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第６回総務文教常任委員会会議録 

平成２６年６月１１日（水） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前 ９時４２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２号）の概要について 

  ②平成２６年度総合防災訓練の実施について 

  ③タスマン地区市長、リチャード・ケンプトン夫妻の来町について 

  ④北海道市町村総合事務組合規約の一部変更について 

  ⑤北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更について 

 ●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第３７回斜里岳ロードレース大会について 

 ●消防清里分署 

  ①平成２６年度一般会計補正予算（消防費分）について 

２．意見書の検討について 

  ①２０１５年度地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

  ②憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書（案） 

  ③道教委「新たな高校教育に関する指針」見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくり

の実現を求める意見書（案） 

  ④義務教育費国庫負担制度堅持・負担率½への復元、「３０人以下学級」の実現を目指す教

職員定数確保改善、就学保障充実など２０１５年度国家予算編成における教育予算確保・拡

充に向けた意見書（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    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○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       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    ■企画財政Ｇ主査    泉井 健志 

 ■企画財政Ｇ主任    半澤  忍     

■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■社会教育Ｇ主幹    伊藤 浩幸 

 ■学校教育Ｇ総括主査  三浦  厚    ■社会教育Ｇ主査    小林 正明 

 

 

○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６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 

 おはようございます。早速ですが、議題に入ってまいりたいというふうに思います。１番、町

からの協議報告事項と言う事で総務課５件出てきてございます。１点ずつ、説明をお願いしたい

と思います。はい。課長。 

 

○総務課長 

 総務課からの協議報告１件目の平成２６年度の一般会計補正予算第２号の概要について、説明

を申し上げたいと思います。１ページをお開きください。 

今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ１億２千９８万７千円を追加し、予算の総額を

４８億６千４６０万３千円とするのであります。 

歳入につきましては、分担金及び負担金において保育拡大を行う保育料増額分８８万２千円。

また国庫支出金として、臨時福祉及び子育て世代給付金にかかわる国庫支出金が１千７７１万７

千円となっております。道支出金におきましては、粗大ごみ切断機導入にかかわる道の交付金い

わゆる地域づくり総合交付金が１千４００万円となっております。繰越金につきましては、前年

度繰越金ということで１億３千７９５万８千円であり、当初予算５千万を見ておりますので、今

回の補正は８千７９５万となっております。諸収入２８万円は、農業委員会農地中間管理事業に

関する事務委託料にかかわる歳入となっております。 

主な歳出につきましては、この後所管課より説明がございますので、概略のみ説明させていた

だきたいと思います。総務費につきましては、２千７９２万２千円でございまして、焼酎事業特
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別会計人件費の特別会計への移行ということで、６６２万７千円。社会保障税番号制度、いわゆ

るマイナンバー制度導入の対応といたしまして、条例規則要綱等と改正の必要がございますので、

それに係る調査検証、改正事務及び職員研修の実施し、これを委託するため３００万円の予算を

見ております。財政調整基金１５万円につきましては、２件御寄付がございますので財政調整基

金に積み立てるということでございます。公共施設整備基金につきましては、繰越金充当分の残

が２千９８１万１千ございますので、これを公共施設整備基金に積み立てるということでござい

ます。また、情報通信機器の年度途中これの補修が終了したという事で１１１万８千円を補正す

るということであります。それから、国際交流推進協議会補助ということで、タスマン地区の市

長が来町予定でございますので、推進協議会に４０万円を補助し、対応するということで考えて

おります。後ほど担当より説明申し上げます。民生費につきましては、２千４９８万８千円。こ

れにつきましては、臨時福祉給付金の関係。それから低年齢保育児童の受け入れの関係、これの

対応ということであります。衛生費４千３２０万１千円。これにつきましては、粗大ごみ切断機。

あるいは葬祭場の修繕、ごみ分別啓蒙冊子となって補正をしております。農林水産業費８７２万

１千円、これにつきましては、農業委員会の関係の委員視察の旅費、それから焼酎特会人件費の

繰出分それから農地、水保全管理対策協議会の負担金ということになっております。土木費４９

９万９千円の補正につきましては、指定管理委託料の機械修繕分これを補正し、委託料として支

出ということでございます。消防費３０万１千円につきましては、異動にかかわる被服の関係の

整備また本部負担金の補正でございます。教育費１千８５万５千円。これつきましては、清小の

暖房費、オリンピック後援会補助プールの外構設計費ということになっております。先ほども申

しましたように総務費以外につきましては、後ほど所管の課より詳細説明がございますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

以上、補正の部分の概要の説明を終わりたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 それでは、①番の平成２６年度一般会計補正予算第２号概要についてということで説明をいた

だきました。委員の方、何かございますか。無ければ次に②番、これ口頭説明ということであり

ますが。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 ②平成２６年度総合防災訓練の実施について口頭で説明をさせていただきたいと思います。本

町の防災訓練につきましては、例年、消防団の訓練と合わせて非常食の炊き出しでありますとか

防災備品の展示を行っております。本年度につきましては、総合防災訓練といたしまして全町民

がかかわれるよう内容を充実し、ただいま検討しているところでございます。 

主な内容につきましては、時間を統一した中での全町民を対象としたシェイクアウト訓練。い

わゆる地震を想定した中での家庭や職場での初期行動訓練でありますが、その他自主防災組織等

の情報伝達訓練、避難所の設営、降雨体験などの体験コーナーも設置する予定であります。会場

の関係もありますけども、例年通りで消防団の訓練も行っていただくよう、消防分署との打ち合

わせを行っているところでございます。日時でありますけども８月３１日、日曜日午前中。会場

につきましては、町民会館及び町民会館前駐車場で行います。実施内容が固まりましたら、議員

各位にも御案内はもちろん、自治会や町民の皆様にも周知をしていきたいというふうに思います。
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以上です。 

 

○畠山委員長 

 はい。②番の総合防災訓練の実施についてということで説明をいただきましたが、何かありま

すか。いいですか。また具体的には時期相応で、また来るんだろうというふうに思っていますが、

無ければ③番お願いいたします。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 ③番、タスマン地区市長リチャード・ケンプトン夫妻のご来町について、４ページをお開きい

ただきたいというふうに思います。４ページ、補正概要にて御説明をさせていただきたいと思い

ます。来町につきましては、７月３０日から８月２日。３泊４日の予定で市長と奥様のご夫妻で

来町の予定でございます。来町いただきましたら町内の公共施設の視察や景勝地を御見学いただ

く他、歓迎夕食会、さらには食事などのセレモニーも検討しております。なお、経費につきまし

てでありますけども、食事代等で１５万円、施設見学等で５万円、通訳料として５万円、その他

経費として１５万円。計４０万円を計上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 

 はい。ただ今③番タスマン地区市長夫婦の来町についてということで説明いただきましたが何

かありますか。無ければ、総括全体でとり行いたいと思います。続いて④番お願いいたします。

はい、総括。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 ５ページをご覧いただければと思います。まず、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更

する規約でございます。今回の変更理由といたしましては、新規に加入する団体及び脱退する団

体が生じまして規約別表第１及び別表第２を改正するということに相なりました。変更内容とい

たしましては、記載の通りでございます。それぞれ新規団体、脱退団体の記載させていただいて

おります。詳細新旧対照表は６ページ、７ページをご覧いただければと思います。以上でござい

ます。 

 

○畠山委員長 

 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更についてということで何かよろしいですか。それで

は続いて⑤番。はい、総括。 

 

○総務Ｇ総括主査 

 続きまして、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約でございます。

変更理由といたしましては先ほど同様、新規に加入する団体及び脱退する団体が生じまして規約

別表１を改正する必要が生じたためでございます。変更内容については記載のとおりでございま

す。同じく９ページに、新旧対照表を記載させていただいておりますのでご覧いただければと思

います。以上でございます。 
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○畠山委員長 

 はい。ただ今、組合規約の一部変更ということで説明いただきました。総務課、これで終わる

わけでありますが合わせて総体でもよろしいですから、何かございませんでしょうか。はい、澤

田委員。 

 

○澤田委員 

 タスマン市長さんが来られるんですけど議会議員の係わりは何かありますか。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 来町期間内に歓迎レセプションを考えておりますので、３０日から２日に出発されるわけです

けども、その期間内にレセプション。そこに御案内を申し上げようというふうに考えております。

期間期日については今調整中でございますので、詳細が決まりましたらまたご案内申し上げたい

と思います。 

 

○畠山委員長 

いいですか。はい。無ければこれで終わりにします。ご苦労様でした。次に生涯教育課、②番

２つございます。一つずつひとつお願いをします。はい、課長。 

 

○生涯教育課長 

 まず１点目の一般会計補正予算生涯教育課分でございます。１０ページでございます。この関

係につきましては、教育委員会の方から清里小学校のボイラーが一基使用不能となったための更

新。さらに長年活躍されてきました本町出身の岡崎朋美選手の慰労会に係る経費の補助を講演会

に対して行う事業。そして、先月５月１９日に建設事業につきまして補正いただきました、町民

プールこちらの来年度に予定してあります、外構整備事業の補正と３点についてご協議を申し上

げたいと思います。中身につきましてはそれぞれ担当よりご説明させていただきます。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 それでは生涯教育課関係の補正予算につきまして補正予算概要によりご説明いたします。私か

ら一番上の段、清里小学校暖房用真空温水器等取替え事業について、ご説明をいたします。 

９款教育費・２項小学校費・１目学校管理費の清里小学校暖房用真空温水器等取替え事業につ

いてでありますが、使用年数が２１年を経過し、故障しました真空温水器と床暖房制御盤につい

て取替工事を行うとともに油種の変更を行い、既存温水器と合わせた施設の延命化を図るもので

ございます。取替工事を行う真空温水器は、校舎用の暖房用の真空温水器で、現在２基で稼働さ

せております。既にこのうち１基につきましては、平成２２年に空気が出る等により真空状態を

保たないため、取替工事を既に実施しているところでございます。今回、残りの１基も校舎建設

から年数が経ち、経年劣化等によりまして、ここ数年故障が多くなってきておりました。４月に

入りまして、燃焼制御盤の不具合により着火できない状態となりまして、既に部品は製造されて
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おらず、製品保障のない改造品での応急処置をしてございますが、本格的に冬シーズンでの稼働

を迎えるにあたりまして、安定的な稼働が見込めない状況となりました。あわせて同時期に、床

暖房制御盤及び伝導弁にも不具合が生じ、今高温のお湯が流れる状態が続くというという状態に

なりまして、タイマー等による自動制御ができなく経費縮減の対応がとれない状況となっており

ますので、あわせて取替工事を行うものでございます。また今回２台とも新しくなることにより

まして、対象燃料を重油から灯油どちらでも対応できることになることから燃料重油から灯油に

切りかえることによりまして、重油につきましては燃焼不純物が多いことなどからボイラー本体

の劣化が激しくその軽減を図ること、また現在灯油単価につきましては重油に比べ約７円ほど安

く、燃焼効率はやや落ちるものの、全体的には経費節減を図れることなどから長期的な延命化を

考慮し、切替を行うものでございます。補正額につきましては、今回取替工事費用としまして、

６６３万６千円を補正計上するものでございます。続きまして、伊藤主幹よりご説明いたします。 

 

○畠山委員長 

 はい、主幹。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 続きまして、９款教育費・５項１目保健体育費。清里町オリンピックスケート選手講演会補助

事業でございますが、長年にわたりまして日本代表するトップアスリートとして活躍された、岡

崎朋美選手が昨年１２月のオリンピック選手選考競技会を一つの区切りとしまして、第一線を退

かれたということで、岡崎選手のこれまでのご功績及びご努力に敬意を表するための慰労会を開

催するための経費をオリンピック後援会へ補助するもので、１００万円の補正計上をするもので

あります。内訳としまして、岡崎朋美選手他招待者の旅費５０万円。岡崎選手への記念品購入費

１０万円。看板作製、会場装飾、準備経費２０万円。招待者等の会食費２０万円でございます。

なお慰労会につきましては、昨日後援会役員を開催し、８月１０日曜日、午後５時からホテル緑

清荘のレストランで開催予定であります。後援会の役員であります議員の皆さんにも、後日ご案

内をさせていただきますので、ご出席いただきますようお願いいたします。 

続きまして、３つ目、３目町民プール費・町民プール外構整備事業でありますが、平成２７年

度、町民プールの建物完成後に整備予定の外構整備に係る調査をします。３２１万９千円を経費

計上いたします。 

以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 平成２６年度の一般会計補正予算生涯教育課について説明をいただきました。何かありますか。

なければ②番をお願いいたします。はい、主幹。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 続きまして、②の斜里岳ロードレース大会についてご報告をさせていただきたいと思います。

お手元にパンフレット資料１、資料２ということで、町民用とそれ以外のパンフレットがいって

いるかというふうに思います。 

昨年、ハーフマラソンの新設を始めまして、親子の部や３キロメートルフリーの部など誰でも
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参加できる種目、その他自動計測器の導入ローカルフードを堪能できるコーナーの設置と大きく

リニューアルをした斜里岳ロード大会でございますけども、本年も少年マラソン大会を統合する

形で９月２１日に昨年度と同規模、同程度の内容で開催をいたします。なお昨年は約７００名の

方がエントリーされました。町民用のパンフレットの方で説明いたしますが、本年が第３７回目

の斜里岳ロードレース大会になります。先ほどお話した通り、開催日は９月２１日の日曜日。会

場、スタート、ゴールは、生涯学習総合センターでございます。その下に小さくて見づらいかも

しれませんが白抜きで組織構成を記載してあります。主催は、第３７回斜里岳ロードレース実行

委員会。それと清里町、清里教育委員会の３者の共催でございます。主管が体育協会と陸上競技

協会後援としまして、観光協会、商工会、ＪＡ共済、建設業協会。それから、斜里警察署を始め

まして、町内各団体、小中学校、温泉等の協力をいただきます。なお５月２６日に実行委員会を

開催し、実行委員長に成戸昌道体育協会会長、副実行委員長に坂本哲夫陸上競技会会長が選出さ

れているところでございます。表にありますとおり、競技種目はハーフマラソン５キロ、３キロ、

２キロメートル、１キロ、３キロフリーの部の５競技種目別対象に分けますと、記載のとおり１

５種目になります。これは昨年と変わってございません。なお昨年開町７０周年記念ということ

で、町民大人も含めまして全員が参加料無料でございましたが、本年の大会からは清里町民の小

学生、中学生、高校生と他の町からも通学されている清里高校生が少年マラソン大会も兼ねてい

ることで参加料が無料となります。それ以外の方につきましては、資料に町民以外の一般用のパ

ンフに記載のとおりの参加料になります。ゲストランナーとしまして、表紙の右下に写真を掲載

してございますが、昨年と同じく谷川真理さんに来ていただくことになっております。中面をお

開きください。大会内容の詳細を記載しておりますが、大会日程、受付が前日の２０日の１時か

ら６時までと当日の７時半から９時まで。スタートが１０時から１０時４０分の表にありますよ

うに、種目別に５回に分けてスタートを行います。ゴール後に清里町の特産品等のあたる抽選会

の方を予定しているところでございます。このパンフに記載の参加資格、記録計測、表彰参加賞

をサービスその他申込み規約等については、昨年と他には変わっておりませんので、説明は省略

いたしますが、参加者への記録証への即時交付参加記念品と、清里温泉入浴券の贈呈。ゴール後

に清里の水、手づくりフードを無料提供いたします。また右側に記載しておりますが、申込期間

は６月の１日から８月の１５日まで。町民用のパンフレットにつきましては、６月１５日付町広

報に織り込むこととしております。 

また会場内で、同日開催いたします、きよさとローカルフードフェスティバルや前日に街中で

開催いたします、きよさと中央商店街主催の丸ごときよさと商店街との連携によりまして、大会

参加者、応援者の大会期間中の地域内消費を高めるとともに、参加者、応援者の満足度を高める

ことで、大会を通じまして地域のファンを獲得、大会での地域への再訪問を促すような取り組み

と全町的な視点で商工観光と振興も含めた大会にしていきたいと考えているところでございま

す。以上簡単ですが説明に替えさせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 ロードレースの大会についてということで説明をいただきました。何かございますか。あわせ

て、生涯教育課全般でもよろしいですので、何かございますか。無ければこれで終わらせていた

だきます。どうも御苦労様でした。ありがとうございました。町からの協議報告ということで、

消防清里分署１点について説明お願いいたします。はい、分署長。 



 

- 8 - 

○消防分署長 

 それでは、清里分署から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。１１ページをご覧ください。資料の上段清里町一般会計補正予算で説明さ

せていただきます。 

今回の補正につきましては、斜里地区消防組合本部負担金及び同じく同組合の清里分署負担金

の増額補正となっているところでございます。まず、本部負担金につきましては、消防救急デジ

タル無線整備工事の契約に伴いまして、工事完了後に施工業者への支払いが生じてまいりますが

消防組合で申請としております補助金につきましても工事完了後の請求となっているために工事

費の支払い期日までに、補助金が入金とならない場合には、補助金分を斜里地区消防組合におい

て、一時借り入れを行いまして工事代金の支払いを行う必要があるために、借入金の利子につき

まして、本部負担金として増額補正するものでございます。利子につきましては、補助金の見込

み額これは当初予算の額でございますが、９千８００万円に対しまして、利率１％で７７日間分

として計算いたしまして、組合全体で２０万７千円。清里町分としては９万６千円を計上してい

るところでございます。斜里地区消防組合本部負担金の当初予算額につきましては、１千４４３

万２千円。それに対しまして、今回補正額９万６千円を増額いたしまして、補正後の額につきま

しては１千４５２万８千円となるところでございます。実際には設計での補助対象費の減少をし

ておりますし、また入札により契約金額が下がっていることもございまして、借入金は減少する

ものとして見込んでおります。また実際の工事につきましては、５月２０日に組合の方で入札を

執行しております。５月２８日に消防議会の議決をいただき５月２９日付で契約の締結をしてい

るところでございます。契約に当たりまして、契約金額は全体３億２千２９２万円でうち清里町

分は１億４千８１６万１千９６０円となっております。清里町分の補助金の見込み額こちらにつ

きましては、現在５％の消費税で計算しておるところでございますが、約３千９９８万円でござ

います。それに伴いまして、清里町の負担金といたしましては、１億８１８万２千円程度となる

見込みとなっております。現在は機械器具の発注等を行っている状況でございまして清里町での

工事は８月頃から現場の方に入ってくるという予定でございます。また機器の設置につきまして

は、早くても年内一杯ぐらいかかるのかなという見込みを立てているところでございます。 

また今後は、平成２７年度事業といたしまして簡易指令卓の導入を予定しており、２７年度の

当初予算で予算要求をしていく形になってまいります。また、今年度導入いたします無線機器、

来年度の指令卓ともに、保守料金ですとか通信費等のランニングコストが必要となってまいりま

すんで、今後御理解いただきたいというふうに考えております。 

次に、清里分署費の負担金についてですが、こちらにつきましては、職員被服の購入に係る経

費として、２０万５千円を増額補正するものでございます。具体的には職員の制服。それから、

夏用の制服を各１着それから活動服。私が着ているこれですが、こちらを２着。その他に雨具、

防火衣の購入のために必要な経費となっております。当初予算額では１億４千６４３万７千円に

今回２０万５千円を増額いたしまして、補正後の額は１億４千６６４万２千円となります。次に、

資料下段につきましては、負担金の増額を受けまして斜里地区消防組合一般会計の補正資料とな

っております。こちらに記載しております予算額は消防組合全体の額となっております。補正額

の合計が町予算の補正額と合わないのは消防負担、消防組合の本部費負担金が３町の合計金額と

なっておりますので、こちらの部分で合わないということになります。本部費負担金のところに

適用の欄に清里町９万６千円残とありますので、こちらが今回の補正額と合うという形になって
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おります。また消防組合におきましては、今回の利息分の予算、補正予算につきましては、前回

工事費の消防救急デジタル無線整備工事の契約締結と併せまして５月２８日の消防議会臨時会に

おいて提案可決済みになっております。また今回の清里分署費につきましては、来たる６月２６

日に開催されます消防議会臨時会において提案する予定となっております。以上簡単ではござい

ますが、２６年一般会計補正予算、消防費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 

 一般会計補正予算、消防費について説明をいただきました。何かございますか。 

 

○村尾議長 

 ちょっといいですか。先ほど総務課から平成２６年度の総合防災訓練を実施するということで、

説明があったんですが、これは秋の防災訓練、消防は消防で別にやるんですか。その辺は詰めて

ないんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

今回は、町が主体となって開催をし、消防もそれに合わせて行動するという形で話はしており

ます。ただ中身につきましては、開催場所が町民会館の周辺を中心にしてやるということで話を

聞いてますんで、消防の訓練といたしましてはどの程度まで出来るか、そちらの部分については

まだ、総務の方と詳しくは詰めてはおりません。以上です。 

 

○畠山委員長 

他、消防分署全般でもよろしいですので無いですか。無ければこれで終わらせていただきます。

ご苦労様でした。 

 それでは続いて進めてまいりたいと思います。２番意見書の検討ということで４点ございます。

よろしくお願いいたします。 

 

○議会事務局主査 

 それでは、２番の意見書の検討についてです。４件の意見書について持参提出されております

ので、内容のご説明をいたします。 

まず１番目の２０１５年度地方財政の充実強化を求める意見書案につきましては、資料は１２

ページからつけております。提出依頼者は、清里地区連合から持参提出をされてございます。内

容につきましては、１５ページをお開きください。この内容につきましては、地方交付税が地方

の固有財源ということですが子育て、医療、介護など地方自治体が担う役割が年々拡大している

中、地域財政需要を的確に見積もり、そしてそれに見合う地方交付税一般財源総額を確保する必

要があるため、２０１５年度の地方財政計画また、地方交付税総額の拡大に向けて、国に８点の

項目を文書で要請する内容となってございます。 

次に２番目、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認を行わないことを求める意見書です。
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提出者は、同じく、清里地区連合です。資料は１７ページからですが、１８ページをごらんくだ

さい。この内容は首相が安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告を受け、集団的自衛

権の行使容認に向けて憲法解釈の変更を検討する考え方を表明しており、このことは長年かけて

積み立ててきた国会議論や国民合意を覆すこととなり、また認めてしまえば、武力の行使の範囲

は無制限に広がる危険性があるため政府において、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認

を行わないことを要望するものとなっております。 

次に、３番の道教委、新たな高校教育に関する指針の見直しと地域や子どもの実態に応じた高

校づくりの実現を求める意見書案でございます。提出依頼者は同じく清里地区連合でございます。

内容につきましては、２０ページをお開きください。こちらにつきましても、広大な北海道の実

情に合わせた地域の特性に合わせた人員の配置計画等抜本的に見直しをしていってほしいという

ことの内容が書かれておりまして、４項目の意見書の内容となっております。 

次に４番目、義務教育費、国庫負担制度堅持、負担率２分の１への復元、３０人以下学級の実

現を目指す教職員定数改善就学保障充実など２０１５年度国家予算の編成における、教育予算確

保、拡充に向けた意見書案です。この意見書につきましては、２２ページから資料をつけてござ

います。提出依頼者につきましては同じく清里地区連合から提出されてございます。内容につき

ましては、２３ページをごらんください。まず最初にこの表題の関係ですが、こちら昨年度も同

様の意見書を提出されてございまして清里地区連合の方に、表題についてご協議をしております。

この表題につきましては、長くわかりづらいということもありますので、前半部分を削除し、２

０１５年度国家予算編成における教育予算確保、拡充に向けた意見書ということでこちらの方で

提案をさせていただきたいと思っております。また、意見書の内容につきましては、義務教育の

国庫負担制度の堅持と国庫負担率が現在３分の１に減額されておりますが、これをもとの２分の

１に復元する。また、多人数学級の解消に向けて３０人以下学級の早期実現、また、子供たちの

学校を地域の特性に合った教育環境を整備するなどの５点の項目について、国に要請していく内

容となっております。 

以上４件の提出が依頼されております。この４件につきまして、内容の協議とまたそれぞれ６

月定例会に委員長名で意見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。以上

です。 

 

○畠山委員長 

 はい。ただ今意見案の検討ということであります。この４件の取り扱いは、委員会で取り扱う

ということでよろしいでしょうか。はい。それではこの意見書について委員会とし、取り扱うと

いうことでよろしいでしょう。 

 

○畠山委員長 

次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会の開催につきましては、７月の２４日、木曜日を予定しております。 

 

○畠山委員長 
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 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６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 ９時４２分） 

 


