていたところでございますが、１１月に入りまして全

国・全道の他、オホーツク管内全道の中の管内的な状況につきましても、公表されましたので

全国・全道・管内とそれら含めまして、結果概要ということでご報告をさせていただきます。 

まず１点目の調査の目的につきましては、３点記載しておりますけども児童生徒の学力学習

状況をきちっと把握して、今後の教育施策に反映させていくということで、毎年行われている

ものでございます。 

２点目の調査期日につきましては、本年４月２４日今年は全国一斉で実施されております。

そのうち対象児童ということで、本町におきましては、小学校６年生が町内３５人、中学校３

年生につきましては、３４人ということで実施をしてございます。 

４点目の調査事項でありますけれども、１つといたしましては児童生徒に関する調査という

ことで、アで各教科に関する調査国語と算数または数学ということで行われておりまして、そ

れぞれＡ・Ｂに分かれております。Ａの方が知識に関する問題基礎的な問題になります。Ｂの

方が、活用に関する問題ということで応用的な問題となっております。その他質問調査という

ことで児童生徒に対し、学習意欲ですとか方法環境生活の側面等対して調査が行われておりま

す。この児童生徒に対する調査の他に学校に対する質問調査、また平成２５年度には経過経年

変化に関する分析保護者に関するアンケート教育委員会に関するアンケートも行われていると

ころでございます。 

今回この結果概要につきましては、児童生徒に関する調査ということで御報告をさせていた

だきます。その結果、調査結果の概要でございますけども、この１番表のページの下にありま

す表のとおりでございますが、具体的な各市町村ごとの数値につきましては、平均点の数値に
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つきましては、公表を控えるということで、この実施要領で定められておりますので、ここで

おおよその比較につきまして表現をしております。この表の下にその区分を記載しております

けれども、全国平均、全国、全道、それからオホーツクに対しまして、低い部分０．１から０．

２５ポイントもやや低いという、それから高い部分につきましては、４つの段階に分けて区分

しております。それぞれ２．５ポイントずつの区分けをして記載しております。小学校におき

ましては全国に比較いたしまして全国並み全道と把握いたしまして、算数のＡのみはやや低い

という区分に入っておりますけども、それ以外につきましては全国全道平均を上回っておりま

す。０．１か０．２ポイントというところから管内的な比較にいきますと極めて高いというと

ころまであります。 

昨年は、小学校におきましては全国平均を上回ったのが２つ教科２つだったんですけども、

今年は３つ上回ったという状況にございます。それから中学校におきましてはいずれも全国・

全道・オホーツク管内比較いたしまして全て上回っております。これは昨年に続き２年連続で

ございます。それで全道的には中々全国平均を上回ることができないということで、低い状況

にありますけども、オホーツク管内においての状況ということで一番下の欄にありますけども

こちらにつきましてはすべて小中学校が上回っているわけですけれども、この極めて高いとい

うところの下線を引いた部分３つありますけどもここは実はプラス１０．０ポイントを超えて

上回っているということで、この部分５区分を超えて上回っているということで、御理解をい

ただきたいというふうに思います。 

続いて２ページの方の調査、児童生徒の生活状況ですとか学習意欲・方法・環境等に関する

調査ということでおおよそ文書に記載しております。小学校におきましては家庭生活における

生活習慣というところなりますけども、朝食ですとか睡眠時間などは、ほぼ全国・全道と同じ

ように十分取られていると状況にあると思います。家でゲームをしたりする時間は小学校にお

いては比較的少ないという状況にございます。また土、日の過ごし方ということでも、今回調

査がされているんですけれども、家族や友達と過ごす時間が多かったり、地域の行事にもよく

参加をしていると言う状況にございます。学習面におきましては家庭学習の時間が全国で全道

とほぼ同じということで、昨年は、この部分が若干低いという状況がございますけれども改善

がされてきているということでございます。 

学校での事業内容ということにおきましては、グループ活動ですとか考えを発表する機会な

どを多くされているんですけれども、中々あの自分の考えをしっかりと説明をしたりとすると

ころがまだ難しいと感じていると言う傾向があるようでございます。いじめに関しては決まり

を守る意識が非常に高いという傾向にありまして、あってはいけないという意識が高くなって

おります。 

続いて中学校におきましては、朝食睡眠時間いずれも全国全道に比べて多い傾向にありまし

て、特に家庭で家族と、学校のことについて話をする機会が多いという状況になっております。

ただ家での過ごし方の中でゲームをする時間などはちょっと多いという状況がありまして、土、

日の過ごし方につきましては、部活動ですとか家でゲームなどをして遊んでいる。地域の行事

にはよく参加している状況は小学校と同じでございます。課題となるところでは、学習状況に

ついて、家庭学習の時間が全国全道に比べまして短いという状況が以前からなんですけども続

いている傾向になります。 

学校での授業につきましては、小学校と同じように色んな発表する機会などがあるんですけ
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ども、まだ自分の考えを説明したりするというところが苦手ということがあります。それで最

後の方に、自分に良いところがあると思いますかと言う質問があったんですけどもない。余り

ない。という回答が半数近くを占めているということで、非常に生活態度学校の態度もきちっ

としている生徒が多いですけれども、自分自身に自信を持っていろんな発表発言を出来るよう

にいうことが、求められているというふうに思います。 

次の３ページの方に全体的なまとめということで、小中学生とも生活習慣規則が正しく、概

ね生活時間は取られているということでありますけども、学習面家庭学習の方でまだ若干特に

中学生ですけれども、足りない部分があるということはあります。各評価とも全国全道管内上

回っているこの要因につきましては、各学校におきますチームティーチングですとか、習熟度

別の少人数指導きめ細かな指導、長期休業期間中の学習サポート等と言った学校での取り組み

によるものというふうに思われます。 

全道的な平均でいきますと全国に比較しまして中学校の国語４Ｂ以外すべて下回ったという

事になっておりまして、その要因としましてはやはり階層の割合が高いということが原因とし

て分析されております。本町におきましてはその階層の割合が少ないということが、全体的な

平均点を下げている要因というふうに思います。 

次のページにつきましては今年の１１月６日の道新に掲載されました。これはオホーツク管

内の状況を記載した新聞記事でございます。オホーツク管内につきましては、小中学校全科目

で全国全道平均を下回っておりまして、昨年よりも全国全平均との差は差が広がっているとい

うことでございまして、管内的には非常に危機感を募らせているという状況にございます。そ

ういったことで各種取り組みが道教委またはオホーツク教育局から取り組みの内容が示されて

くるわけでございますけれども、本町におきましてはいろんなチャレンジテストですか、そう

いった取り組みも実施をされてきております。今後も先ほど申し上げました若干課題に残る部

分がありますので、そういったところを今後さらに学力が向上するように、努めていく必要が

あるというふうに思います。 

次の５ページの方に全道的な状況全国との比較の中での全道的な状況の表がございます。小

学校につきましては全国平均が一番上になっておりまして北海道全道の平均が下から４番目、

５番目のところに記載されている件数になります。管内１４あるわけですけども、オホーツク

管内につきましては、全体合計で行くと１３番目という状況になります。ちなみに清里町につ

きましては、この全国よりも上回っているということでございます。それから中学校におきま

しては石狩管内が全国平均を上回っているという状況にございますけれども、案につきまして

は全国よりも下回っている。全道を上回っているのは２つ管内オホーツク管内につきましては、

６番目という状況になっています。 

以上この調査結果概要に基づきまして各学校におきましても、それぞれの学校での課題分析

をされております。その中で今後に向けて若干弱い部分等でクリアしていくということで取り

組みがされているところでございます。 

以上、全国学力学習状況調査結果の概要についてご説明しました。 

 

○畠山委員長 

 只今、全国学力学習状況調査結果概要についてと言うことで説明をいただきました。この件

について何かございませんか。はい、前中委員。 
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○前中委員 

 町単位でその学力テストの成績公表に対しては判断をゆだねるようなマスコミ報道なされて

いるんですけれども、２６年度に向かっての話なんですけど、その中で当町においてはかなり

優秀な成績を収めて本当に素晴らしいことだと思うんですけど、その点について今後どうする

か。対応難しい部分があるんで、ある程度はあの周知あるいはきちんとしたスタンスで検討し

て行かなきゃならないと思うんですけど。どう捉えているのかちょっと説明していただきたい。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 ただいま、前中委員ご指摘の通り、先週１６日の道新の記事だと思うんですけども、ここで

文科省の方で検討がされ、公表についての解禁で検討がされているということでございます。 

この論議につきましては、従来からも公表すべきである、あるいはすべきでないというよう

な、いろんな論議がされてきておりまして、あくまでもこの全国学力学習状況調査につきまし

ては、学習面の一面を捉えた結果と言うことで踏まえていただきたいというふうに思うんです

けれども、本町におきましては比較的成績は良いということで、各学校の学校便りなどのおき

ましても具体的な数字は出していませんけれども、そういったことを父兄の方々にはお伝えし

てきております。 

町教育委員会といたしましても、その公表につきましては各学校毎っていうところは児童数

の限られたところもございますので、色々と問題はあろうかと思いますけども、中学校は１校

しかございませんが、町全体としての定数については公表するということも全くできないとい

うふうには考えておりませんで、今後検討は必要でございますけれども、他の管内の状況とか

そういったバランスとかもございますので、そういった部分はうちの町教育委員会のみならず

近隣町村動向等踏まえて、来年度に向けて検討させていただきたいと考えているところでござ

います。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 まとめの中で文言的にちょっと理解できない、全道の平均では中学校の国語Ｂ以外は全て全

国平均下回っておりってあるんですけど、このデータ見ると下回っていないのかなと思うんで

すけどね、それはどうなのかちょっと指摘したい部分なんですけども。今少人数の習熟度別調

査指導管内的にはやっているところもあるだろうし、当町においてはそういう部分で今取り組

んでいるんですけども、オホーツク管内に限ってみると特に小学校、１４管内で下から２番目

ってかなり大変な状況に陥っているのかなと思うんですけども。これに対して管内的ベースで

どのように捉えているのか。僻地校がかなり統廃合進んでいる中で、逆に言ったら、少人数学

習減ってきているのか、その辺検証をなされたのか。そういう説明はあったのでしょうか。 
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○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 まとめのところ、これは全道的なことを書いています。 

 そうですね。申し訳ございません。記載の誤り、全てに下回っております。 

 

○前中委員 

 それは良いですけども、その少人数学級加速が進む中で、学校数の減少で少人数の学習指導

が減ってきているのが、一因なのか。統廃合によってクラスが大人数になったことが起因とし

て管内の小学校レベルの学力のテストの成績が下がっているのかっていう話かどうか。その辺

はどうなのかちょっと聞きたい。 

 

○生涯教育課長 

 管内的な検証っていうのは、道教委の方でされておりまして、個々の市町村に対しましては、

こういった部分が弱いところがあるので改善してくださいと言う指示は当然来ておりますけど

も、横のレベルでそういった協議検討の場っていうのは無いものですから、それはちょっとさ

れていないと言う状況です。 

 

○畠山委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 今うちの町の公表の関係の部分のお話があったんですけど、公表することは幾分問題もあり

と言うような部分で、管内の動向云々は、場合によっては公表するようなこともあるっていう

様なことで捉えて良いのかな。 

 

○生涯教育課長 

 今後、こういった方針が文科省から示されたばかりですので、まだ全くそういった協議って

いうのは管内的にもどこにもされておりません。清里町教育委員会内部的にも、またちょっと

協議されておりませんので、方向的にはわからないところがありますけども、教育委員会事務

局の考えといたしましては、幸い本町におきましては比較的点数が高いと言うこともあります

ので、そういった傾向を今後も維持しながら必要に応じて公表するべきだということになれば、

そういったことで他の町村教育委員会とも協議しながら検討を進めていきたいというふうに考

えてございます。 

 

○勝又副委員長 

 僕としての考えなんだけど、公表することが良い事なのかどうなのか考えた時に、妙に競争

心だけあおって、子供たちが勉強に対して競争主義みたいな感じのものを取り入れた形の中で、

果たして向上していくのかということを考えた時に、僕はそのことが決してプラスに働くかな
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とは思わない。だからこの調査の中の質問調査（１）番の中であるような意欲だとか１つの方

法だとか、そういうものを突き詰めていかなくちゃいけない部分で、あくまでも隣がこうだか

らこうなんだよと示してやらさなきゃならんようなことではないかなと思うんですけど。そこ

ら辺の見解も十分踏まえた中で、今後の対応策っていうか、うちはまあまあ良い水準で推移し

ているみたいですけど、そういう様な形で教育委員会としても取り組んでいっていていただき

たいなと、思うんですけど、その辺どうでしょうかね。 

 

○生涯教育課長 

 冒頭も申し上げましたが、この全国学力学習状況調査が決してすべてというふうには位置付

けられておりませんし、捉えてもありません。けれども仮に公表するというふうになった場合

につきましては、本町においてどう言った点がこれから改善しなければならないかというよう

なことも含めて公表を行うことによって、さらにその不足する部分が、改善に向けて学校並び

に児童生徒も努力をされるのかなというふうに思っておりますので、今後に向けてそういった

改善をしていくという考えに立って必要であれば公表をしていくということを検討させていた

だきたいというふうに思います。 

 

○勝又副委員長 

 はい、わかりました。 

 

○畠山委員長 

 他。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 １ページのこの表の下線で線引いてあるところ極めて高いっていう風になって、これは先ほ

ど課長から説明ありましたけれども、１０ポイント以上高いということでしたけども、５ペー

ジの表を見ると、例えば中学校の数学のＡ６０．１とありますけども、これは１０ポイント以

上高いと７０．１以上になりますよね。そうすると全国よりも相当上にいっちゃうということ

なんだけども、これ清里はずば抜けて高いということなんですか。オホーツク管内は低いんだ

けども、清里はそういう面ではずば抜けて高いというふうに捉えて良いのか。いかがでしょう。 

 

○畠山委員長 

はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

はい、あの、今ちょっと数字の方ちょっと確認させていただきました。が、おっしゃるとお

りございまして、ポイント的には１０点を上回って比較平均点が高いという状態です。 

 

○池下委員 

 てことは全国一で。 
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○生涯教育課長 

 そこまではちょっと捉えておりませんけれども、よく秋田県が都道府県では総合的には一番

高いという状況にございますけれども、このちなみに中学校の数学Ａでいきますと、その秋田

県の平均よりも高くなっているという状況はございますので、そういった部分では非常に高い

のかな。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと話変わるんですけど、清里の場合、把握しているかどうかわからないですけど、小

中学校の生徒の塾へ行っている割合ってわかりますか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 実は調査の配目の中には塾へ行っているかどうかってところもございましたので、申し訳な

いんですけど、手持ちに資料を今持って来ておりませんのでちょっと今は答え出来ないです。 

 

○畠山委員長 

 いいですか、この点について一つよろしくお願いします。後、他。いいですか。田中委員。 

 

○田中委員 

 せっかくの機会なんでちょっと聞きたいなと思うんです。今報道の中で、今の子供達の読解

力が低下しているとよく聞くんですけども、その点についてうちの町の子供たちはどういうふ

うに教育を受けているのか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 うちの町の子供達に限らず、児童生徒の本離れということも近年言われておりまして、そう

いった部分での対策としまして、各学校で朝読書、また放課後ですとか読書の時間を設けまし

て読書の推進をし、単に先生方から一方的に指導していただくだけでない、常にグループ分け

などした協議をし、それをみんなの前で発表するということで、読解力並びに自分の意見をは

っきり述べられるようにと言うことでの学習は重ねてきておりますので、そういった部分は徐

々に改善はされて来ているというふうに理解しています。 
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○村尾議長 

 ちょっと確認をしておきたいんですが、２ページの小学校、中学生の学習状況の中で、家庭

学習の時間、小学生の場合は全国全道平均と同じであり、中学校の場合は全国全道より短いと。

この家庭学習は、先ほど池下君の質問もありましたが家庭学習に塾へ行っている時間は入って

いるのか、入っていないのか。これの辺も後で合わせて報告願いたいと思いますが。 

 

○生涯教育課長 

 それは入ってなくて、家で本当に勉強する時間と言うことでなっております。塾のやつは入

ってないということですね。 

 

○池下委員 

 勉強のこととはちょっとかけ離れているんですけど、こういう確かに試験も大事だなと思う

んですけど、いじめの問題はあってはいけないことと小学校も中学校も書いてあるんですけど

も、これに関しては年に数回やはりアンケート等をしっかりやっているのかどうか。その辺ち

ょっとお伺いしたい。 

 

○畠山委員長 

 課長。 

 

○生涯教育課長 

 現在道教委の方で指定されておりまして年に２回調査を全小中学校で実施しております。 

 

○池下委員 

 それは全員が名前をしっかり書いてということでやっているんですか。無記名じゃなく。 

 

○生涯教育課長 

 それは学校でわかるようにやっております。 

 

○池下委員 

 どんなに中であっても、いじめっていうのは必ず起こりうると思うんですよね。私たちが小

さいころも当然ありましたし、今もあると思うんですけども、私たちの頃よりも陰湿になって

いるっていう声も一般的に聞きますので、その辺やはり学校の先生方もそうですけども、教育

委員会としても、しっかりと目を光らせて常に学校と連携をとりながらやっていってもらいた

いと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○生涯教育課長 

 池下委員の言うとおり、全くいじめがないということではございませんので、ただ幸いにも
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そういった、調査または日頃の先生方の指導によりまして、そういった事案が生じましたら直

ぐに即対応していただいております。重大案件につきましては、報告は、定期的に当然教育委

員会上がってきますし、重大案件につきましては、その都度教育委員会の方に連絡をいただき

ながら連携をして対処しているということでございますので、今後も引き続きそういった対応

で行ってまいりたいというふうに思います。 

 

○畠山委員長 

 はい。よろしいですか。はい。それでは次の②番に移させていただきます。説明をお願いい

たします。 

 

○生涯教育課長 

 それではページ数、６ページ、７ページと、言うことになります。清里町スピードスケート

オリンピック講演会の今後の活動についてということで、６ページをご覧いただきたいという

ふうに思います。 

２月７日から開幕されますソチオリンピック岡崎朋美選手も、今必死になってオリンピック

出場に向けて頑張っているところでございます。オリンピックのまず日程でありますけども５

００メートルにつきましては、２月１１日、日本時間で２１時４５分ということで、現地時間

で夕方ということになります。１０００メートルが１３日ということでございます。 

オリンピック出場の選考について、おさらいをさせていただきたいというふうに思いますけ

ども。この丸の下の方に※印日本が獲得する出場枠１３年１２月２３日通知と書いてございま

す。例えば女子５００の出場枠が４名という過程の中で説明をさせていただきますと、まずワ

ールドカップは岡崎選手は出場していませんけども、ワールドカップの中で２名決まるという

ことになります。残りの半数は後ほど説明させていただきますけども、最終の選考会で２名、

決まると上位２名決まるということでありますので、例えば４名枠ということになれば、ワー

ルドカップから２名最終選考会から２名という形で決まっていくということになります。 

３つ目の当面の活動内容でございます。既に応援看板ということで、役場、プラネット、札

弦支所、緑支所に「目指せソチオリンピック岡崎朋美選手」という看板をかけさせていただい

ております。今申し上げました国内大会ソチオリンピックスピードスケート日本選手代表選手

選考競技会が長野のエムウエーブで行われる予定であります。この大会で、先ほど申し上げま

したように、１位もしくは２位ぐらいに食い込まないと、ソチオリンピックの出場が難しいと

いうことになります。５００メートルが１２月の２８日この種目については必ず出場をいたし

ます。ただ、下に書いてある１０００メートルについては、標準記録とかいろんな部分があり

まして調整をしているというふうに、マネージャさんから聞いてございます。 

そういうことからオリンピック後援会としても強い決意を持って、応援団を派遣していきた

いというふうに考えてございまして、櫛引町長、村尾議長、石井教育委員長につきましては、

行政機関の長として公務による派遣を考えてございまして田中副議長、成戸体育協会会長、小

松自治連会長、中西スケート協会会長さんにつきましては１０ページ役員名簿記載のとおり、

副会長という立場でございますので、この７名プラス事務局そして岡崎さんのお父さんお母さ

んにお聞きしますとお父さん、お母さんも応援に行くということですので、現地で合流して応

援してまいりたいというふうに考えてございます。なお清里出身であります、専修大学３年生
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の松井選手でありますけども今、男子の中距離１５００メートルを中心に滑っておりまして、

この選手についてもこの長野の大会に出場する可能性がございます。出場した場合については

１２月の２７日の夕方の時刻に出場するということになりますので、時間的に間に合う予定で

ありますので、合わせて出場した場合につきましては、松井選手についても応援を重ねていく

ということでございますのでご理解をいただきたいというふうに思います。 

最後になりますけども岡崎選手オリンピック出場になった場合の流れでございますけども、

祝電、チラシの新聞折り込み、町内におめでとう看板等の設置をした後、後援会役員会を開き

まして、各自治会への会費の納入の依頼さらにはソチオリンピック応援団の決定ポスターの設

置等々を行いまして、オリンピック応援に向けての準備をしていくということになってござい

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

なおこれらに係ります所要経費につきましては、１２月定例議会において補正予算として計

上させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。以上でござ

います。 

 

○畠山委員長 

 はい。只今、清里スピードスケートオリンピック後援会の今後の活動ということで説明をい

ただきました。何かございませんか。なければ生涯教育課全てトータルでいいですか。なけれ

ば、終らさせていただきます。御苦労さまでした。 

 

○畠山委員長 

 それでは２番、次回の委員会の開催ということで。 

 

○議会事務局長 

 はい。次回の委員会１２月の６日金曜日を予定しております。 

 

○畠山委員長 

 次回の委員会１２月の６日ということで、よろしくお願いをいたします。 

３番その他議員の方何かございませんか。なければ事務局ないですか。 

なければ第１１回の総務文教委員会を終わらさせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第１１回総務文教常任委員会を終わります。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前 ９時４７分） 

 


