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第１２回総務文教常任委員会会議録 

平成２６年１２月 ８日（月） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１０時３９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２６年度一般会計補正予算（第５号）の概要について 

  ②平成２６年度一般会計補正予算（総務課所管分）について 

  ③清里町ふるさと応援事業要綱の制定について 

  ④ふるさと大使の任命について 

 ●生涯教育課 

  ①平成２６年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）について 

  ②清里町放課後児童健全育成事業の設備運営に関する基準を定める条例の制定について 

  ③清里町学童保育条例の一部改正について 

 ●消防清里分署 

  ①平成２６年度一般会計補正予算（消防所管分）について 

２．意見書の検討について 

  ①釧路地方裁判所北見支部における労働裁判の実施を求める意見書（案） 

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  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     

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       柏木 繁延    ■企画財政Ｇ主幹    本松 昭仁 

 ■企画財政Ｇ主査    泉井 健志     

 ■生涯教育課長     伊藤 浩幸    ■学校教育Ｇ総括主査  三浦  厚 
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 ■学校教育Ｇ主査    新輪 誠一    ■社会教育Ｇ主査    小林 正明 

 ■消防庶務係長     田中 義裕 

 

 

○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 

 

○畠山委員長 

 第１２回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○畠山委員長 

 １番町から協議報告事項という事で総務課４点ございます。１つずつ、説明をお願いいたしま

す。はい、課長。 

 

○総務課長 

 それでは、平成２６年度一般会計の５号の補正の概要でございます。後ほど担当の主査より説

明申し上げますが、例年この時期は地域経済対策と言いますか、地域振興対策について補正をさ

せていただいたところでありますが、今回も年明けに国の補正が予定されている情報も入ってお

りますので、その際に町も併せてと考えておりますので、今回の１２月の補正には、地域振興対

策費については補正をしていないと御理解願いたいと思っております。 

また明年、統一地方選挙が予定されておりまして、平成２７年度の予算も骨格予算になってお

りますんで、これ年度末から年度初めにかけての繋ぎの対応もしなくてはならないということで、

３月実行補正で、そういった形の補正も考えていきたいと考えておりますので、ご理解願いたい

と思っております。２６年度の５号の補正の関係概要を担当の泉井主査より説明申し上げます。 

 

○畠山委員長 

はい、主査。お願いいたします。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは私の方から、平成２６年度一般会計補正予算第５号につきまして御説明申し上げます。

１ページをお開きください。今回の補正につきましては、歳入歳出ともに３千６３９万６千円の

増額補正でありまして、補正後の予算額は４９億４千５０５万１千円となります。 

はじめに歳出からご説明いたします。 

総務費につきましては、９５９万１千円の増額補正でございます。補正内容は、総務事務事業

が１０８万円、財政調整基金積立金２万円、ふるさと事業寄附金積立金５１４万１千円、街灯管
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理事業４０万円、地域おこし協力隊住宅等整備事業２５６万円、ふるさと大使任命事業３９万円

でございます。 

続きまして民生費ですが、１３４万円の増額補正でございます。補正内容は、高齢者等の除雪

困難者に対する支援事業５４万円、老人福祉施設入所者措置費扶助８０万円でございます。 

衛生費につきましては、１千１０３万４千円の増額補正です。補正内容は、診療所開設者招聘

事業１５２万３千円、子育て支援事業９万３千円、後期高齢者医療療養給付事業７５７万９千円、

国民健康保険事業特別会計繰出金事業１１２万円、斜里郡３町終末処理場管理事業７５万１千円、

農業集落排水事業特別会計繰出金マイナス２５９万８千円、介護老人保健施設備品購入事業１５

６万６千円、清掃センター管理運営事業１００万円でございます。 

農林水産業費につきましては、８３９万３千円の増額補正でございます。補正内容は、機構集

積協力金交付事業６３５万６千円、環境保全型農業直接支援対策事業４千円、人・農地問題解決

加速化支援事業４０万円、焼酎事業特別会計繰出金７２万８千円、網走地区森林組合加入事業９

０万５千円でございます。 

消防費につきましては、９０万１千円の減額補正です。内容は、斜里地区消防組合本部負担金

の減額９０万１千円でございます。 

教育費につきましては、６９３万９千円の増額補正です。教職員住宅建設工事実施設計業務１

１５万円、教師指導書等購入事業２９８万３千円、中体連出場経費等交付事業９２万８千円、外

国人英語講師招聘事業２０万９千円、学習センター管理運営事業１４５万２千円、武道館管理運

営事業２１万７千円でございます。 

以上、歳出合計３千６３９万６千円ということで計上させていただいております。次、歳入の

補正内容につきまして御説明申し上げます。今回の補正は、地方交付税を主な財源として充当さ

せていただいております。まず地方交付税ですが、２千４４７万７千円の増額補正とさせていた

だいております。道支出金につきましては、６７５万８千円の増額補正です。内訳は記載の通り

です。寄附金につきましては、５１６万１千円の増額補正となってございます。 

以上、平成２６年度一般会計補正予算（第５号）の概要につきまして、説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 只今、一般会計補正予算第５号の概要について説明いただきました。委員の方、何かございま

せんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと聞きたいんですけれども、地域おこし協力隊の住宅整備事業、具体的にどこを整備す

るのか。 

 

○総務課長 

 次の所管の予算、補正予算の説明を申し上げますので、その際に詳細お答えしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 ほかはい、田中委員。 
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○田中委員 

 農林水産事業費の人農地問題解決加速化支援事業、この事業、ちょっと内容は。 

 

○総務課長 

 申し訳ございません。この件につきましても、所管が説明申し上げるところでありますが、人

農地の関係につきましては、法人化のですね。法人化の関係の支援金ということで、私ども理解

しておりますので、詳細は産業課の方から説明申し上げます。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 生涯教育課の関係になってしまうんですが、教員住宅の実施設計の関係は、議員と町長と懇談

会等で話があった。これ所管だと言いながらですね、町として全体の部分ですので、町として最

終的にどういう捉え方、方向性を見出して、実施設計をあげてきたのか、それについてちょっと。 

 

○総務課長 

 将来的に町全体の職員住宅なり、教員住宅なりの方向性を持っては如何かということで、委員

会でお話があったと理解しております。教員住宅の近々の課題として、確実に小学校の住宅につ

いては枯渇してございますので、戸数は別として、２７年度以降に向けての実施設計をここで１

回やっておきたいということでありますので、委員会での御意見を踏まえながらですね、将来的

な方向性を構築しなければいけないと理解をしております。しかしながら、近々の近々小学校に

ついては、確実に枯渇しているという状況にありますので、それを踏まえた中での実施設計とい

うことで、ご理解願いたいというふうに思います。よろしいですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 今回ふるさと応援事業要項記載があって、ふるさと大使に岡崎さんを任命するということであ

がっているんですが、主に取り組みの目的は。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 ふるさと大使、ふるさと応援団、ふるさとＰＲ隊全体総合的に、勘案した中での要項を改めて

制定し直しておりますので、これ次の総務課所管の部分で、詳細ご説明申し上げたいと思います

ので、よろしく御理解願いたいと思います。 
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○畠山委員長 

 いいですか。では、次よろしいでしょうか。 

②番総務課所管の関係。はい、課長。 

 

○総務課長 

 先程両委員からの御質問もございましたので、それを踏まえた中で、説明を申し上げたいと思

います。所管の総務課所管の補正予算の概要について、説明申し上げたいと思います。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

はい、主幹。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 私の方からまず、総務課所管の部分３項目ございますけども、総務課所管の分の補正説明をさ

せて頂きたいと思います。 

２ページをお開き頂きたいと思います。 

まず最初は、総務費、総務管理費、一般管理費の総務事務事業でございます。行政手続法、地

方教育行政に関する法律など年内に大幅な改正が行われる予定でございます。それに伴いまして、

町の例規についても、大量の整備が必要になることから、この業務を委託して、円滑な行政運営

を図るもので、例規整備支援業務委託料として１０８万円を計上するものでございます。 

続きまして、総務費、開発促進費、企画振興費、地域おこし協力隊住宅整備事業であります。

これにつきましては、地域おこし協力隊の住環境を確保するために、トレーニングセンター駐車

場横に２件住宅ございますけども、そのうちの南側の方で一番トレーニングセンターの駐車場に

近い方の住宅を、地域おこし協力隊の住宅として整備をするものでございます。整備内容につき

ましては、トイレの水洗化それからお風呂のユニット化ということでございます。さらに、今ま

でＡＥＴが住んでいた水元の住宅があるんですけども、職員住宅１戸空きました。それで、今私

申し上げました１戸と、２戸を地域おこし協力隊の住宅として確保しました。水元の住宅につき

ましては、概ね良好でございますけども、絨毯とかカーテンとか一部照明機器とかがもう使えな

い状態の部分もありますので、それらの消耗品的なもの２件分ということで、１件の住宅整備そ

れから消耗品的なもの含めまして２５６万円を計上するものでございます。 

続きまして、ふるさと大使任命事業であります。本町ご出身のオリンピックメダリスト岡崎朋

美さんを本町の地域振興、観光振興支援を頂くべく、ふるさと大使に任命するもので、３９万円

を計上させていただきたいというふうに思いますけども、このあと議案の３番、４番で、この件

につきまして、説明をさせて頂きたいと思いますので、中身については後ほど説明をさせていた

だきたいというふうに思います。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ただ今所管総務課所管の部分説明をいただきました。何かございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 協力隊の住宅整備が水元町とトレセンの横ということなんですが、トイレ改修に１８万になっ
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ているんですが、これ水洗化はしないということ。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今ほど説明申し上げました、トレセン前の住宅については非水洗でございますので、水洗化を

行ってまいりたいというふうに思っております。それを含めた中での事業予算となっております。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。それでは２番終らせていただきます。３番、４番一括してお願いします。は

い、課長。 

 

○総務課長 

 これまでもふるさと応援団活動の課題もありますが、今回岡崎朋美さんをふるさと大使に任命

するということもございますので、この辺事業整理した中で、やっていこうと改めて事業実施要

綱を制定するということでございますので、それも含めて３番、４番で要綱の制定あるいは大使

の任命の中身について、担当主幹より説明申し上げますので、よろしくお願いします。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 まず、３番目の清里町ふるさと応援事業要綱の制定ということでございます。この要綱の制定

についてでございますけども、平成２４年度に清里町ふるさと大使、ふるさと応援団事業要綱と

いうものを整理させて頂いたところでございますけども、一昨年来から、例えば清里中学生が修

学旅行とかの際に札幌に行って清里のＰＲを公に大々的にやって頂いたり、今回課長が申し上げ

ましたとおり、岡崎朋美さんをふるさと大使として任命させていくという部分で、ふるさと大使

の立場に報酬等も明確にしなければならない。または、広く清里町をＰＲしていただくというこ

とも含めまして、今回要綱の題名も清里町ふるさと応援事業要綱ということに改めて制定をさせ

ていただくものでございます。 

それでは要綱の説明をさせていただきたいと思います。まず、１条の目的についてでございま

すけども、地域振興、観光振興の推進を謳ってございます。２条については、それぞれの基準と

いうことになりますけども、１項については大使の基準でございます。２項については、応援団

いうことでございますけども、現在の応援団は東京清里会それから札幌清里会の役員の方々に担

って頂いているというような状況でございます。３項のＰＲ隊ということですけども、ここに記

載のとおり、町内在住で町外での活動の際の清里ＰＲいうことで、先ほど申し上げましたとおり、

例えば清里中学生が修学旅行の際に札幌とかそういうところで清里のＰＲをして頂いたりという

ことで、町民の方々や子どもたちがそういう公の場でＰＲする際にＰＲ隊ということで名づけて

いきたいというふうに思っております。３条の任期でございますけども、大使及び応援団につい

ては２年。ＰＲ隊については、そのＰＲ活動の期間中ということで大使並びに応援団については、

再任は妨げないものということにしていきたいというふうに思っております。４条の活動でござ

いますけども観光ＰＲ、情報提供等を想定してございます。５条の報酬等でございますけども、
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基本的に報酬は支給しません。ただし例えば岡崎朋美さんが大使の活動として来町される時の分

につきましては、旅費を支給するほか、大使応援団につきましては焼酎等１年間に１度送り、焼

酎のＰＲだとか清里のＰＲに繋げていって頂きたいというふうにございます。６条については記

載のとおりでございます。このように要綱を改めて制定をさせていただいてＰＲ活動に繋げてい

きたいと思っております。 

岡崎朋美さんについては、ふるさと大使の任命と説明する前にもう先日の教育関係の後援会な

り子どもたちへのスケート教室またマスコミ等で雑誌での焼酎のＰＲとかさまざまな面で、既に

ふるさと大使らしい活動をして頂いているところではありますけども、この制定要綱に基づき岡

崎朋美さんをふるさと大使に任命していきたいというふうに思っております。 

まず任命式の関係でございますけども、岡崎朋美さんの都合の関係もありまして、１月６日に

任命式を行いたいというふうに思っております。スケジュールの関係でございますけども夕方４

時ごろから、任命式を行って、記者発表記者会見を行って、簡単な懇親の場を設けるというよう

な形です。今回につきましては、正月早々という部分もありますので、今の事務局レベルでは、

付随するイベントとかそういうものは、今のところ予定をしておりませんけども、今後もうちょ

っと内部で詳細を詰めていきたいというふうに思っております。任命式の会場については、役場

内を想定しております。予算措置でございますけども、任命式に係る用品としまして任命証であ

りますとか、その任命証を入れるファイルですとかもろもろの事務用品、他で１３万円を予定し

ております。岡崎さんが来られる旅費、宿泊代等１５万円を予算措置しております。会食代とし

て５万を予算措置しております。先ほど申し上げました、大使の特産品の贈呈ということで、６

万円予算措置させていただいて焼酎等を贈りたいというふうに思っておりまして、今回１２月の

補正３９万円。ふるさと大使の関係で補正をさせていただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 ただいまふるさと大使応援事業要綱の制定についてということと、ふるさと大使の任命につい

てということで説明をいただきました。何かこの関係についてはい、前中委員。 

 

○前中委員 

 頑張っていただきたいと思います。先ほどちょっと謝礼等々が発生するとか、こう書いてあり

ます、あるいは報償品を年１回、大使、応援団、ＰＲ隊等もあるんですけども、具体的に特産品

の絡みですけども、焼酎に限るのかあるいは農産物だとかも考えておられるのかというところを

まず１点と、あと岡崎朋美さんの帰属する会社さんとの関係でございますけども、そこら辺等や

はりデリケートな部分あると思うんですけども、その辺はある程度、相手方の企業との話し合い

をついているのか。その２点ちょっと確認していいですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 特産品の関係でございますが、当面、現在考えているのは、いわゆる清里焼酎。これを中心に

大使にお送りして、清里のＰＲに使って頂くというようなことで考えております。彼女が所属す
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る富士急との関わりでございますが、これも会社とやりとりしながらお願いしているところでご

ざいます。直に岡崎さんとやりとりしている訳ではございませんので、会社を通しながらやって

おりますので、齟齬の無いように進めてまいりたいと思っております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 ふるさと応援団の関係で、特産品を年１回贈るようになっているんですけども、ここ東京会と

札幌会の２つの団体に特産品という形。これは会に贈るっていう形なるんですよね。 

 

○総務課長 

 東京清里会、札幌清里会の役員の方々に応援団を委嘱申し上げておりますので、その役員の方

々ということでございます。会自体にと言うことではございませんので、任命した応援団の方々、

いわゆるその会の役員の方々というふうに理解して頂ければなと思っております。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今ふるさと応援団の関係、札幌東京の清里会の役員の方々に実際に行っていますし、そういう

形で報償しているんですけど、もう１つは団体ですよね。そのふるさと会を清里の応援団でどう

していくかって。特に２６年度の町長の執行方針にも見直し、あるいは、具体的にどういう方向

にしていくのか。これらの関係は、直接このふるさと要綱と直接関係無いようですけども、逆に

ふるさと会の内容、あるいは、事業内容がどういう形で変化し、このふるさと応援事業とどうい

うふうに関わってくるのか。実際にその役員だけの話で終わってしまうのか、その辺について総

務課として、町としてどのように捉えているのか。関連性についてお願いをしたいと。 

 

○総務課長 

 東京清里会、札幌清里会及び会員の方々については、本町出身の方々でございまして、ふるさ

とに大きな深い愛着がある方々ばかりでございます。従いまして、彼らの出身ふるさとである本

町、事あるごとに他の方々に紹介なりＰＲをして頂いているという理解の下、両ふるさと会には

会自体に支援を行っているということでありますので、東京清里会の会員３百数名、札幌清里会

の会員の方々、全ての方々に個別に町からのお願いでではなくて、会自体を支援することで清里

のＰＲなり宣伝をしていただくというようなことで理解しております。プラス役員の方に個別に

ご委嘱を申し上げて、特産品をお贈りしてＰＲをして頂くということでございますので、会員す

べての方が町にふるさとに愛着を持って活動していただいているという理解のもと、会自体に支

援をしているということで御理解願いたいと思っております。 
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○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 言葉ではよくわかるんですが、予算の執行状況の中において、役員に任命していくことになる

とその役員の人方が、実際問題として会を運営しているんですよ。そういうことの中で、私はそ

の予算の執行にあたって、十分中心となるものが出てきそうな気がするんですよ。それともう一

度お訪ねしておきたいのが、役員と言っても何人程度いるのか。例えば、東京ふるさと会の役員

構成が何１０人になっていて、そのうちの何人にするのか。札幌会では何人にするのか。それで

あればなぜ、北見、釧路のふるさと会についての方法は無いのか。私は都市圏とか、ふるさと応

援事業の基本的な考え方の中に、確かに応援していろんなことでＰＲしていかなきゃならん。非

常に大切な事業ですよ。ところがふるさと会の報告を聞いても、非常に貴重な交流を深めること

ができた、これは言葉だけなんで。そのことによって、清里にどういう効果があったのか、ある

のか。どういうふうにするのかということが非常に大切な訳ですよ。ですから、この清里ふるさ

と応援事業に関しても、やることに関しては、すごく素晴らしいんですよ。応援大使も良いんで

すよ。それがどういう成果で結びついていくのか。小さなことでいいですから、やっぱりコツコ

ツ実績を上げていく。事業展開していれば良いじゃなくて、目に見える形で、清里の環境にプラ

スになっていくような方法を取っていかないと。例えば東京ふるさと会にいくら助成しているん

ですか。札幌にどうやって助成しているんですか。結果としての投資の返り方は、出したからす

ぐ来るものではない、将来に向かって返ってくるんだけど、そういう環境になっているのか。今

年度町長は、執行方針をいろんな形の中で見直しをかけていくって言ったわけですよ。そういう

方向を変更しながら、このふるさと応援事業がきちっと成果のある方向に行くようにぜひ導いて

ほしい。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 当然ある一定の事業効果なりを求めていかなければならないというのは、我々行政の目的でも

ございますので、事業効果が全くないということであれば、この事業についても考えなければい

けないと思っておりますが、例えば東京清里会であれば清里焼酎のＰＲ等々もやっていただいて

おりますし、役員の方の人間コネクションの中でマックスバリューに焼酎を卸させていただいて

いるというような清里会の人脈の中からそういった販路を拡大してきたという実績もございま

す。また札幌近郊で、我々の焼酎なり物産フェア等があった場合、これらのふるさと会の方々が

応援に来ていただいて一緒にＰＲしていただけるというような場面もございます。そういったこ

とをさらに今後深めて行く形で、行政効果なり支援した効果が表に表れるような形で、今後とも

意識しながら支援をしていきたいというふうに考えています。町の支援の仕方についても、今後

考えていかなければならないところがありますが、全く行政効果、事業効果が無いという事業で

ございませんので、その辺御理解願いたいと思っております。ちなみに、東京清里会の役員の方

については１２名の方に応援団を委嘱していると。札幌につきましては１６名の方にご委嘱申し
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上げということでございますので、ご理解願いたいと。以上です。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 是非、効果の出る方向でのスタンスをしていただきたい。予算的な問題もありますが、ふるさ

と基金もあるわけですから。そうだとすれば、「焼酎の販売・物産をしています。」だけではな

くて、もう１歩深めた方法があるのかどうなのか。その辺の検討を、十分に幅広い形の中で進め

ていただきたいなと。 

それと第４条２の中で、前項の活動を行うために、清里町は予算の範囲内においてと書いてあ

ります。この予算というのはどういう意味の予算なのか、毎年度、この予算の執行にある予算案

についてどういう形で出していくのか、どういうふうに見積もっていくのか、この辺について明

年度に向かってどういう形なのか。ちょっと概略を説明願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今ほど申し上げたふるさと会への支援部分もありますし、単独事業の要綱に沿った形での予算

化もございませんで、これからの調整になりますが、今のところ、どこにいくら何に幾らという

ところは、ここではお答えできない状況でありますんで、今後予算の新年度予算の編成の中で御

説明申し上げていければなと考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 これどの項目に入れることになるんですか。ふるさと応援事業、基本的には花緑の交流事業の

中にポンと入っていくと言うことなんですか。 

 

○畠山委員長 

はい、課長。 

 

○総務課長 

交流事業の花緑の事業の予算の中で、設定されると考えております。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 
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○加藤委員 

 そういう中では事業を展開していく上でのいろんな形の部分を基本的に再検討していくってこ

とは、本当に大切なことになってくると思うんで、それについて十分に必要なところには予算を

組み、重複しないように是非効果のあるような予算の出し方、組み方をしていただきたいと思い

ます。 

 

○総務課長 

心がけていきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 全般を通してでもよろしいですけども、無いですか。無ければ、これで総務課終らさせていた

だきます。どうも御苦労さまでした。次、生涯教育課、３点ございます。一つ説明をお願いいた

します。はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 まず１点目の平成２６年度一般会計補正予算、生涯教育課所管分の関係でございますが、議案

書の７ページに記載しております。今回の補正につきましては、来年度の事業執行にむけての補

正及び今年度執行した事業によりまして、予算不足が生じたものの補正であります。詳細につき

ましては、担当の方から説明いたします。 

 

○畠山委員長 

 はい。総括主査。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは一般会計補正予算につきまして、御説明をしたいと思います。資料の７ページをお開

きいただきたいと思います。次の定例町議会に提案を予定しております生涯教育課関係の補正予

算概要についてご説明いたします。 

１段目から３段目の学校教育グループ分について御説明をいたしたいと思います。まず、９款

教育費、１項 教育総務費、２目 教育諸費の教職員住宅建設工事実施設計業務委託事業につい

てでございますが、教職員の生活環境を維持するため、清里小学校の教職員住宅更新に伴う実施

設計業務を委託するものでございます。今回建設に当たっては、緊急を要してございます清里小

学校２棟の住宅について設計を行うものでございます。去る１０月２４日開催の本委員会におき

まして、今後の教職員住宅建設整備計画を御説明したときは、清里中学校においても１棟分設計

を予定してございますが、建設年度の部分を平成２８年度としてございましたので、その分全体

調整をし、設計を１年先延ばした方向で検討を行ったところで、今回の補正計上は計上をせず、

来年度以降としたいと予定してございまして、現在特に住宅が逼迫してございます清里小学校の

２棟につきまして、建設を予定しているところでございます。今回の設計に当たっては、既存公

営住宅ベースとしまして、仕様等の変更を行うことで、委託料の総額については、軽減をするこ

ととしてございます。補正額につきましては、今回２棟の設計費用としまして、総額１１５万円

を補正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。 
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続きまして、９款 教育費、２項 小学校費、２目 教育振興費の教師用指導書等購入事業に

ついてでございますが、平成２７年４月から改定により使用開始となります小学校用の教師用教

科書、指導書、一般図書について必要冊数を確保し、４月からの指導体制を構築するため購入す

るものでございます。現在の各小学校のまとめによります教科、学年別による冊数につきまして

は教科書１８０冊、指導書２４６冊、一般図書１１冊となってございます。補正額につきまして

は、総額２９８万３千円を補正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、３項 中学校費、２目 教育振興費の中体連出場経費等交付金に

ついてでございますが、生徒の優秀な成績によりまして全道大会の出場が多数あったこともあり、

既存の予算が不足している状況でございます。今後予定されておりますスケート競技の各種大会

の経費が不足している状況でございますので、所要の額について補正計上するものでございます。

なお大会につきましては、今月末及び１月に予定してございまして、全国大会につきましては出

場が決定している状態でございませんが、昨年も出場している選手がおりますので、本年も出場

が見込まれると想定をしまして、算出をしているところでございます。補正額については、３大

会への出場経費としまして、生徒と引率教員等の旅費の経費９２万８千円を補正計上するもので

ございまして、財源は全額一般財源となってございます。 

以上学校教育グループであります。続きまして社会教育グループから報告させていただきます。 

 

○学校教育Ｇ主査 

 続きまして社会教育グループ分の補正予算概要についてご説明いたします。９款４項１目外国

人英語講師招聘事業でございます。こちらにつきましては、新しく赴任する外国人英語講師に対

する赴任旅費の支給及び老朽化した家財道具の更新を行うものでございます。経費の内訳につき

ましては、普通旅費２万８千円、手数料といたしまして７千円、備品購入費といたしまして１７

万４千円、計２０万９千円を補正するものでございます。財源につきましては一般財源でござい

ます。 

続きまして、９款、４項、３目学習センター管理運営事業でございます。こちらにつきまして

は、学習センターの電気料金値上げ等に対応するため、電気料の不足分を増額するものでござい

ます。経費の内訳につきましては、光熱水費といたしまして、２０７万８千円を補正するもので

ございます。財源については、一般財源でございます。 

続きまして、同じく９款、４項、３目学習センター管理運営事業でございます。こちらにつき

ましては学習センターの多目的ホール可動席の故障に係る修理費用を計上するのでございます。

修繕費につきまして、修繕費３７万４千円を補正するものでございます。財源につきましては一

般財源でございます。 

続きまして９款、５項、１目武道館管理運営事業でございます。こちらにつきましては、電気

料金値上げに対応するため電気料不足分を増額するものでございます。光熱水費２１万７千円を

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。以上で終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今一般会計補正予算生涯教育課所管分説明をいただきました。この関係について、何かご

ざいませんか。 
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○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 この教職員住宅建設工事の実施設計の業務委託料のことで聞きたいんだけども、ここにひまわ

り団地の３ＬＤＫをベースにって書いてあるんですけど、これはひまわり団地の図面をほぼその

まま使うっていうふうに理解していいのかな。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 図面そのものを全部使うという形には、敷地の関係で東西南北の向きがありますので、そのま

までは使えないんですけども、その使用の平面図なり内装内部の使用につきましては、準用した

形での部分を使っていく形で、若干向きを変えるという作業は当然出てくると思いますけれども。

そういった形での費用の軽減をしていきたいと思っております。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今説明だと向きを変えるということなんだけども、殆ど図面的には変わらないのかなというふ

うに思うんだけども、このぐらいかかるものなんですか。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 はい。実際、図面の変更等あるのと、あと現場での地耐力調査等々の調査費用も含まれており

ますので、その分の経費もあるという形で。構造計算等も改めて向きを変えるという形では、再

計算等の仕様作業等もかかってくるという形でなっております。 

なお今回のことによりまして、当初真っさらの状態から推計するよりはほぼ３分の１か４分の

１の経費でおさまっているという試算となってございます。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 それと外国人英語教師の招聘事業のところでこの備品購入費、冷蔵庫、洗濯機、ストーブ等々

あるんですけども予算的には１７万４千円とあがっているんですけども、これこのぐらいの金額

で済むの。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 
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○生涯教育課長 

 必要最小限の備品を今までも整備したんですけども、それが古くなったということで、ここに

記載の必要な備品ということで１７万４千円となっています。また赴任旅費２万８千円となって

おりますが、実費で９万ほどかかっております。そのうち普通旅費の残額が６万２千円ほどあり

まして、普通旅費については２万８千円ということです。備品については先ほども言った額でお

さまる予定となっております。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 参考までにお聞かせいただきたいんですけども、小学校の教科書が２７年度改正ということで

なっているんですけど、採用にあたる教科書の教科書メーカーそういう部分、もし差し支えなけ

ればちょっとお知らせしていただきたいのと、中学校は改正が無いということで理解してよろし

いですか。その２点。 

 

○学校教育Ｇ主査 

 それでは平成２７年度から使用します、小学校教師用教科書のメーカーということですけれど

も、国語につきましては国語、書写、社会につきましては教育出版。地図につきましては帝国出

版。算数、理科生活音楽につきましても教育出版。図画工作につきましては略称で日分というメ

ーカーになっております。あと家庭科が開隆堂。あと保健が東京書籍という形で採択していると

ころでございます。 

また中学校用の教科書の話が出ておりますけれども、こちらにつきましては平成２７年度に採

択をしまして、その翌年度から使用開始ということで、小学校と１年ずれております。 

 

○畠山委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 １点参考までに聞きたいんですけども、この教師用の指導書って１冊１万円以上するものなん

だね。１万円以上の本ってそうそう無いんだけども、どんな本なのかな。ちょっと参考までに教

えていただきたいなと。 

 

○学校教育Ｇ主査 

 今御質問ありましたとおり、教師用指導書につきましては、１万円を超えるような額のものも

ございます。国語であれば、１万２６０円ですとか、書写ですと１万４千８６０円という形で高

額になっているところでございます。指導書と教科書の違いの部分になってくるかと思うんです

けれども、指導書は先生用ということで、例えば国語ですと、物語が書いてある中のどこを説明

するかというポイントがちゃんと赤書きされているような本になっております。また併せまして、

指導書と部分で音声動画で伝える教材というものもセットになっているというようなところでご
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理解していただければと思います。 

 

○畠山委員長 

 ほか、いいですか。加藤委員 

 

○加藤委員 

 参考までなんですが、学習センター多目的ホール可動席の故障の関係なんですが、これ結構年

数も経っている、そういう環境の中におけるこの消耗における故障なのかあるいは突発的な何か

だったのか。これ非常に壊れるというのは、使う時にしか壊れないものでこの辺が非常に難しい

部分でその辺の関係、対応について、このぐらいの修理で済むものなのか。その辺についてちょ

っとお尋ねしておきたい。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 この多目的ホールの可動席の故障の原因でございますけども、当然経年劣化の部分もあります

が、今回の一番の原因については異物、物が挟まっていた関係がありまして、その部分で椅子を

しまったり出したりした部分で故障が起きてしまったということが原因で、実は１２月２４日ピ

アノの発表会あったんですけども、実はその日に椅子が出なくなってしまったということで、そ

の団体には小ホールでやってもらったという結果があります。今回の原因については、物が挟ま

ってといったことによりまして、突発的な事故が原因ということで昨日、一昨日の文化祭につき

ましては、応急的な形で椅子を出しまして、今後補正後多分１月中になるかと思いますが、修繕

の方をしていきたいというふうに考えてございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 これらの出し入れっていうのは職員がやっているのか、あるいは、委託をしてされているのか。

あるいは開催者そのものがやっているのか、この辺が非常に一度何かちょっと挟まってしまう形

で高額な修理費ということになっていく。こういうことを踏まえた時に運用の仕方、点検の仕方

についての反省点、あるいは今後に向けての部分がもしあれば。 

 

○生涯教育課長 

 椅子の出し入れにつきましては、職員が行っております。今回それぞれの事業がありましたら、

椅子等の点検を行うことでございますけども、ちょっと挟まり方がなかなか見えない部分で挟ま

ったということで、今後につきましては、当然点検につきまして、今まで以上に点検等行いまし

て、職員が操作を行いますし、各可動席の点検についても、今まで以上にチェック体制をとって

いきたいというふうに考えております。以上です。 



 

- 16 - 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 当然あのホールでは飲食等だめが基本なわけですが、この寒い時期になると、いろんなものが

落ちていたり、いろんな形っていうのもあるわけですが、何か聞くところによりますと記念大会

で餅をまいたみたいなこともあったと。そういうものが障害になったという可能性はなかったん

ですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 その記念大会でまいたものが原因ではありませんでした。ただ、いろんな事業やりますとやは

り当然こういう紙類が一番多いですけどもそういうものですとか確かに飲食したものとかもかな

り落ちている部分もありますので、その分念入りに、チェックの方をしていきたいというふうに

考えております。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 それで十分なんですが、これ果たして監督は職員であって、客にはその辺非常に大変な重圧も

かかってくると思うんで、例えばこの出し入れに当たって、果たして職員だけでいいのか、ある

いはきちっと点検してもらうような環境の中での掃除関係等の人方のと言いますか、同時にはめ

た中で、その安全には安全を課し、一度やってしまうとこうなってしまいますので、今までに、

今回初めてではないと思いますんで、そういうことを踏まえた中での今後のこの運用体系をちょ

っと再検討されたらいいかなというふうに。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

委員ご指摘のとおりですね。委員の意見等も参考にしながら、チェック体制を強化する中、こ

の可動席の体制について行っていきたいというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。それではなければ次②番について、ひとつ説明いただきたいと思います。は

い、課長。 
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○生涯教育課長 

 それでは②の清里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

についてご説明いたします。議案書の８ページをお開きください。今回の条例制定の理由でござ

いますが、児童福祉法の改正によりまして放課後児童健全育成事業の設備及び運営について国が

定める基準を踏まえまして、市町村の条例で定めることから今回本条例を制定するものでござい

ます。 

制定内容につきましては、９ページからの資料により説明をいたします。まず①に記載してご

ざいますが、放課後児童健全育成事業と言いますのは、小学校に就学しております児童であって、

その保護者が労働等により昼間家庭にいない者に、授業の終了後に児童施設等の施設を利用して、

適切な遊び及び生活の場を与えてその健全な育成を図る事業で、簡単に言いますと、学童保育の

事業のことでございます。児童福祉法の改正によりまして、改正前はおおむね１０歳未満という

文言がありました。改正後はそれがなくなります。おおむね１０歳未満というのは小学校３年生

まででしたが、今度小学校に就学している児童ということで、６年生全員までが対象となります。 

②条例制定の趣旨でございますが先ほど説明いたしました。制定理由と同じでございまして、

児童福祉法の改正によりましてこの運営について市町村が条例で定めることによります制定でご

ざいます。 

③条例による規制対象でございます。市町村以外の者も例えば法人ですとか、民間団体等も市

町村への届け出によりまして、この放課後児童健全育成事業を行うことができることとなり、事

業主体が町であるか町以外ではあるかを問わず、設備及び運営に関する基準を遵守することにな

ります。 

９ページの④条例制定の考え方でございます。本条例の制定に当たりましては、国が示しまし

た従うべき基準。これはあの必ず適合しなければならない基準、それから参酌すべき基準、十分

参照しながら市町村の実情に合わせて定めることができる基準に分類をされてございます。 

清里町の条例制定の考え方でございますが、ここの表の上の※印のところに記載しているとお

り、国が定める基準と異なる基準を規定するほどの地域の事情も認められないことから、国の基

準と同様の内容の条例を定めることと致します。なお従うべき基準っていうのは、その表の囲み

に記載してございますが、必ず適合しなければならない基準が、職員の数ですとか従事する分の

職員の資格でございます。参酌すべき基準につきましては、その他の基準でございまして、施設、

設備、児童集団の規模、開所の一室、開所時間等でございます。 

⑤条例制定の主な内容について説明いたします。設備の基準でございますが、専用区画の面積

は、児童１人につき、おおむね１．６５平方メートルでなければなりません。次のページをご覧

ください。職員の員数、従うべき基準でございますが、事業所ごとに放課後児童支援員を置かな

ければならないこと支援員の数につきましては、支援の人ごとに２人以上そのうち一人は補助員

でも構わないとなっております。次の職員の資格でございます。これについては記載の（１）か

ら（６）までの資格のあるもので都道府県の行う研修を修了した者でなければなりません。ただ

研修を修了した者につきましてはこのところの※にあるとおり施行日から平成３２年３月３１日

までの間、修了することを予定している者も含むという経過措置を設けます。次の支援の単位で

ございますが、これは構成する児童数につきましてはおおむね４０人以下とします。開所時間で

ございますが、小学校の授業の休業日については、１日につき８時間休業日以外の日については、

１日につき３時間以上を原則といたします。開所日数につきましては、１年につき２５０日以上
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を原則といたします。ただ今主な条例の内容を説明しましたが、それ以外はすべて国の基準通り

となっております。施行期日については、子ども子育て支援法の就学前の子どもに関する教育保

育料の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律の施行の日平成２７年４月１日といたします。資料の１１ページから１７ページにつ

きましては、制定の条例の条文を載せてございます。先ほど条例の主な内容を説明いたしました

が条文により、全体を説明させていただきます。第１条から第４条におきましては、この条例の

趣旨、用語の定義、それから最低基準の目的最低基準の向上に努めること等について定めており

ます。１２ページの第５条及び第６条につきましては、事業の一般原則について保護者が労働等

により昼間家庭にいない小学校児童を対象とすることまた、利用者の人権、人格を尊重した運営

実施場所、非常対策等について規定をしてございます。第７条及び１３ページの第８条につきま

しては、職員の一般的要件等規定しております。第９条につきましては、条例の主な内容で説明

いたしました設備の基準について占用区画の面積は児童１人につきおおむね１．６５平方メート

ル以上とし、必要な備品等を備えることを規定しております。１３ページから１４ページまでの

第１０条では、放課後児童支援員は、支援の単位ごとに先ほど説明しましたが、２人以上としう

ち１人は補助員でも良いことや、必要な資格について規定をしております。続いて１５ページの

第１１条及び第１２条は利用者を平等に取り扱う原則、虐待の禁止を規定しております。第１３

条は、衛生管理等に努める規定第１４条及び１６ページの第１５条ですねつきましては事業を行

う上での必要な運営規定、それから帳簿を備えることを規定しております。第１６条は秘密保持

に努めること第１７条は、苦情への対応について規定をしております。第１８条は開所時間及び

日数について、先ほども説明しましたが、小学校の休みの日は一日８時間以上休み以外の日は一

日３時間以上、開所日数は２５０日以上を原則とすることを規定しております。１７ページ第１

９条及び第２０条は保護者や関係機関と密接な連絡、連携を図ることの規定第２１条は、事故発

生時の対応について規定をしております。附則につきましては、第１条で施行期日。それから第

２条で、職員の資格に関する経過措置。先ほど研修の関係でございますが、経過措置を規定して

おります。以上制定条例につきまして、国の基準通りに定めることとしております。以上で説明

を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今説明をいただきました。放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定める

条例の制定についてということで説明いただきました。委員の方何かございませんか。なければ

次③番説明をいただきます。 

 

○生涯教育課長 

 ③の清里町学童保育条例の一部改正についてを説明いたします。資料の１８ページをごらんく

ださい。改正の理由でございますが、子ども子育て新制度の施行に伴う児童福祉法の改正により

まして、放課後児童健全育成事業の対象児童の範囲が拡大されることから清里町学童保育事業の

対象児童の範囲につきましても所要の改正を行うものでございます。改正分の内容につきまして

は、１９ページの新旧対照表でご説明をいたします。表の左側が改正後の条例、右側が改正前の

条例でございまして、改正する部分に下線示しております。今回改正するのは、第１条の目的の

条文でありまして、改正前は対象児童の範囲について清里町立小学校低学年児童としておりまし
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たが、左側の改正後におきまして清里町立小学校に就学している児童６年生までの全児童という

ことに改めるものでございます。附則につきましては施行期日を定めるものでございます。以上

で説明をおわります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今学童保育条例の一部を改正する条例ということで、説明をいただきました。何かござい

ますか。 

 

○畠山委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 学童保育条例の一部を改正する、それからさっきの放課後の児童健全育成事業いろいろとある

んですが、こういった放課後のいろんな事業がある中で、先日小学校の子どもが学校の帰りに不

審者に襲われそうになったと。これを踏まえた上で、今回は無事に過ぎましたけども、何か対策

というものを生涯教育課としては考えているのかなというふうに思うんですが、いかがですか。 

 

○生涯教育課長 

 今池下委員が言われました不審者によります事案ございますが、その日頃から当然子供たちの

安全安心面につきまして、学校、教育委員会と連携しながらやっているところでございますが、

今回そのような事案が生じたということでありまして、一層学校と連携しながら対策等、検討な

りをしていきたいと思っているところでございまして、その事案が発生した後につきましては、

学校と連携しながら交差点での見守り、それから警察等への連絡連携等の体制づくりを取りまし

て、今後につきましても、子どもたちの安全安心のために学校と連携しながら対策をとっていき

たいと考えております。 

 

○総務課長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今課長からそういう説明があったんだけども、具体的に例えば、あの後学校側と例えば何か協

議をしたとかそういったことってなかったんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 学校側との協議につきましては、先ほど言いましたが、まず起こった状況で、まず確認すると

ともに、その日につきましては、集団で下校する。またその後２日間についても、同じく一斉下

校また登校につきましても、なるべく同じ時間で登校するようなことで、学校側と連携して、そ
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ういうような形で子どもたちの登下校について、それから民生委員さんとの連携する中、見守り

等を実施したところでございまして、今後そのようなことの無いように、連携連絡を取りながら

進めていきたいということで、学校側と連携し、行っていくところであります。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ああいった事件というのは、未然に防げたからまだ良いんだけども、起こってしまってからで

は遅いし、それと子供１１０番という組織がいろいろとありますけども、私のところも旗を立て

たり、いろいろとやっていますけれども、実際なかなか子どもたちの中にも認識が薄いのかなと

いう部分、それと去年一昨年になると思うんですが、子ども１１０番の会議もやったんですけれ

ども、また数年してないと。やはり定期的にそういうことをやっていかないと。子供たち自身が

そういった意識を持ってないっていう子が多いんですよね。田舎にこうやっていると。今こうい

う時代になって、都会も田舎も余り関係なく、車で犯罪が行われるっていう時代ですから、そこ

ら辺学校側と常にそういった情報公開をいろいろとしながらやってもらいたいなというふうに思

います。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 今池下委員が言われた子ども１１０番の関係につきましては、町民課の方でやっているのかな

と思っておりますが、学校と教育委員会だけでなくて、行政内部でもそういうような子どもたち

の見守りにつきまして、町全体で取り組み体制の検討についてもしていきたいと考えております。 

 

○畠山委員長 

よろしいですか。他。全般を通してでもよろしいです。はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 従来通り学童保育の要件、１０歳未満で今まで進めてきて、今回小学６学年まで適用されると

ころなんですけども、今、現状の中で学童保育されている人数が増えると思うんですけども、利

用される人数はどのくらいなのかという部分、それに合わせて補助する資格、教員ですか職員で

すか。その人数。それとそれなりのきっちりしたその管理体制をとらなければならないのかなと

思いますので、その中での内容を学童保育の内容も併せてどういうことをするのか、そこら辺も

高学年になればなるほど、ある程度の素養も持った方向性の保育を考えているのかどうか、そこ

ら辺合わせて２点ほどなんですけども、説明願えれば。 

 

○生涯教育課長 

 今、前中委員言われました関係でございますが、学童保育につきましては、現在学習総合セン
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ターのところで行ってございます。先ほど説明した通り今度対象が４年生から６年生も増えると

いうことでかなりの人数、今現在も登録の児童数については、５９人ぐらいだと思いましたが、

ただ５９人と言っても、毎日来る子どもは、それよりも少ないということで、習い事ですとかそ

ういうような関係で、常時来るのは４３人とか５０人前後かなというふうに考えております。そ

の４年生から６年生まで、今後申し込みをした段階でどれだけの申込みがあるかわかりませんが、

保健福祉課と子ども子育て支援計画の方を作っておりまして、そのときに二次調査を実施した関

係がございまして、それによりますと小学校４年生から６年生あくまでアンケートの二次調査で

ございますが、１７、８人ということが予測をされてございます。こちらとしましては、現在の

子どもたちが５０人から６０人おりますし、４年生から６年生の部分について、プラス２０人ぐ

らいに今のところ二次調査ではなるのかなというふうには思っておりますが、実際申し込みを受

け付けませんと人数についてはわからない状況であります。特に高学年になりますと低学年より

も習い事とかの関係で、毎日通う子は少ないのかなというふうに思っておりますが週に何回か通

う子どもがいるのかなというふうに思ってございます。 

人数の増える関係で、最初教育委員会としましては、安全面も考えて、学校から移動のない学

校の空き教室を利用した学童保育というのも、実は検討していました。学校の空き教室も清小だ

けでなくて、他の学校も将来的なことも含めたところでございます。けれども、子ども子育ての

いろんな審議会の意見、それから社会教育委員長さんとの意見等を踏まえまして、また４年生か

ら６年生までのニーズが分からないということがありまして、２７年度におきましては、学習セ

ンターの今の場所だけでは狭いということで、今使っている向かいの場所に創作活動室という部

屋がありますが、そこも使用した形の中で、学習センターの方でやっていきたいというふうに思

ってございます。委員さん、各子ども子育ての参加につきましては、学校内よりも一度リセット

できるちょっと近いところが良いという意見がありましたし、いろんな意見がございました。学

習センターの図書館ですとか、そういう機能等を使ってやる方が良いんでないかという意見等も

ありましたし、現在、学校等の連絡学校との管理の関係につきましても、今後の若干課題等ある

もんですから、２７年度中については、子どもたちが本当にどこでやるのがいいかも含めた検討

しながら、４年生から６年生の高学年の申し込み状況も把握しながら進めて、当面の間はその学

習センターの方で、ちょっとやっていきたいというふうに考えてございます。当然４年生から６

年生まで増えるということで、支援員の数につきましても先ほど言った通り支援単位ごとに２人

以上ということでありましたので、今まで以上に資格を持った方を探すのがちょっと大変なんで

すけども、それにつきましてはいろいろなところに連絡をとりながら支援員の確保をしていきた

いというふうに考えております。また高学年が入るということで、事業の中身ですねそれについ

ても充実、今までの低学年、当然１年生と６年生では違うのかなとも思っておりますし、そのへ

ん教育委員会の職員をとの連携を図りながら、支援員だけではなくてちょっと学校へ行ってしま

うと今いる支援員とも話したんですけども、ちょっと１人というかなかなか連携も難しいところ

もありまして、こちらで今もいろんな事業関係につきましては、教育委員会の職員とも入りなが

らやっているところもあるものですから、事業の内容の充実も含めまして、平成２７年度から対

象が増えるということもありまして、充実を図ってい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。 
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○前中委員 

 大変になる部分、多々あると思う中で今説明聞きまして、十分理解できまして、その中でどう

しても光岳、緑小学校の対応は、またいろんな部分、種々今の説明の中で空き教室っていう可能

性があるのかないのかという部分がほんとに大切な部分であるとすればそういう形になると思い

ますし、光岳小学校あるいは緑にしても、その少年団活動、あるいは清里小学校も少年団活動と

いう１つの学童保育ではないですけどもそのスポーツ振興だとかそういう部分で、子どもたちの

安心・安全を守って事業展開されている実態もありますんで、そこら辺のバランスは十分注意し

ながらというか、前向きの中で、この学童保育進めていく方向性を持っていただきたいなと。単

純にその２校、光岳さん緑さんにしてもどれぐらいの数がいるかちょっとわかりませんけども、

そういう生徒も現実いるのかなというのも散見されますので、それもあわせて重々協議していた

だければと思います。 

 

○畠山委員長 

はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 前中委員言われたとおりです。当然札弦緑地区についてもですね、全くニーズがないとはこち

らも思っておりませんし、確かにニーズはあるというふうに捉えてございます。その札弦、緑地

区につきましては一番いい場所については、今現在では学校の空き教室がいいのかなというふう

にこちらでは考えています。２７年度中にこの辺につきましても検討を進めていきたいというふ

うに思ってございます。ただ札弦、緑につきましては学童保育というよりも学童教室の方が、人

数が少ないこともありまして、親が働いている、働いていないに関わらず、子どもたちが放課後、

遊びや生活というか、遊び等を通して放課後学校にいれる体制の方が良いのかなということも考

えておりまして、手法ですとか、方法等も検討しながらですね、２７年度検討し、なるべく早い

段階で札弦、緑地区についても進めていきたいというふうに、教育委員会では思ってございます。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。それでは生涯教育課、これで終わらせていただきます。何か。 

 

○生涯教育課長 

 まず先程補正でも出ました外国人英語講師の関係でございますが、実は、体調を崩してですね

先週の金曜日入院をされましたので、まずその関係についてご報告をさせていただきたいという

ふうに思います。 

それから学校給食センターの業務委託の関係でございますが、実はこの委託業務につきまして、

現在、長期継続計画によりまして、平成２４年度から今年度２６年度までの３年間を契約期間と

して長期継続契約の行っているところでございます。来年の３月３１日、２７年の３月３１日ま

でが契約期間ですので新たな長期継続契約が必要となります。１２月議会におきまして、歳入負

担の補正を行い、その後、入札等の事務等手続の方ですね、進めていきたいというふうに思って

おりますので、御理解いただきたいというふうに思います。 

それともう１点なんですけど、すいません。学校給食の関係なんですけども、今のセンターの
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関係ではなく、先週の金曜日１２月５日なんでございますが、清里小学校に学校給食を提供した

関係でございますが、異物がですね、ミカンの中に異物が入っていたということがいう事案があ

りました。異物って言いましても、はっきり言いますと縫い針です。縫い針が入ってございまし

た。それで学校から教育委員会なり給食センターに連絡後、すぐに流通過程及び給食センターの

作業行程の中でそういうことがないのかと確認したところ、そういう可能性は低いということで。

というのは、学校の方から、実は今回、学校内部で混入した可能性が非常に高いということでの

連絡がありました。そういうこともありまして、今回先ほど言った通り、流通作業の行程が低い

ということで、給食については、学校と検討しまして、今週から継続。ただミカンにつきまして

は、当分の間というかですね、ちょっと控えて、それから提供に当たりましては、教職員の指導

によりまして、児童生徒が安全を確認しつつ、今まで以上に確認して提供をしていくと考えてい

るところでございます。保護者宛ての文書につきましては、今日明日中に各学校等に配付をした

いと思っておりますし、清里小学校では全校長会並びに参観日等での校長先生からの説明等行っ

ていくというふうに聞いているところでございます。縫い針というショックなことがあったもん

ですから、ちょっとこちらでも調査等行いますけども、そのような事案がありましたので、ちょ

っと報告をさせていただきました。以上でございます。 

 

○池下委員 

 今課長の説明なんだけど、給食センターの指定管理が来年３月に契約が切れるということで、

債務負担ですね、それは１２月定例議会に出すっていう事なのに、この委員会の項目にはどうし

て入ってないんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○生涯教育課長 

 債務長期継続契約につきましては、実は債務負担行為が最初はいらないということでずっと進

めたもんですから、総務課の方と調整しましてですね。調整がつかないかったことから、議案と

してはちょっと提案ができなくて、議案としては上がってございませんが、口頭で、今１２月議

会で債務負担を補正するということで説明をさせていただいたところでございます。 

 

○池下委員 

 今の説明だと急遽決まったと。だから議案には載せていないというふうに捉えるんだけども、

例えばそういうことって、想定できたんじゃないかなと思うんですけども。であるならば、今回

の委員会の議題にもちゃんと載せといた方がいいんじゃないかなというふうに私は思うんです

よ。今後こういったこともあるかと思うんですが、なるべく議案書にちゃんと載せるようにとい

うふうに思いますので。 

 

○生涯教育課長 

 はい。当然議案書に載せるべきことかなというふうに思っておりますので、今後については、

そのように対応したいと思います。債務負担の関係でございますが、長期継続契約につきまして
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は、債務負担の行為がいらないということを思ってございましたが、実は給食の業務につきまし

ては、なるべく早い入札行為が必要ということで、１月に今のところ入札の手続を予定してござ

います。本来の長期契約でありますと予算との３月議会内とかですれば、良いですけども、今現

在ですと予算の議決行為というか、今回債務負担行為をした方が良いのではないかということに

なりまして、今回ちょっと口頭で申し訳なかったんですが、説明をさせていただきました。今後

につきましては、このようなことが無いようですね、議案の方で載せていきたいというふうに考

えてございます。 

 

○畠山委員長 

 他いいですか。なければ生涯教育課これで終わらせていただきます。それでは、続いて 

消防清里分署１点について、消防所管分説明を一つお願いいたします。 

 

○消防庶務係長 

 清里分署からの提出議題であります。平成２６年度の一般会計補正予算消防費分について、ご

説明申し上げます。２０ページをお開きください。資料の上段、清里町一般会計補正予算でご説

明いたします。今回の補正は、斜里地区消防組合本部負担金の減額となっております。減額の理

由は、平成２６年４月の本部職員人事異動に伴う人件費分及び本部車両の購入伴う執行残として、

全体で９０万１千円を減額補正するものであります。清里分署に係る人件費については、１１月

臨時会におきまして補正いただきましたが、消防本部にかかる人件費分等については本部負担金

として、今回補正予算を提出するものです。 

補正の内訳については、資料の下段斜里地区消防組合一般会計補正予算で説明いたします。先

に歳出についてご説明いたします。人件費分として２節支給料、３節職員手当等、４節共済費、

１９節負担金補助及び交付金の合計３３１万９千円の減額となります。本部車両分として、１２

節役務費１８節備品購入費の合計４４万９千円の減額となります。１５節工事請負費が７１万８

千円の増額となりますが、ウトロ分署の無線工事に係る経費で、全額斜里町の負担となります。

歳出の合計補正額合計は３０５万円の減額となり、３町の補正額は適用欄に記載のとおりでござ

います。 

次に歳入ですが、４款繰越金については、平成２５年度の繰越金が確定したため３１万１千円

の増額補正するものです。１款分担金及び負担金についてはつきましては、繰越金の増額分を充

当するために歳入の増額分３１万１千円と減額分３０５万円を合計した３３６万１千円を減額す

るものです。３町の補正額は適用欄に記載のとおりとなり、清里町分９０万１千円は一般会計の

補正額と同額となります。なお消防組合議会は、１２月２６日開催予定となっており、臨時会で

補正いただきました清里分署費と今回の本部負担本部費負担金にかかる補正予算をあわせて計上

することとなります。以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 今ただいま説明いただきました。この関係についてよろしいでしょうか。はい。なければ、こ

れで終らさせていただきます。続いて２番、意見書の検討についてです。はい。事務局お願いい

たします。 
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○議会事務局主査 

 それでは２番の意見書の検討について説明させていただきます。 

議案は、２１ページからです。記載の意見書が持参提出されております。提出者は、釧路市弁

護士会会長那智哲氏でございます。２４ページの意見書案により説明させていただきます。釧路

地方裁判所北見支部における労働審判の実施を求める意見書案です。この内容につきましては、

釧路地方裁判所管内において労働審判事件を取り扱っている裁判所が釧路本町のみであって、北

見網走の地域の住民や企業は、釧路市まで出向かなければならないということで、申し立ての障

害になっているということから、北見網走支部において取り扱いができ、あわせて必要な裁判官

と職員の増員。また、施設の整備を行うことを求める内容となっております。 

以上１件の意見書提出が依頼されておりますので、この意見書につきまして内容の協議、また

１２月定例会に委員長名で意見書案として提出してよろしいかどうかの検討をお願いいたしま

す。 

 

○畠山委員長 

 ただ今意見書１件が出ているわけでございます。これらについてどうか取り扱いについてよろ

しいでしょうか。取り扱うということで内容関係についても、事務局通しながら進めるというこ

とでよろしいでしょうか。それでは、２番終らさせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 ３．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、未定でございます。 

 

○畠山委員長 

 ４．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第１２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１０時３９分） 


