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第１１回総務文教常任委員会会議録 

平成２６年１１月１７日（月） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１０時３５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年度人事院勧告の概要について 

  ②平成２６年度一般会計補正予算（第４号）の概要について 

  ③町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  ④清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例について 

  ⑤清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例について 

  ⑥旧レストハウス改修に係る基本プランについて 

  ⑦地域おこし協力隊募集に係る設置要綱及び募集要項について 

 ●生涯教育課 

  ①外国人英語指導助手について 

  ②平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果概要について 

 ●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．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    ■企画財政Ｇ主幹    本松 昭仁 

 ■総務Ｇ総括主査    宮津 貴司    ■総務Ｇ主査      吉本  淳 

 ■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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 ■清里消防分署長   河合 雄司     

 

 

○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 

 １、町から協議報告事項と言う事で総務課計７点出てきてございますが、人事院勧告の関係で

①、③、④、⑤かな、これ関連してますんで最初に一括で説明をしていただき終わりましたら、

一つずつ説明していただけたらと思います。はい、課長。 

 

○総務課長 

 今般、給与改正の関係で人事院勧告が出ましたので、その概要について御説明申し上げ、それ

に基づきまして、本町の職員給与等も変更の予定でございます。それにかかわる条例の改正また

議員の議員報酬等の支給条例、これについても影響があります。さらに町長の給与の支給条例に

ついても影響があるということで、今般説明を申し上げるところであります。１番、３番、４番、

５番目を一括で説明させていただきたいと思います。担当より説明申し上げます。 

 

○総務Ｇ主査 

 それでは私の方から、平成２６年度の人事院勧告につきまして御説明申し上げます。１ページ

をご覧ください。 

８月７日、人事院が平成２６年度の勧告を行っております。勧告のポイントにつきまして、御

説明申し上げます。まず月例給とボーナスについてでございます。人事院の調査によります、今

年度の官民比較につきまして月例給１千９０円、ボーナスで０．１７月分、民間が上回っている

ことから格差を埋めるため、７年ぶりの引き上げの勧告が出されております。具体的な引上内容

といたしまして、①番の俸給表の水準０．３％引き上げ、②番の通勤手当０．１５月分引き上げ、

③番の通勤手当の使用距離に応じた引き上げとなっております。④番目の寒冷地手当は、見直地

域に本町が該当しておりません。引き上げの時期でございますが、勤勉手当のみ１２月支給分で

調整することとし、その他は、４月１日に遡っての適用となっております。 

２つ目に、給与制度の総合的な見直しについてでございます。平成１８年度から平成２２年度

にかけての、給与構造改革に民間賃金との差が縮小した他、高齢層における給与水準が一定程度

抑制されたところでありますが以前、公務員の給与が高いとの指摘がある地域もございます。ま
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た職員構成の高年齢化年金支給開始年齢の段階的な引き上げに伴い、雇用と年金の接続を図るこ

とが求められていることから給与カーブの見直しが必要とされております。以上のような課題を

踏まえ、公務に必要な人材を確保し、組織の能率的な運営を図っていく必要があることから給与

制度の総合的な見直しについて勧告が出されております。 

具体的な内容といたしまして、①番の俸給表の水準引き下げですが、５０歳代後半層における

官民給与差を考慮して最大で４％程度平均２％引き下げるものであります。ただし、激変を緩和

するため３年間の経過措置を講ずることとなっております。②番の号俸の増設については、①番

の給与水準の引き下げにより４０歳代や５０歳代前半層の職員に対する影響に配慮し、昇給機会

を確保するため５級と６級の最高号俸をそれぞれ８号俸増設するものであります。③番の減額支

給措置については、①番の給与水準の引き下げに伴い、平成２９年度末をもって廃止とするもの

です。④番の地域手当の見直し及び⑤番の広域異動手当等の見直しについて本町は該当いたしま

せん。⑥番の管理職員特別勤務手当についてでございますが、現行制度では、週休日等に勤務し

た場合にのみ支給されることとなっておりますが、災害への対処その他の臨時または緊急の必要

により平日の深夜に勤務した場合にも支給することができるよう見直すものであります。御説明

いたしました給与制度の総合的な見直しについて、平成２７年４月１日から実施することとなり

ます。 

続きまして、今回の人事院勧告に伴います町職員の給与に関する条例改正につきまして御説明

申し上げます。４ページをご覧ください。平成２６年人事院勧告に基づき給与条例を改正するも

のであります。人事院勧告の内容につきましては、先ほど御説明させていただきましたとおり大

きく２つの内容に分かれております。まず①番の官民格差を埋めるための給料表の引き上げ通勤

手当並びに勤勉手当の引き上げでございます。給料表については、若年層に重点を置きながら平

均０．３％の改定となっております。通勤手当については使用距離に応じて１００円から７千１

００円までの幅で引き上げ勤勉手当については、０．１５月分の引き上げとなっております。 

２つ目は、②番の給与制度の総合的な見直しによる給料表の引き下げ、管理職員の平日深夜に

おける特別勤務手当の引き上げでございます。給料表については、平均２％の引き下げ管理職員

特別勤務手当について平日の深夜勤務１回につき６千円を支給するよう改正するものです。施行

期日については①番について平成２６年１２月１日より施行。平成２６年４月１日に溯って適用

となっております。②番については平成２７年４月１日から、施行となっております。新旧対照

表につきましては５ページから６ページが官民格差を埋めるための引き上げ内容、７ページから

１０ページまでが給与制度の総合的な見直しに関する内容及び施行期日となっております。 

続きまして、議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の改正についてでございます。１１ペ

ージをご覧ください。先ほど御説明のとおり人事院勧告に基づき０．１５月分の引き上げを行う

ものであります。今年度分は１２月で、０．１５月分引き上げ、来年度以降は、引き上げ分引き

上げ分０．１５月を６月と１２月で均等に配分するよう調整するものです。新旧対照表について

は１２ページに記載のとおりとなっております。 

続きまして清里町長等の給与条例の改正についてでございます。１３ページをご覧ください。

これにつきましては、ただいま御説明いたしました議員報酬の改正内容と同様の内容となってお

りますことから、説明につきましては省略させていただきます。以上で説明を終わります。 

 

 



 

- 4 - 

○畠山委員長 

 いいですか。はい。ただ今２６年度人事院勧告の概要ということで、説明をいただきました。

町職員、それから議員、議会、それから町長等とトータルで質問を受けたいと思いますけども、

何かありませんか。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ちょっとあのお伺いというか、ちょっとよくわからないんですが、とりあえず２６年度手当に

ついては上げる。しかし明年度からについては、職員の場合についての本俸の平均で清里の場合

２％下げるよと。実質それらのことが施行された場合に、結果としてそれが終了後、給与として

はどういうような状態になるのか。あるいは年齢差に応じた格差の是正がなされるのか、その辺、

大まかどういうふうに変更になったのか。 

 

○総務課長 

 なかなか私どももハテナというような給与の改定なんです。実は本年分については官民格差が

０．２７％ありますよと。だから４月に溯ってその分上げますよと。今年の分。しかし来年の４

月１日からは、これにあるように民間の賃金との格差が、まだまだ公務員とありますよ。だから

平均２％下げますよということでありますので、今加藤議員が質問された部分で、４月１日新た

な給与になった時の職員の給与関係、どのような構図になっているかというご質問だと思うんで

すが、これもですね高齢者分については４％それから若年層については２％というような部分の

格差がありますんで一概にこうお話することはなかなか出来かねるところでありますが、平均し

て２％下がるというようなことでございますんで、決して今貰っている給与よりは良くなるとい

うことでは、そんなに大きな差はないんですが、無いというふうにご理解願えれば。ただこれも、

３年間原級保障がありますので３年間は、今までのというようなことでありますんで、民間と比

較して、まだ公務員が高いというふうに言われておりますのでその分若干下がるというふうに理

解をしていただければなと。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。無ければ次、お願いします。 

 

○総務課長 

 次に、この人事院勧告に基づいて給与の改定が出されるわけでございますので、その影響額等

々についての１１月の２５日臨時会でご提案申し上げます。補正予算の関係でございます。この

概要について、担当よりご説明申し上げます。 

 

○畠山委員長 

 はい。主査。 

 



 

- 5 - 

○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４号につきまして御説明申し上げます。

２ページをお開きください。 

今回の補正につきましては、人事院勧告に基づく給与改定による人件費の増額が主なものとな

っておりまして、補正額につきましては歳入歳出ともに６７１万９千円であります。補正後の予

算額は、４９億とんで３９５万５千円となります。 

はじめに歳出からご説明いたします。議会につきましては、２８万５千円の増額補正でござい

ます。補正内容は議員期末手当の増でございます。続きまして、総務費につきましては３０２万

２千円の増額補正でございます。補正内容は、特別職の期末手当２３万円。それと一般職期末勤

勉手当２７９万２千円合わせて、３０２万２千円の増額補正でございます。消防費につきまして

は３４１万２千円の増額補正でございます。補正内容は、斜里地区消防組合清里分署負担金であ

ります。以上、歳出合計６７１万９千円ということで計上させていただいております。 

次に歳入について御説明いたします。本補正につきましては、ただ今説明させていただきまし

た、歳出に係る歳入の充当をすべて地方交付税を財源として計上しております。地方交付税６７

１万９千円の増額補正となっております。２ページにつきましては、以上です。 

続きまして３ページをご覧いただきたいと思います。補正概要と財源につきまして、ご説明い

たします。初めに、議会費でございますが、期末勤勉手当、議員期末手当０．１５カ月分の増と

いうことで補正額２８万５千円。財源は一般財源でございます。続きまして総務費、職員給与費

の特別職給与費でありますが特別職の期末手当、こちらも０．１５カ月分ということで２３万円

財源は一般財源であります。同じく総務費の一般職給与費につきましては一般職員の期末勤勉手

当、０．１５カ月分の増、２７９万２千円財源は一般財源であります。最後に商工費であります

がこちらは人事院勧告に基づく給与改定分、及び人事異動に伴う人件費の差額ということで給料

職員手当、共済費合わせまして３４１万２千円の増額補正であります。財源はすべて一般財源で

あります。 

以上で、平成２６年度一般会計補正予算第４号の概要につきまして、説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 はい。ただ今平成２６年度一般会計補正予算４号の概要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。それでは、次。６番をお願いいたします。はい、課長。 

 

○総務課長 

 すでに所管委員会で経過及び今後の方向性などをお話申し上げてまいりました。旧レストハウ

スの改修の基本プランの関係であります。これにつきましては、それぞれの機能に基づいた、基

本プランが出来あがってまいりました。これにつきまして、所管委員会に報告ということであり

ますので、よろしくお願いします。では、担当より、説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 ただいま課長の方から申し上げました、レストハウスの関係でございますけども、前回の常任

委員会におきまして、今後のレストハウス設計にかかるスケジュール等について提案をさせてい

ただいたところであります。それに伴いまして、内部協議さらには今月６日に観光協会、商工会、
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農業六次化を推進されている方々にお集まりをいただきまして、関係機関の協議をさせていただ

きました。基本設計プランに対する御意見をそれぞれを伺いながらそれらを込めまして、今回の

基本プランの提案ということとさせていただきたいというふうに思います。 

それでは、１５ページになりましょうか。平面図２案というものからご覧いただきたいという

ふうに思います。２案につきましては、まず玄関を入りますと、来客者は目の前に焼酎コーナー

さらには特産品コーナーが目に入ってまいります。センターアトリウム内には、幼児等が遊べる

スペースを設けたり、南東側には、来町者や住民が清里らしさにこだわった軽い食事や飲み物を、

斜里岳を眺めながら楽しめるスペースを設けております。カフェの奥では、食に係る体験スペー

スも牽引をしてみました。工房については、乳製品や清里小麦を使った焼き菓子など、さらに清

里らしさの食を提供できないかということで設けてみました。なおトイレ、倉庫等々の既存のも

のについては既存の位置から動かすことなく、コストの軽減にも繋げております。南側は、焼酎

工場側ということになりますが、基礎部分を壊してテラスのように使い温かい月にはカフェテラ

スを設け、カフェの奥では臨時的に子どもの遊具や、売店スペース等設けるようにさせていただ

きました。おおよそですけども、建物の建屋の面積については、７００平米弱、６７０、８０程

度。テラスについても５５０平米程度になります。北側の和室ないし、洋間等の基礎部分は取壊

すイメージでございます。 

続きまして、１６ページ、１案というものでございますけども、これにつきましては事務所を

西側中央奥に置くというようなイメージで販売コーナーもどちらかというと南側焼酎工場側に寄

せるということで、入るとスペースが広がっていくというような感じになっております。その他

は、２案とほぼ変わりありませんけども、建屋面積が２案より、ややコンパクトに抑えられてる

というようなことでございます。 

続きまして、３案でございますけども、事務所位置については、１案と同じでありますけども、

カフェ等は斜里岳の後方にすべて向いておりまして、眺めに配慮した形になっております。ただ

水回りですとか、トイレの位置の既存の場所からずれているということになりますのでそれらの

工事費等々が追加されることになりまして、面積も２案よりも若干大きくなるということも含め

まして、３つの提案の中では、一番コスト高ということになろういうふうに予想されております。 

そういったことから、これらにつきまして事務局サイド、さらには先ほど申し上げました関係

機関との協議を踏まえまして一番最初にお見せいたしました２案をベースに再度協議を重ねさせ

ていただきまして、４案という部分で整理させていただいたところでございます。事務所につい

ては記載のとおり、現在のトイレ横、中央正面中央に移動させていただいてカフェにもほど近く、

カフェのお客さんだとか、物販のお客さん、インフォメーションのお客さん来町者に対して、少

ないスタッフの中でも効率的に、機能的な対応が図れるようにしております。厨房についてもミ

ニマムに考えて、今後どのような飲食を提供できるかということも含めまして、シンクや調理器

具も物によりスペースの増減を図っていきたいというふうに考えております。状況によっては駐

車場西側、入り口入るとすぐ右側になっておりますけども、昔ここに喫茶コーナーというものが

あったかなというふうに思いますけども、水回りがありますのでちょっとした飲食の提供もでき

る可能性があるということでもございます。また北側でございますけどもテラスが広くなってい

る部分あると思いますけども、南側と同様に基礎部分は壊さないで、例えば道路側という立地条

件も生かしながら、日曜朝市等多目的で利用できるようにというふうなことから全面的に基本基

礎部分は一切壊さないで建屋面積もコンパクトに抑えてというような形になってございます。と
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いうことで、基本プランにつきましては、この４案でまとめさせていただきながら、微調整を図

りながら進めていきたいというふうに考えてございますので、ご理解をいただきたいというふう

に思います。以上です。 

 

○畠山委員長 

 旧レストハウス改修にかかる基本プランについてということで、今説明をいただきましたがこ

れに関して何かございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 １つ、ちょっと聞きたいんですけども、最終的にこれ４案ということなんで進めていくという

ことなんですけども焼酎コーナーというのは、焼酎を展示するだけで試飲とかはここでは無いと

いうことですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 詳細は今後の話になると思いますが、現在のところでは、試飲及び販売展示を中心に考えてお

ります。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 

 

〇池下委員 

これ１案から４案まで、全てこれカフェっていうことになって、平面図ではテーブルがこうあ

るんですけども、これはあれですか。当然食べるものとか、そういったものも出すであろうとい

うふうに思うんですが、今後のお話になるんですけども、レストハウスのレストランが休業にな

った時に色々と業者を募集したって経緯もあるんだけども、この程度のカフェぐらいだったらち

ょっと素人にも、毛が生えたぐらいのような人でも出来るのかなという感覚はあるんですけど、

そのへんは、どういうふうに考えておりますか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 現在のところ、ここに調理人を配したレストランというような機能を持たせるということは全

く考えておりません。例えば、何か温めたり出来合いのものを持って来てそこで販売したり、そ

こで、コーヒーやお茶を飲みながら斜里岳を見るというようないわゆるレストランではなく、カ

フェ的な機能を持った施設というふうに考えておりますので、委員ご指摘のとおりですねここで

何か調理人が調理したものを出すというようなことは全く考えておりません。 
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○畠山委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 ということは、ここはあれですか。例えば、来場した人が勝手に座って、自分たちが弁当を持

ってきたものを食べるとかそういった空間スペースというふうに捉えていいということですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 簡単なコーヒーやジュースやあるいはまたサンドイッチなり、いわゆる簡易に調理できるもの

これをテイクアウト方式でのサービス提供ということで今のところ考えております。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。他。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 今回レストハウスに鑑みて地域の町民の方と色んな話の中で、そのインフォメーション機能の

充実っていう部分でデザイン等出てきたと思うんですけども現状の中で、このインフォメーショ

ンっていうカタカナの言葉で、ここの空間があるんですけどもどういう形のインフォメーション

を考えておられるのか。訪れる方との対面のインフォメーションなのかあるいはある程度の何て

言うかな、観光資源なりを展示っていうのかな、なんかそういうのをするのか。あるいは産業的

なインフォメーション、例えば農業の町でありながら今まで１００年の歴史もインフォメーショ

ンするということも前回の中では歴史的なものもってあったんですけども、そういうところまで

は踏み込まないんであくまでもインフォメーションという観光案内に重点を置いたそのインフォ

メーション機能なのか、そこらへんがちょっと、余りにも雑駁というか。その中のインフォメー

ションがぽんと出ているだけで、子どもの遊び場的な発想はこのテラスで十分感じられるのと、

ザイルクライミング、これらも恐らくそういう部分かなと思うんですけども。インフォメーショ

ンというところがなんか余りにもどうなんだというのは、僕としては感じられるんですけど、そ

の点説明願います。 

 

〇畠山委員長 

はい、課長。 

 

○総務課長 

 観光中心に例えば今移住定住の相談なんかもですね。分散している状況にあります。そういっ

た移住定住なりのインフォメーション等々考えております。前中委員のおっしゃったその農業に

関する歴史等々のですね、それのインフォメーションというのは考えておりませんが、ただ清里

町の自然、文化、産業なりを展示といいますか、パネル等で展示するというようなことも考えら
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れます。そういった部分でいけば、基本的には訪れた人に対する観光のインフォメーション、さ

らには移住定住なりでも問い合わせに対する対応、そういったことを考えております。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 観光的なインフォメーションと、その移住定住と今説明があったんですけども、もう少し何て

言うかな、ハードはいいんですけども、そこら辺のレイアウト的なものはどうなんだというのは

ちょっと今疑問にある部分なんです。要するに展示コーナーという大きなくくりがありながらそ

れがただぽんぽんと、どうなるか僕はわからないけども、そこで実際に体験って言ったらおかし

いのかな、そういう部分がちょっと弱いのかなと。せっかく焼酎工場も絡めた中で、もし考える

んであれば、そこら辺の一工夫もあるようなレイアウト、焼酎工場が多分南側に見えるようなレ

イアウトになってるんでね、だからそれに向かって一体に考えておられるのかなという。こうい

うレイアウトから見ると、だからもう少しそこら辺の焼酎のインフォメーション機能を持たした

らどうなるのかなと。そこは蔵元なんでね、そういうふうに考えれば、ちょっとそこら辺がなん

かよくわからないんで、もう１つ南側の面と東側の面のこの壁構造は、平面だからわからないん

ですけども、これは窓なのか、すべてオープンのガラス張りにするのか、ちょっとわからないん

ですけど。あくまでも東側だけをガラス前面に持っていくんですか。これ平面、立体が出ればわ

かるんですけど。この辺その２つどんな形なのか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 １点目の焼酎の関係でございますが、焼酎の販売コーナーなり、試飲なりというようなことも

考えておりますので、その辺の焼酎に関するインフォメーションというのは、今ここである程度

できるのかなというふうに考えております。 

また２点目の南側と東側の面の関係でありますが、斜里岳を望みながらゆったりとお茶を飲め

るというようなコンセプトでありますので、両面が南、東が壁ということは考えておりません。

斜里岳が見れるようなそんなスタイルをとってまいりたいと思っています。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。はい、勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 ちょっと２点ほど聞きたいと思います。六次化の方々の集まってもらった協議を踏まえてって

いうことなんですけど、その協議の中において１、２、３ぐらいのものが提示されてそれを受け

て４案というような形になっていったというような感じで捉えたわけですけども、その時に１、

２、３の中に手前のこのテラスの部分ですかこれは残すような形の最初イメージの仕方をしてな
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かったわけですけど、これは会議の中で残した方がいいというような見解だったのかという部分。

それと厨房の横にこの工房っていうのを１、２、３案では設けていたわけですけども、４案でな

くなったということで、今課長が言った調理人を介したレストランみたいなことは考えていない

ということで必要性がないという判断の中のことだったのか。今後ともずっとそういう形で、そ

ういう手を介したものを出していかないっていう考えだけなのか、そこらへんちょっとお聞かせ

願いたい。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 １点目のテラスの関係でありますが、オープンテラスでお茶を飲んだりあるいはイベント等と

いうようなこともアイデアとして出てまいりましたので、このテラスを活用できるのではないか

というような考え方を持っております。 

工房の関係でありますが、これから施設の実施設計に入っていく中で、誰が何をするかわから

ないものについて想定していくのはどうなのかという部分で、先程本松が申したように今後実施

設計なり何なりありますけども、今後施設のオープン後も何らかのそういった希望なり新たなア

イデアなりが入った場合にですね、臨機応変に対応できるような体制はとっておきたいと、いう

ふうには思っております。今の段階である一定の想定ができないものについてどうなのかなとい

うことで、工房は外さしていただきました。ただ今後ですね、今後の議論の中で出てくれば、ま

だ何らかの施設なりなんなりができるような、そういう心構え体制をとっておきたいと思ってお

ります。 

 

○勝又副委員長 

 もう１点。はい。テラスと向こう南と北を両方残すわけですけど、現状でかなり高い位置的に

は高い建物で残すってなるとそれなりに安全性を考えて、フェンスを回したりなんなりというこ

とは当然考えなくちゃいけないですよね。そのことを含めてそこらのことがきちんと論議された

のかどうか。僕的に言えば出来れば、そういうような部分が、今後その安全とかそういう部分で

また残すことによって、金がかかるというようなことがあれば、いい加減に更地にした方がいい

んじゃないかなんて思うんですけど。そこら辺については、話されたのかどうなのか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今の委員の御指摘の安全、残した時の安全性の関係につきましては、議論の中には出てこなか

ったということで、非常に参考になる御意見だったと考えております。その辺の安全対策も、今

後十分に配慮した中で残していく方向で、考えていきたいというふうに考えております。 
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○前中委員 

 このザイクライミングっていうのは高さ的にはどのくらい。 

 

○総務課長 

 これは、非常に失礼な話なんですが、例えばの話でご案内ということでおります。 

 

○前中委員 

それでは、参考までに、この第４案でいきますと、どのくらいかかるかなんては、まだ構想の

段階で、出てないというふうに捉えていいのかな。 

 

○総務課長 

 もうですね、これを中心に実施設計に入っていきたいと思いますが、１２月中旬、これから実

施設計に入っていく中で、概算の金額が出てくるというふうになるべくそういったところ残せる

ものを残して、なるべく安価なということで考えておりますんで、具体的な数字については、今

述べられないと言うところであります。 

 

○畠山委員長 

 他、いいですか。はい、議長。 

 

○村尾議長 

 第４の工事基本設計がわからないということなんですけども、たぶんこれ、指定管理者観光協

会が受ける形になると思うんですけども、カフェの問題とか色々あるんでしょうけども、トイレ

だって下水道が繋がっているんだろうし、これ、指定管理者ならばこれ大体その設計費と合わせ

て管理費ですか、どのぐらいを見込んでいるのか、１年間。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 指定管理でいくのか。業務委託でいくのか、まだそれ具体的には説明できないというところで

あります。ただ今議長が申したとおり、この管理を誰が行っていくのかという部分でいけば、Ｎ

ＰＯ法人の観光協会を想定した中で、これからも話を進めてまいりたいというふうに思っており

ます。具体的に話が出ましたら、また所管委員会にも報告申し上げますので、よろしくお願いし

たいと思います。その中で委託料なり、管理費なりの想定について、まだまだお話できる状況に

ないということ、ご理解願いたいと思います。以上です。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。はい。 
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○村尾議長 

 お金は何ぼかかってもいいっていうやり方でやるのか、やっぱりある程度財源が限られている

中で支出できる範囲っていうのがあるだろうし、例えばイニシャルコストにしても、大変な問題

になってくると思うんだよね。やはり建物をつくるときに、お金が多めにかかったとしてもこれ

は一時で済むわけで、やはりランニングコストがどうかかってくるかこのへん、やっぱりしっか

りとした予算設計の中で行政側としては、これ以上は無理なんだというものを出してきた中で相

対的なことを考えないと、六次化の皆さん方の要望を聞いて、観光協会の要望を聞くのも結構な

ことなんだけども、やはり全体として出せるお金というのは、町長を含めてやっぱり話を詰めて

からじゃないと。あれもやります、これもやります、何でも言ってください。なんて言って最後

出来ない何て言ったらこれ、大変失礼な話になってくるんで、その辺の予算の関係を設計も大事

なことだと思うんですけども、総務課として、町として出せる金額というのはやっぱりある程度

明示してもらわないと。議会の方だってやっていいとか、ただ毎年この指定管理者に３千万もか

かるよっていうのは冗談じゃないぞこれは駄目だぞって話できてから、毎年指定管理者で２千万

かかるって言ったらおまえら２千万かけてあんなもんやってどうしたんだって、議員は言われる

わけですよ。そういうやっぱり、鶏が先か卵が先かわかりませんけれども、その辺のやはり、概

算ぐらいは出してもらわなければやっぱり話がね、前に進まないような気がするんですけど、だ

から、勝又副委員長から言われたように壊したほうがいいんでないかという話も出てくるわけだ

しさ。後で危険性があったからって言われた時に、膨大にかかったらそれなら壊した方が良いん

でないかとか後でいろんな問題が出ないようにやっぱりトータルの金額も含めてその範囲でやっ

ていくということをしないと。その辺、どうなんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 当然、ご指摘のとおりですね、かかる経費、それから今後かかっていく経費、これをですね、

どこかの時点で出してで、ご判断を願うというようなことは必要というふうに考えております。

ある程度この第４案で発していきたいということでありますんで、これに基づいた相対のイニシ

ャルコスト、さらにはランニングコストを確定的な数字ということではないというふうに考えて

おりますが、ご提示申し上げてご判断願いたいというふうに考えています。以上です。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。 

 

○前中委員 

 そのテラス、かなり面積としては全体の中で多いんですけども、南も東も北側ですか。２つあ

るんですけども。これ単純に、軒数で言えば１０２、３軒の幅があって、かなりの面積があるん

ですけど、ここら辺のコンセプトがもう少し熟慮っていうかな、プラン中で可能性があるんであ

れば、勝又委員のおっしゃったように安全対策ことも考えるんであればプランターなり、その町

長が掲げる庭園の部分で、ガーデニングのようなものを囲いの中で、もし可能であれば、そうい
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う発想だとかもあわせて考慮するっていう１つの方法もあると思うんでね、この広いスペースの

中で庭園的な機能もあわせて検討して欲しいというか、せっかくなんで、もし有効に使うんであ

れば北側これ、レンタルのサイクリングを置くような形にはなっているんですけども、ここもや

っぱり同じように考えながら夏場はいいですけど、冬場のこともやはり考えなきゃならないんで、

そういう冬場の人らも訪れるであろうとすれば、除雪か何かあるんであれば、そういう分の工夫

の方法もちょっとあわせて提示するなりしていただきたいなと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 テラスの活用、あるいはまたテラスの機能、ソフト的なことも含めて考えていかなければなら

ないというふうに思っておりますので前中委員の御意見も、参考にしながら進めていきたいとい

うふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。レストハウスの関係なければ終らさせていただきます。次、⑦番。お願いいたし

ます。はい、課長。 

 

○総務課長 

 所管委員会には、地域おこし協力隊の関係の説明を申し上げてまいりましたが、より具体的な

ところで募集要項なり、設置要項なり、募集要項を定めていきたいというふうに思っております

ので、担当より説明申し上げたいと思います。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 これらにつきましても前回の常任委員会におきまして職務の概要なり、スケジュール等なりを

説明させていただきました。それらに基づきまして、設置要項並びにこの設置要綱に基づいた募

集要項を定めて募集をしていきたいというふうに考えておりますのでこれらについて、説明をさ

せていただきたいというふうに思います。 

１９ページでしょうか。清里町地域おこし協力隊設置要項案について説明をさせていただきた

いと思います。 

第１条につきましては設置、いわゆる協力隊の目的について記載してございます。第２条の任

用につきましては、総務省の規定するところにある都市地域等の規定をしております。第３条は

任期でありまして委嘱期間につきましては１年で最大３年までの可能性がございます。４条につ

きましては、協力隊の住所を本町に移す旨の規定でございます。第５条の協力活動でございます

けども農林観光、住民支援等、地域の課題や情勢に応じて対応できるように設けてございます。

第６条の尊守事項でございますが勤務外を含めた協力事項でございます。次のページでございま

すが、第７条の協力活動に伴う町の支援でございますけども、生活に係る基本的な支援を謳って

いるものでございます。第８条につきましては経費、第９条につきましては身分を委託職員とし

て任命、任用させていただくもので細かな対応につきましては、別に定めるというふうにしてる
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ものでございます。第１０条については、報告等の関係でございます。第１１条は解任、第１２

条は守秘義務の関係でございます。第１３条で町の責務を掲げて、隊員の活動が円滑に進むよう、

コーディネート、支援を図るものでございます。 

続きまして、それらに基づきまして清里町地域おこし協力隊募集要項を定めさせていただきま

した。２１ページをご覧下さい。前文で清里町の概要、または今回の募集の趣旨を謳ってござい

ます。募集人員につきましては、２名とさせて頂きたく状況により増減があるかもしれません。

業務内容につきましては以前、概要でもご説明させていただいておりますように、今回の募集に

つきましては地場産のＰＲや移住定住、自然体験の推進イベント支援等主に主に観光振興に携わ

っていただく業務を予定してございます。次のページ３番の募集対象でございますけども、記載

のとおりでございます。４番の勤務地、５番の任命についても記載の通りでございます。６番の

任用期間につきましては先ほども申し上げましたとおり、２７年４月より１年間ということでご

ざいますけども、事務局サイドでも３年間を見据えて事業を推進していきたいというふうに考え

てございます。７番の給与でございますけども１７万円から２０万円としまして、採用に当たり、

年齢や能力に対するノウハウもしくは職務のポジション等勘案しながら額を確定していきたいと

いうふうに考えてございます。８番目の待遇、福利厚生についてでございますけども先ほど要項

にも載ってございましたけども住宅、車両等の確保の支援を図る他、必要な研修も行っていきた

いというふうに考えてございます。９番につきましては、休暇、休息休日、休暇１０番につきま

しては応募の手続を定めているところでございます。１１番の選考の関係でございますけども１

２月に入りますと直ちに一次募集、一次選考してまいります。その後ウェーブテスト、いわゆる

能力や性格判断テストをさせていただいて、最終的に面接を呼ぶ方々をピックアップしながら面

接を行っていきたいというふうに考えております。なお面接につきましては、札幌市と東京で行

う予定でございます。１２番はその他誓約書並びに健康診断等そのほか事務手続の関係について

記載してございます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ⑦番地域おこし協力隊募集にかかる設置要綱並びに及び募集要項についてということで説明い

ただきました。この関係について質疑を受けたいというふうに思いますが。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 お伺いしたいんですがこの協力隊の募集要項の中に、給与等については出ているんですが、都

市条件等はあるんですが、４０歳までと。この辺は厳しくというか厳正に処理していくのか。 

 

〇畠山委員長 

はい、課長。 

 

○総務課長 

 概ね４０歳までというふうに考えておりますが募集の応募の段階で、その人の専門的な能力だ

とか、後は面接の段階のその人の専門的知識、能力等々も勘案してというふうに思っております

ので、４０歳を概ねというふうに、我々は考えてとりあえず応募の状況、あるいはまたその人の

プロフィールなり何なりを見てみないというふうに考えております。 
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○畠山委員長 

 いいですか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 同時に、独身既婚も問わず 

 

○総務課長 

 当然既婚で、子どもいっぱいいる人がいればいいのかなというようなこともあります。本人の

プロフィール、能力を見て。 

 

○畠山委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 そういう表現するんなら、給与体系についても考えておかないとまずい問題もあるし、そうい

ういろんなことが想定される部分っていうのがあると思うんですが、実際に基本的には３年間で

終止符を打つ予定なのか、３年は国の助成を受けながら、将来にわたって本当に清里に定住して

もらえるような環境づくりをしていくのか。この辺が最初からの姿勢の問題で、いろんな部分が

出てくるんだと思うので、ちょっと言ったわけですが。 

 

〇畠山委員長 

はい、課長。 

 

○総務課長 

 当然給与体系等も確定しておかないと、これ子どもがいるから２５万、３０万になりますよと

いうことであればですね中々想定しにくいところでありますが、とりあえずこの給与の中でやっ

ていただくということで考えています 

 

○池下委員 

 今給与体系の話出たんで、ちょっと一言、聞きたいんですけども、前回の常任委員会のところ

で１人４００万が地方交付から出るっていうふうに、これ書いてあるんだけど、これは給与体系

の方には、全然こっちの方のお金は回らないということですか。 

 

○総務課長 

 ４００万の内訳は活動経費に２００万、あるいはまた報酬に２００万という体系になっている

というふうにおりますんで、措置される４００万全てを報酬にということにはならないというこ

とで、ご理解願いたい。 

 

○畠山委員長 

 はい、池下委員。 
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○池下委員 

 これ結婚しているか、していないかによって、また違う条件になってくるんだけども、例えば

８番の待遇、福利厚生なんて見ると、社会保険とか、雇用保険を、個人負担分を支払うというこ

とになっているんだけども、給与からこういうの引いてしまうとせっかく清里へ来て元気づけよ

うと思っている人が、言っちゃ悪いですけど、給与からこれだけ引かれてじゃあどれだけ実際残

るのかっていったらあんまり力入らんと思うな、来る人も。それは考え方次第ですけどね。 

 

○総務課長 

 非常にありがたい御支援のお言葉を賜ったところでありますので、この辺の表現の仕方は、若

干変えていけばいいのかなというふうに考えております。あくまでも案でございますので、皆さ

んの御意見を参考にしながら確定的な実施要項にしていきたいというふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

 いいのかな。はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 給与の話が出たんですけども、僕も給与もそういう部分を考えてちょっと余りにも薄すぎるっ

ていうかな、それもあるのと、もう１点。募集対象の中で町内で研修受講をし、なおかつ起業し、

定住する意欲のある者と謳っているんですけども、この要項７番目に位置しているんですが、こ

れもう少し上にあげながら、なおかつ町内の研修っていうのはなんぞやということころが余りに

も大きなくくりになっているのかなと。今後の課題にはなると思うんだけども、その辺もう少し

募集内容にこう着眼点ていうかな、募集要項の着眼狙いを持った募集の仕方というのも考えても

いいのかなと思ってもいるんですけども、そういうこともやはり今後の中では検討することで捉

えていいのかな。今この形にはなっているんだけど。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 当然本人の適性等もあると思いますんで、この形で募集して採用した中で、具体的な職務の確

定もしていけるのかなと思っております。さらには前段お話ありました研修等の関係であります。

研修の表現の仕方も、町内にはさまざまな観光的なもの、あるいはまた地域活動なりやっており

ますので、その辺の部分に体験するといったことも、研修に入るのかなと考えております。そん

なことでご理解願いたいと思います。 

 

○前中委員 

 体験するっていう部分も説明あったですけども、新しい採用したあかつきに、この土地で産業

や農業という部分で、仮にその隊員の方がちょっとした農地を提供していただけませんかねって

いう話になった時に、町としてどういう対応をするのか。ついひと月前に新農業フェアで、かな

り行政サイドが全面出た中で、小さな農地を与え、ビニールハウスで新規就農というのもあるん
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ですけども、行政がそういう対策をとっているところもあるので、この六次化を前面にやりなが

ら、じゃあどこでその農産物を確保するんだ、もう全くの素人が全くの農家相手に飛び込んでく

るわけですから、そういう部分のフォローもやっぱり関係各位あるいはそういう土地っていうか

物的なフォローも同じように考えていくっていうのは、真剣に議論の中で検討していただきたい

なというのは、僕は思っているところです。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 当然この地域おこし協力隊の本旨と言いますか、目的については、都市近辺に在住する若者を

中心とした方々が地方に来て、最終的には起業し、定住しというふうなことが本来的な目的にな

っておりますんで、その辺のサポートは行政として行って参りたいというふうに思っております。

その中で新規就農がどうなのかという部分ありますけども、それ以外にも定住、あるいはまた起

業しようという方にはですね、十分なサポートをしていくというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。この関係についても町長との懇談会の中の議題として取りあがってますんで、あ

くまでこれ案でありますので。最終的には町長がどう考えているかっていう部分が一番気になる

部分でもありますし、まだまだ変わる要素があるんで、そこらへん懇談会の中でもう少し、中身

の考え方っていうのを聞いていただければいいのかなというふうに思ってますが。 

 

○総務課長 

 申し添えますが、実施要綱なり募集要項につきましてはこれ当然町の考え方ということであり

ますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○村尾議長 

 町の考え方はわかるんですけれども、２１ページの２、４、６、８、９行目になるのかな。こ

れで見ると、新しくできる交流施設はレストハウスのこと言っているんだと思うけど、観光案内

だけでなく、清里町全体を案内できる施設を目指しています。括弧は省略して、清里焼酎のＰＲ、

清里町の特産品のみを扱うアンテナショップとする予定です。その施設でぜひ中心メンバーとし

て活躍をしていただきたい。これ特定しているわけですか。２名というのは。ここで。 

 

○畠山委員長 

 委員長。はい、課長。 

 

○総務課長 

 この２名が業務に全て対応するんだというのではなく、２名の中でその他の観光振興に係る分

の業務に当たっていただこうと思いますし、こういった業務も行っていただくかと思いますとい

うことでの表現であるということを、ご理解願いたいと思います。 
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○村尾議長 

 これにしか該当しないように見えるでしょ。いろんなところ使いたいというのはわかるんだけ

ど。あと１点、町長に言わなきゃならないんだけど、求人が非常に厳しい状況の中で、この給与

体系で来る人がいるのかいないのか。これよその町の募集要項は調べてるの。こんな金額なの、

大体。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 この範疇でやっているところが概ねのところです。ただ町単で上乗せしているとこありますけ

ど概ね、この範疇ということで。 

 

○勝又副委員長 

 あの４００万の中の２００万円の居住支援とかっていう部分だから、その使い道というのは、

意外に流用性があるわけでしょう。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 先程課長が申し上げました、まず賃金の関係については、当然先程の２００万っていう話が出

ましたんで、単純に２００万を１２で割ると１６万５千円とか１６万８千円とそういう形になっ

て、昔はその１６万５千円、１６万８千円という市町村がほとんどでした。もしくはもうちょっ

とその社会保険の上乗せ分を町がしなければならないということで、１４万とか１５万という町

も多かったですけども、今課長申し上げましたとおり少し上がってきているというのが現状であ

りまして、清里町についても、他の町村から比べると全然低いわけじゃなくてどちらかというと、

中より上というかそういう形になっている、それはいろんなホームページ見ていただいてもわか

ると思うんですけども、そういう形になっております。 

その今２００万活動資金、副委員長からおっしゃられた部分につきましては、当然車ですとか

住宅、さらには先ほど申し上げました研修費、その研修費についても、町内研修はもちろんです

し協力隊同士の、研修というものございますんで、そういった部分にも変な話、せっかくの予算

ですので、そういうのも充当しながら、柔軟に使える活動費であれば、こちらも柔軟に使ってい

きたい、臨機応変に使っていきたいというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいと

思います。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。 

 

○総務課長 

 さらに、追加でございますが、この事業については、総務省の予算がどんと増えておりますの

で、これが今年度で終わるとか来年度で終わるということでございますんで、町としても今後必

要なことについてはですね、どんどん違うカテゴリーでの協力隊を配置するというようなことも
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考えておりますので、ご理解願いたいというふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

 総務課総括でもいいですから、何かございませんか。無いようなので終わらさせていただきま

す。 

 

○総務課長 

 １件、よろしいでしょうか。実は衆議院議員選挙の件でございます。衆議院の解散がほぼ確定

ということでございまして、衆議院議員選挙が来月ですか実施されるというようなことでござい

ますので、この選挙費用の補正をしなければならないというようなことで、まだ解散が決まった

わけではございませんで、この補正のタイミングになりますが、できれば事務方としては、１１

月２５日の臨時会で補正を上げたいなというふうに思っておりますが、間に合わない場合は、専

決でも処理させていただきたいなというふうに思っております。金額的に然らばいくらだという

ことになりますと、大体４７０万ほどの選挙費用がかかっていくとのことでございますのでよろ

しくご理解願いたいと思っております。 

 

○畠山委員長 

 委員の方で何もございませんね。無ければ終わらさせていただきます。どうも御苦労さまでし

た。それでは続いて生涯教育課２点ございます。１点ずつ、ひとつ説明をお願いしたいと思いま

す。委員長はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 それでは生涯教育課関係の報告についてご説明いたします。まず１点目の外国人英語指導助士

の関係でございます。先月の常任委員会でも口頭で御説明させていただきましたが、現在指導し

ておりますジョーイ先生が、今月末１１月末をもちまして退任され、その後任としまして勤務さ

れる方が決まりましたので、ご報告させていただきます。議案の２４ページをご覧ください。お

名前がアンナ・ホロビンさん。１９８９年１２月１３日生まれの２４歳。国籍がニュージーラン

ドで、出身地が大阪。聞くところによりますと、お父さんがニュージーランド人でお母さんが日

本人というふうに聞いています。居住地はクライストチャーチ出身大学、クライストチャーチポ

リテクニック工科大学ということで、過去英語講師をやっていただきましたメラニーさんとグレ

ンと同じ大学ということでございます。職歴のところ見ていただくたらわかることとおりですね、

看護師の仕事を少ししておられました。一応来町予定は２１日、今月の２１日となっております。

いずれにしてもですね、ジョーイ先生が１年ということでしたので、アンナ先生におきましては

長く勤務いただきたいというふうに、教育委員会では思っているところであります。以上で説明

を終わります。 

 

○畠山委員長 

 外国人英語指導講師についてということでよろしいですか。続いて２番。 
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〇生涯教育課長 

それでは２点目の平成２６年度全国学力学習状況調査の結果概要について説明させていただき

ます。議案の２５ページをお開きください。 

この全国学力学習調査でございますが、平成１９年度より毎年文部科学省の調査目的を踏まえ

て調査の方実施しております。この調査によりましてですね。測定できるのはあくまで学力の一

部分でありますけども、これまでの調査結果によりまして、清里町の児童生徒の学力は全道平均

との比較で、おおむね高い水準にございます。しかし家庭学習時間が短いなど幾つかの課題も見

られているところでございます。 

２番の調査の目的でございますれども、記載の通り全国的な学力や学習状況の把握、分析によ

りまして、教育政策の改善を図ること。また児童への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立

てること、さらにその取り組みを継続していくこと等でございます。 

３番の調査の概要でございますが、今年の２６年４月２２日に、全国一斉に全ての小中学校で

この調査が行われております。清里町の参加状況でございますが、町内の小学校３校、６年生４

１名、それから町内の中学校１校３年生３７名が参加しております。調査の内容でございますけ

ども、概要のところに書いてございますが、大きく分けて、教科に関する調査と質問紙調査に分

かれております。教科に関する調査（３）に書いてございますが、小学生が国語、算数。中学生

が国語と数学です。国語、算数、数学とも主として知識に関するＡ問題、それからそれを主とし

て活用に関するＢ問題。この２つから教科に関する調査はなってございます。それから質問紙調

査ということで、学習意欲ですとか学習方法、生活習慣等に関する調査、これも行っているとこ

ろでございます。 

４番、調査結果の取り扱いでございますが、昨年までと同様、学校間の過度な競争を避けるこ

と、さらに地域の特性やプライバシー等に配置する観点から町全体の公表でございますけども小

学校全体並びに中学校の結果について平均正答率の数値を除いて公表いたします。次の２６ペー

ジをご覧ください。公表の方法でございますが、町全体の状況をグラフ等により、全国全道と比

較、分析するとともに、平均正答率については全国全道との比較を数値以外の文言で表現をいた

します。それから質問紙調査の結果や課題解決に向けた学力向上の取り組みをお示しします。

（３）学校ごとの公表でございますが、小規模校において個人が特定されるおそれのあることか

ら学校ごとの結果公表はいたしません。それから、北海道版結果報告書への掲載についてでござ

いますが北海道教育委員会が作成いたします。２６年度の調査の結果報告北海道版結果報告書に

清里町の結果資料を掲載することに同意をいたしました。参考までに申しますと、現在のところ

１０月末で北海道内１７９市町村のうち８４市町村が公表に同意をしていると聞いておるところ

でございます。 

５番目、調査結果の概要です。（１）の教科に関する調査、平均正答率による全国及び全道と

清里町の比較でございます。表に示してありますが、先ほど説明したとおり、具体的な数値につ

いては非公開とするため全国全道との比較を低いから高いまで、５つに区分して表示をしていま

す。小学校につきましては、全国及び全道と比べて国語Ａがやや高く、国語Ｂ及び算数のＡとＢ

はやや低い傾向にあります。中学校でございますけども、国語それから数学ともＡ問題、知識の

関係のＡ問題がやや高く、Ｂ問題活用に関する問題はほぼ同じ状況になってございます。②の教

科領域別の傾向です。この四角で囲んでありますこの図なんですけども、これは北海道版結果報

告書に公表に使われます。レーダーチャートと言われる図表でございましてちょっとわかりづら
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いかもしれませんけども、国語Ａ・Ｂそれから算数Ａ・Ｂ、それぞれの教科の４つの領域別に全

国を１００とした場合の全道及び市町村の状況を示しております。このグレーの網の白い薄い線

が、全国平均となります。１００ですね。この線よりも外側であればその領域は、全国を上回っ

ている。内側であれば、全国を下回っているということになります。清里町が右側に書いており

ますが、太い実線で点線が全道の数値でございます。見ていただいたとおり、清里町は若干とい

うか少しいびつな形にというか、ギザギザになっていることがわかるかと思います。２７ページ

から、それぞれの項目というか簡単に説明してありますが、主なものだけ申しますと、国語Ａに

つきましてはすべての領域で全国を上回っております。国語Ｂにつきましては、書くこと読むこ

と伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項は全国を下回っています。算数のＡでいきますと、

三角のとこで言いますと、数と計算と図形は全国をやや下回っております。全国１００から若干

下のとこになっております。算数のＢについても、数と計算、図形、数量の関係は全国を下回り

ました。続いて２７ページの中間に、中学３年生のレーダーチャートという図表があるかと思い

ます。これについても、全国の、ちょっと見づらいかもしれません、さっき言った１００のグレ

ーの線と比べるとギザギザの線になっていることがわかるかと思います。国語Ａは話すこと、聞

くことと伝統的な言語文化と、国語の特質に関する事項これはこの１００の線より上なので、全

国を上回りました。国語Ｂの書くことは全国を下回っております。数学のＡについては図形、関

数、資料の活用は、全国を上回りました。数学のＢは、関数は全国をやや上回りましたが、数と

式、それから資料の活用は全国を下回っている状況となってございます。続きまして、２８ペー

ジをごらんください。先程言った生活の関係とか、それぞれの質問紙調査というか、それの関係

の質問した調査によります主な項目を小学６年生と中学３年生でここに記載をしてございます。

この分析したですね文書の前に、◎がついてるのは全国を上回っている、好ましいもの。○が全

国とほぼ同じ。△が下回っている、課題となっているというふうに思っていただければというふ

うに思います。小学６年生でいきますと、朝食を毎日食べる、毎日同じぐらいの時刻に寝る、毎

日同じぐらいの時刻に起きるは、起きる割合は、全国とほぼ同じでございます。②のメディアの

使用の関係でございますが１日３時間以上テレビやＤＶＤを見たり聞いたりする割合は、全国を

下回っています。それから携帯電話等を所持してない割合は、全国を上回っているということで

全国に比べて、携帯電話は余り清里の子は持ってないということがわかります。家庭学習の関係

でございますが、家で学校の宿題を必ずしている割合は、全国を上回っています。しかし授業時

間以外に１日１時間以上勉強する割合は全国を下回っていますし、授業の予習や復習に取り込む

割合も全国を下回っております。読書週間でいきますと、図書館を月１回利用する割合は全国を

上回っていますが、学校の授業時間以外に３０分以上読書とする割合は、全国を下回っていると

ころです。それから、学校生活⑦でいきますと、△の学校の生活の悩みを誰にも相談しない割合、

これが全国を上回っているところでございます。 

８番、地域と社会との関わりを見ますと、地域の行事に参加している、新聞を読んでいる割合

は、全国を上回っております。それから⑨の国語の勉強でいきますと、国語の勉強は大切だとい

うふうに思う割合は、全国を上回っております。そのかわり、国語の勉強は好きだと思う割合は、

全国を下回っている状況でございます。 

１０番の算数の勉強でございますけども、算数の勉強は好きだ、算数の勉強は大切だそれから

産業、算数の授業の内容はよくわかると思う割合は全国を上回っているところです。２９ページ

の中間から下、今度中学３年生になりますけども中学３年生で主なものといいますと、メディア
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の活用でいきますと、携帯電話やスマートフォンを所持してない割合は、これも全国を上回って

おります。その代わり、１日４時間以上間テレビゲームをする携帯電話やスマートフォンでメー

ルインターネットをする割合は、全国を上回っております。それから③の家庭学習でございます

が家で学校の宿題をしている割合は全国を下回っておりますし、家で勉強する時間、予習復習に

取り込む割合についても、授業時間以外に全く勉強しない割合、これについても若干全国と比べ

て好ましくない状況となってございます。３０ページをお開きください。読書週間でございます

けども、学校の授業時間以外に、３０分以上読書をする割合等につきましては、全国を上回って

ございます。その代わり授業時間以外に全く読書をしない割合が、全国を上回っているところで

あります。⑤の自尊感情自己肯定感にも△将来の夢や目標を持っている割合、これについても全

国を下回っている状況でございます。⑧地域と社会との関わりでございますが、これは小学生と

同じく、地域の行事に参加している地域や社会の問題や人口に関心がある割合は全国を上回って

おります。今度教科、国語の勉強でございますが、国語の勉強は好きだ、勉強は大切だ国語の授

業の内容はよくわかると思う割合は、全国を上回っています。数学については、数学の勉強は好

きだ、数学の授業内容はよくわかるという思う割合は、全国を下回っている状況でございます。

以上が、教科、それから質問紙によります全国学力学習状況調査の結果の概要ということでござ

います。３１ぺージをご覧ください。この６番にですね。清里町の学力向上に関する現在まで取

り組んでおります、具体的取り組みを記載をしてございます。町費負担によります、少人数学級

の実施とかですね。個に応じた指導の充実ということで定数の加配教員や特別支援教育支援員を

活用したチームティーチングそれから（３）として、学習サポート教室ということで長期休み中

の期間を利用して、基礎学力の向上を図るための取り組み家庭学習の手引きの作成を行って全小

中学校の保護者の方に配布をしているところでございます。それから（５）番としてそれぞれの

学校独自の取り組みとしまして記載のとおりの取り組みを行っているところでございます。 

７番、終わりにも記載してございますが、この全国調査の結果から明らかになりました。清里

町の教育の課題を解決して、すべての子どもたちに必要な学力だけでなくて、本当に心身とも心

の健康、体の健康とも当然必要なわけでございますけども、学校、家庭、地域、教育委員会が課

題や意識を共有しまして、その体制を一層強固なものにしていく必要があるというふうに考えて

いるところでございます。なおこの調査の結果につきましては、広報の１２月号、それから町の

ホームページ等にですね。掲載して町民の皆様にもお知らせをしていきたいということを考えて

いるところでございます。以上、平成２６年度全国学力学習状況調査の結果の概要について説明

させていただきました。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 はい。全国学力学習状況調査の結果概要についてということで説明をいただきました。これに

関して何かございますか。なければ生涯教育全般でいいんですけれども、何かございませんか。

なければ。はい。 

 

○加藤委員 

 ちょっと１点。この学力の公表に当たって、８４校ですが、管内的にはどのぐらいの数字なん

でしょう。公表に同意したの。 
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○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 市も入れまして９市町ですね。９市町が今のところ同意というふうになってございます。いい

ですか。はい。他。 

 

○畠山委員長 

 はい。それでは生涯教育課、終らさせていただきます。ご苦労様でした。ありがとうございま

した。続いて、町からの協議報告ということで、消防清里分署１点ございます。一つ説明をお願

いします。はい、署長。 

 

○消防分署長 

 最初に、議題関係の補正予算の関係説明させていただきまして、その後に無線関係工事の関係、

簡単に説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは清里分署からの提出議題であります、平成２６年度一般会計補正予算消防費分につい

てご説明いたします。３２ページ最後のページをご覧下さい。 

資料の上段、清里町一般会計補正予算で説明いたします。今回の補正は、斜里地区消防組合清

里分署負担金の増額となっております。増額の理由につきましては、人事院勧告に基づく給与条

例の改正による給与改定及び勤勉手当の率の改定、また平成２６年４月の人事異動。これは消防

本部派遣職員の変更と主任から係長に昇格１名おりますので、そちらにかかります給料及び手当

の変更分として全体で３４１万２千円を増額補正するものでございます。清里分署負担金の人事

異動に関する人権費補正につきまして本来は、本部費の負担金と合わせて１２月の定例会で、補

正の予定をしておりましたが、今回人事院勧告に基づく条例改正に合わせて、人件費の補正が必

要となったため本部費負担金の補正に先行して、今回の臨時会に提案するものでございます。 

本部費負担金につきまして、１２月定例会において、減額の補正を予定しているところでござ

います。補正の内訳につきましては、資料の下段斜里地区消防組合一般会計補正予算、歳出で説

明いたします。最初に２節給料につきましては１０２万円の増額となります。内訳は人事異動に

よる増が７６万９千円。給与改定による増が２５万１千円となるところでございます。３節職員

手当は１７４万６千円の増額となり、うち扶養手当の２５万４千円。寒冷地手当の１１万５千円

住居手当の２４万円のすべてが人事異動による増額、それから期末勤勉手当の１０１万２千円の

内、人事異動による増が３２万４千円、勤勉手当の率改定による増が８５万５千円であり、その

他の理由といたしまして、減額がマイナス１６万７千円となります。こちらマイナスの理由につ

きましては、病気休暇等による手当の減額の分でございます。次に児童手当につきましては１２

月に誕生予定の子供がおりますので、そちらを見込んだ増額となっております。４節共済費は給

料期末手当の支給額増に伴いまして、共済組合の負担金が増となりますんで、６４万６千円の増

額となっております。以上、給料職員手当共済費の補正額合計は３４１万２千円となります。ま

た消防組合の予算の補正につきましては、１２月２５日頃に開催予定の消防議会に提案の予定と

なっております。期末勤勉手当の支給時には消防議会が開催されていないため期末勤勉手当だけ

を見ますと予算が不足いたしますが、３節の職員手当等の中で調整して支給いたします。消防組
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合といたしましては、３町とも同じ扱いですので、御理解いただきたいと思います。以上簡単で

ございますが平成２６年度一般会計補正予算消防分についての説明を終わらせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今消防本部の予算補正予算ですけれども、何かありますか。いいですか。それじゃあ引き

続きお願いします。 

 

○消防分署長 

 次に先ほど申し上げましたとおり、議案にはございませんが消防デジタル無線の工事の状況に

ついて簡単にお知らせいたします。現在庁舎内の配線工事それからアンテナの設置避雷トランス

非常用発電機の基礎工事等が完了しております。また、今週末には、直流電源装置といったよう

な大物の機械が３階の電算室の方に運ばれてまいります。無線機本体と、発電機本体、こちらの

方については１２月上旬の設置予定となっておりまして、年明けに無線の仮免許こちらの方が交

付された後に通信試験、調整それから車両への無線機の設置携帯無線機の納品等ということにな

っております。現在の進捗率は金額ベースで見ますと３０％程度となっておりますが、高額な無

線機器がまだ納入されてないということで、このような状況で率が低くなっております。１２月

末には８０％程度になろうかというふうに考えているとこでございます。また今後は、平成２７

年度事業といたしまして簡易指令台の導入をすることになっておりますので、新年度予算の方で

計上してまいりたいと考えております。それからあわせまして、２７年度からは通信費、それか

ら２８年度からは無線機器、簡易指令台ともに保守経費が発生してまいりますのでそちらの分に

ついての予算措置も御理解いただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。以上です。 

 

○畠山委員長 

 はい。消防清里分署総体で質疑を受けたいと思いますけども何かありますか。いいですか。な

ければ終らさせていただきます。どうもご苦労様でした。ありがとうございました。 

 

○畠山委員長 

 ２．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、１２月８日月曜日でございます。 

 

○畠山委員長 

 ３．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。 
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  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、１１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３５分） 

 


