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第１０回総務文教常任委員会会議録 

平成２７年１１月１８日（水） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前 １０時２６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２７年人事院勧告の概要について 

  ②高齢者等の地域見守り活動に関する協定について 

 

 ●生涯教育課 

  ①清里高等学校総合支援対策事業について 

  ②平成２７年度学校情報端末機整備事業について 

  ③平成２７年度全国学力・学習状況調査の結果について 

 

２．道内所管事務調査について 

 

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 

     

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       澤本 正弘    ■総務課参与      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    ■社会教育主幹     原田 賢一     

■学校教育Ｇ総括主査  三浦  厚    ■学校教育Ｇ主査    新輪 誠一 
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○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 

 

○勝又委員長 

 第１０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。町からの協議報告事項について、総務課２点ございます。よろしくお願いします。

総務課長。 

 

○総務課長 

 総務課の協議報告事項につきまして、２点について御報告をいたしたいと思います。①につき

ましては８月６日、人事院から公務員の給与改定に関する勧告が行われたところでございます。

当町における給与改定につきましては、実施して国公準拠にて実施おりますので概要を担当より

ご説明申し上げたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 担当よろしくお願いします。 

 

○総務Ｇ主査 

 それでは私の方から平成２７年度の人事院勧告につきまして御説明申し上げます。１ページの

方ご覧ください。８月６日、人事院が平成２７年度の勧告を行っております。勧告のポイントに

つきましてご説明いたします。まず月例給とボーナスについてでございますが、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、月例給で１千４６９円ボーナスで０．１１月分民間が

上回っていることから格差を埋めるため、２年連続の引き上げ勧告が出されております。具体的

な引き上げ内容といたしましては１番の俸給表の水準０．４％引き上げ２番の勤勉手当０．１月

分引き上げとなっております。引き上げの時期でございますが月例給、勤勉手当ともに、４月１

日に溯っての適用となっております。 

２つ目に、フレックスタイム制の拡充についてでございます。国家公務員においては、一部の

専門職について既に導入されております本制度でございますが、原則すべての職員に拡充すると

いうものであります。本制度については適切な公務運営を確保しつつ幅広い職員がより柔軟な働

き方を可能とするよう拡充するものでありますが、本町の職員数並びに近隣市町村における導入

状況を勘案し、現時点では条例化を見送るものであります。 

以上、今年度の人事院勧告のポイントについてご説明いたしましたが、実施の時期についてご
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説明いたします。本年におきましては現時点で国の法改正がなされておらず、翌年にずれ込む見

込みであることから本町におきましても翌年の国の法改正の時期に合わせて条例改正をいたした

いと考えております。以上で、平成２７年度人事院勧告の説明を終わらせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今①番、平成２７年度の人事院勧告の概要についての説明がございました。委員の

皆さまから何かありませんか。なければ終わります。 

②番高齢者等の地域見守り活動に関する協定について。総務課長。 

 

○総務課長 

 それでは②の高齢者等の地域見守り活動に関する協定につきまして、口頭ではございますが私

の方からご報告をさせていただきたいと思います。 

今回の協定の締結を行う事業者につきましては、生活協同組合コープ、コープさっぽろでござ

います。コープさっぽろにつきましては、個人宅への商品配達事業トドックでございますが、こ

れを行っておりまして、利用者の中にはひとり暮らし等の高齢者も多くいることから行政と連携

をした高齢者の見守りの取り組みを行うための協定を締結したいということで申し出があったと

ころでございます。 

清里町内におきます、コープさっぽろの概要でございますが、町内宅配の利用者数が２２３名

いらっしゃると。そのうち６５歳以上高齢者の方が２１０名ということで高齢比が約９４．１％

ということで管内においても高い数字になっているということでございます。今回は移動販売等

々を行う中におきまして異変等の気づきの例があった場合速やか役場、担当が保健福祉課の方に

なろうかと思いますが、そちらの方と連絡をとりながら対応していきたいというふうに考えてご

ざいます。今のところ１２月の上旬ごろを目安に協定を締結する運びで、準備を進めているとこ

ろでございますので、御報告とさせていただきたいと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ただいま高齢者等の地域見守り活動に関する協定コープさっぽろの協定の話がありました。委

員の皆様から。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 今、コープとの協定については、いろんな資料確認させていただいて、残る市町村わずかとい

うことで進んで、直近では佐呂間が１１月４日に契約されているようですけども、単独型ってい

う形になるのかなと思います。市町村との契約協定の中身というのは町に対して、例えば何かの

年齢だとか、いろいろな名簿だとかそのへんの提供があるんでしょうか。 

それともう１点は、今言われた２２３名で６５歳が２１０名いましたけども、この町内の中で

緑、札弦、清里っていう分類ではどういう構成になっているのか、２点ほど。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 
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○総務課長 

 まず１点目の情報の提供ということでございますが、これにつきましては、先日お話を伺った

中ではやっぱり個人情報に当たるということ、なかなかやはり情報の提供は難しいということで

お伺いしております。 

それともう１点の清里それから札弦、緑における世帯数はどういう形になっているのかという

ことについては、ちょっとまだ情報としては、今のところ私どもは受けていないような状況でご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 現在ほぼ１００％にしたいというのが１つのコープさんの戦略なんだろうと思います。市町村

と全ての地域と締結しましたよと。その中で海道がまだ残っていますので、それについて戦略的

にコープさんはすべての市町村と締結していますっていうのが売りになるんでしょうけども。現

実にどういうことが、例えば市町村に要求されているっていうことは何かあるでしょうか。一切

それはない、窓口だけっていうことでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 先ほど御説明したとおり個人宅の宅配する中において、例えば新聞が溜まっているだとか、そ

ういう宅配の先に異変があった場合、私ども行政の方にすぐ連絡を入れてもらって、あとは行政

がある程度確認していくという中でお互いの情報の交換をしながら見守りをやっていきましょう

という内容でございます。あえて行政の方に何をしてほしいとかそういう要求等々はございませ

ん。 

 

○勝又委員長 

 いいですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 トドックについてはどういうことで動いているっていうのは、第三者的にしか確認をしてない

んですけども、現実にはどこかの地区、どこかの家の前に定期的に週２回通ってきますよってい

うことで現実にその新聞が溜まっているだとか、そういうことの確認っていうのはそう無いのか

なと思っています。運転手さんがその場所に来て、それぞれ同じ時間大体これぐらいの時間いま

すよということの回り方なんだろうと思っています。 

本当はこの辺のノウハウだとかを我々のこの地域の商店街の中でどうやって活かしていくかっ

ていう工夫が一つまた考えられるのかな。１つの案としてどういう動きで動いているのかってい 

 



 

- 5 - 

うのは１つの参考資料として、本来はこの町の中でつくっていかなきゃいけないネットワークか

なと思っているもんですから、その辺のこういう動きっていうコープさんのノウハウを逆にいた

だければと思っています。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長 

 コープさっぽろさんの宅配の状況でございますが、平日については月曜から金曜、１０時から

１５時の間というふうには聞いております。あとは移動販売のかけるくんですか、これは週に１

回２回ぐらいの頻度で清里に来られているというふうに聞いております。 

今河口委員がおっしゃるとおり、当然地域として商店街としてもそういう取り組みをしていか

なければならないというふうには私どもも考えてございますので、その辺のノウハウにつきまし

ても、今後いろいろ検証しながら情報提供なりをしていきたいなというふうに考えてございます

ので御理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他。池下委員。 

 

○池下委員 

 これはコープさっぽろの方からうちの町にということですか。それともうちの町の方からコー

プさっぽろの方にどちら側から打ち出した話なんですか。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 今回の協定につきましては、コープさっぽろの方からお話がございまして、保健福祉課の方に

お話があったということで、今回は北見事業センターの方からの御提案でございます。今、北網

管内では、先ほど河口議員がおっしゃるとおり、うちが最後の町になるということで年内にある

程度協定を結びながら、地域の見守りを一緒に行政と連携しながら行っていきたいという提案で

ございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 地域を色々な角度から見守っていくというのはすごく良いことだなっていうふうには思うんで

すけども、いつ頃の話なんですか。近々でそういう話が持ち上がったということなのか、前から

そういう話が市町村にあったのか。常任委員会の方には一切そういう話が今までなかったもんだ
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から。突然うちの町が最後ですっていう話になって進んだのかなというふうには思うんですけど

も、どのぐらい前の話なのかなと思って、ちょっとお伺いしたい。 

 

○勝又委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

 お話につきましては、保健福祉課の方が１つ窓口となって今まで動いていたっていう状況でご

ざいます。より具体的にお話が出てきたのが１１月の上旬の頃だったと聞いております。その後

いろいろコープさっぽろさんの方と保健福祉課の方と協議した中におきまして、１２月の上旬ぐ

らいには協定を結んでいきましょうという形で前に進んできているという状況でございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他。ありませんか。なければ総務課通して何もありませんか。なければ終わ

りたいと思います。総務課どうもありがとうございました。 

 

○勝又委員長 

 続きまして生涯教育課３点ございます。一つずつ進めたいと思います。①番清里高等学校総合

支援対策事業について。はい。生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 それでは生涯教育課３点ありますが、１つ目の清里高等学校総合支援対策事業につきまして私

の方から説明をさせていただきます。 

清里高等学校の支援対策事業につきましては、御承知のとおり、今年度清里高校の入学者が全

体で１２人と地元からの入学者が３割弱と大幅に減少したため、来年度以降の入学者を確保する

ために大幅な見直しが必要になったところでございます。３月それから４月に実施しました清里

ならびに来年度から高校が募集停止となります隣町の小清水町の中学生及びその保護者を対象に

しました高校進学に関するアンケート調査結果を踏まえ、高校それから教育委員会、清里高校支

援連携会議との協議によりまして、支援事業を検討、取りまとめまして常任委員会での説明、そ

れから一般質問等の答弁の中で新たな支援策を説明させていただいているところでございます。 

また新たな支援策につきましては、町の広報の８月号でＰＲするとともに高校による網走です

とか小清水中へ訪問しての説明会。それから４月の清里中学校の参観日８月には、近隣中学校を

対象にしました清里高等学校説明会。１０月にはまた清里中学校の進路説明会とありましたので、

高校と教育委員会連携する中、説明ＰＲ等行っていたところでございます。 

なお来年度の清里高校の入学希望者の状況ですが、現在のところまだ迷っているというか、ま

だ決まっていない生徒も含めまして、清里中学校から１２から１３名程度。小清水中学校から１

０名。斜里中学校からも２、３名。合計２５名程度ということで、現在ではこちらの方で情報を

得ているところでございます。なお小清水中学校では今週から来週にかけまして、それから清里

中学校では来週から１２月の頭にかけまして３者懇談会が始まるということで、それに合わせま

して進学の奨励文書の配付等高校と連携してＰＲ活動を行っていきたいというふうに思っており
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ます。高校の方でも、校長先生が近隣の中学校で回られているという話も聞いてございます。 

それでは支援策の方を説明させていただきますので、生涯教育課仕切りの次のページの１ペー

ジをご覧いただきたいというふうに思います。 

まず既存事業、今までやっていた事業について説明をさせていただきます。対策事業の主な内

容でございますが、１つ目が高体連出場経費補助ということで高体連ですとか高野連、吹奏楽連

盟主催の大会出場経費、交通費や宿泊費を全額補助しております。２つ目が進路指導強化対策費

補助としまして進学に向けた学力テスト、模擬試験とベネッセですとか学研マークテスト対策の

経費でございますけどもこれを全額補助。それから大学・短大・専門学校等への学校の視察経費、

学校見学会ですとか学校説明会等の軽費の２分の１の補助。３つ目としまして、資格取得等対策

費補助としまして、英検漢字検定、簿記、情報処理等の資格取得試験の経費を全額補助しており

ます。４つ目は入学支度金の補助としまして、新入学者全員に制服・体育着・教科書等に係る経

費としまして１０万円相当の清里商品券の支給をしております。５つ目がニュージーランドの短

期留学、長期留学の事業でございますが、希望する第１学年全員をニュージーランドの方へ１０

日間程度の短期派遣をしてございます。それから希望者を姉妹提携を結んでいるモトエカ高校へ

大体１０カ月間程度長期派遣をしています。６点目、特色ある学校づくり推進事業補助としまし

て、基礎学力の定着のための夏休み学習サポート等の学力向上支援対策、それから部活動支援対

策としまして、専門的な外部指導者の招聘や合同練習に必要な交通バスの支援などの部活動支援

対策。それから特色ある英語教育、ユネスコスクール活動等への支援を行っております。７番目、

大学等の入学資金貸付としまして、清里高校から大学等へ進学する生徒の保護者に対しまして、

入学事前の納付金としまして最高１００万円まで貸付というのが大きな事項でございます。 

２ページをご覧ください。２８年度から新たに追加支援予定でございます。まず１つ目が、町

外からの通学支援の関係でございます。小清水からの通学者に対しまして、まだ不確定ではあり

ますけども、先ほど話したとおり１０名程度入学希望があるということでスクールバスを運行し

まして、通学支援を行っていきたいと思っております。なおスクールバスにつきましては、朝１

便、夕方２便を予定しているところでございます。平成２８年度に小清水高校が募集停止となり

ますので小清水からの生徒を確保することで、生徒数を増やしまして地元の清里中学校からの進

学率のアップに繋げていきたいというふうに思っております。またアンケート調査でもバスの運

行を希望する声が多かったことからバスの運行をしていきたいという考えでございます。バスの

年間経費につきましては、まだ概算でございますが、年間約８００万円程度かかるかなというふ

うに積算をしているところでございます。それからその他、小清水町以外からの通学する成績優

秀者に対しましてＪＲ運賃相当額の助成をというふうに思っております。次は国公立大学の入学

者の支援の関係でございます。７月に実施しましたアンケート調査の結果でも、国公立大学への

進学率アップという声が非常に大きかったということで国公立大学に入学した場合、入学金及び

初年度の年間授業料補助をしていきたいと思っております。続きまして、３つ目が進路指導強化

対策費補助のこれは追加になりますけども、通信制試験予備校の東進ハイスクールの在宅受講コ

ース自宅で予備校の授業を受けたい時に受けられるものでございますが、これに係る受講費を補

助していきたいと思っております。次４つ目が、英語教育の推進強化の追加施策としまして外国

語指導助手の積極的な活用によりまして清里高校への重点配置、留学生の支援等も含めまして清

里高校への勤務を増やしまして英語力の強化を図っていきたいというふうに思っております。そ

れから長期の派遣留学生に対する費用の実費分。交通費。それとホームステイ代に係る分でござ
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いますけど、これの実費分について全額補助をしていきたいというふうに思っています。５つ目

が部活動の支援強化の追加事業でございます。現在吹奏楽やバスケットボールに指導者を招いて

講習会を行っておりますけども、高校と協議相談しながら新たな専門的外部指導者を招き、部活

動の充実を図ってまいります。６つ目が希望者に対し、学校給食を提供していきたいというふう

に思っております。現在のところ、１食あたりの給食費、食材費でございますけども中学生と同

額の２７５円。これは近隣で始められました訓子府、置戸、津別等とも事前にちょっと連絡取り

まして相談をしているところでございますけども、その２７５円から牛乳代を引いた中で給食費

を個人徴収しながら給食を希望者に提供していきたいというふうに思っております。なお、給食

提供にかかります消耗品それから備品につきましては、４月以降の給食提供を考えておりますの

で、今年度の１２月補正で今後協議をさせていただきたいと思っておりますし、来年度以降約８

０から９０食ぐらい、先生も含めまして希望者なのでこれからどうなるかわかりませんが、他の

高校に聞きましたら大体９割程度が給食の希望をしているところもありますので、それらの給食

を作る数が増えますので、調理業務委託料の増額が必要かなというふうに思っているところでご

ざいます。 

なお、新たなこれらの支援策等につきましては、既存も含めてでございますが、今後の３年を

目途に実施しまして、状況を見ながら見直しをしていきたいと考えておりますけども、町としま

しても地元清里中学校の生徒が進んで入学したくなるような清里高校の魅力ある学校づくり。議

会それから関係機関と協議をしながら出来る限りの支援策をしてまいりたいというふうに考えて

おりますのでご理解を賜りたいと存じます。 

以上で１番目の清里高校の支援策についての説明を終わらせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 ただいま①番、清里高校の学校総合支援対策事業既存事業そして追加事業についての説明がご

ざいました。池下委員。 

 

○池下委員 

 まずはさっき清中から清高。小清水とか、斜里とかもう一度ちょっと数字。 

 

○勝又委員長 

 はい。 

 

○生涯教育課長 

現在の状況ですけども清里中学校から１３名程度。小清水中学校から１０名。斜里中学校から

も２、３名ということで情報を得ていますけれども、先ほど言ったとおり今週来週にかけまして

３者懇談始まりますので、その中でまた状況等把握しながら、今後も進めていきたいというふう

に思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 
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○池下委員 

 大体２５名ぐらいということで、うちの町は半分ぐらいなんですけど、追加する支援内容の２

ページですか。スクールバスに関しては朝１便夕方２便。それで２つ目にある町外から通学する

成績優秀者って書いてあるんですが、何をもって成績優秀者なのか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課 

 

○生涯教育課長 

 町外からの通学支援の通学する成績優秀者の関係でございますけども、これにつきましては入

学後の学校の平均評定を基に決めていきたいというふうに思っています。６月の段階では３．５

以上の方をと話していたんですけども、高校と相談しているところでございますけども、３．５

はほとんどいないっていうことも聞いておりますので、たぶん３．０とか、その辺を含めて協議

しているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 私が聞きたいのは、小清水から来る子どもたちに関しては朝１便夕方２便と全面的に応援する

わけでしょう。例えば斜里から来る子２、３人って言っていますけど、成績が優秀じゃない子は

対象にならないということなんですよ。そうでなくて、来る子全員にＪＲ運賃相当額の交通費。

バスに関しては年間８００万かかるんですよ。そうやって子どもたちを色分けしない方が良いと

思うんですよ。どうですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 数年前に網走から網走以外も含めた他市町村からの清里高校への通学者に対しまして、交通費

の助成を過去にもやった経過がございます。その時に一部網走の方からこられた生徒等が清里高

校に来られて、学校の方で苦労されたということをお聞きししておりますので、そのへんも含め

てある程度の成績優秀者に対してのＪＲの相当額の補助ということで、今回についてはそういう

ことで提案をさせていただいているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 例えば私たちが斜里とかの父兄であった場合、斜里にも高校ありますよ。網走進学したい子は
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網走南高とか、北斗とか行っている子いっぱいいますよ。そういった中において清里に来るとい

うことは、何らかの事情があるわけですよ。家庭的にも個人的にもね。例えば中学時代にいじめ

があるとかさ。いろんな問題があると思うんです。そういった中において清里に行くということ

が、何かあるから来るのかなというふうに思えるんですよ。今までずっと見ていると。それを考

えたときに、こうやって色分けしないで来る子に対して２、３人程度だったら運賃払ったってた

かが知れていると思うんですよ。もう１度考え直してほしいなと思います、ここは。今年からこ

うやってやりますけど、２年３年経った中にやるんじゃなくてやはりやるんであれば最初っから

きちっとしたものをつくり上げて、やったほうが良いと思いますよ。私はそういうふうに考えま

す。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課。 

 

○生涯教育課長 

 今の池下委員からの御意見等も踏まえながら、今現在では今までの学校ごとの説明会でも町外

からの通学する方については成績優秀者ということで説明等も行っておりますし、今後の総体の

予算等も出てきますんで、それらの中で検討できるものについてはまた考えていきたいと思いま

すし、またこの支援事業については、当然途中での見直しも含めまして、検討していかなきゃな

らないというふうに考えておりますので、このようにご理解いただければなと思っております。 

 

○勝又委員長 

池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっとしつこいかもしれませんけど、小清水から来る１０名程度ですか。成績優秀でなくた

ってバスに乗って来られるんですよ。こうやって言ったらきりがないですけども、こどもたちが

あちこちから来てくれることに関して、受け入れ体制っていうのはやっぱりうちの一番大事なと

ころだと思うんですよ。私はこの成績優秀者というものが必要あるのかなっていうふうに改めて

思いました。他の議員さんがどういうふうに考えているのかちょっとわかんないですけども。い

ろんな意見を聞きたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 どうでしょうかね。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 このガイドラインの中の成績優秀者というのをどこでレベルを見るのかっていう中のその３．

５あるいは３っていう話ありましたけれども、今池下議員言われるように入学した後の成績につ

いてはやっぱり学校がどう指導していくかということの中身になっていくんだろう、本人と学校

との問題になっていくんでしょう。今言われたようにある程度成績優秀ということよりは、今ま

での素行と言いますか、その生徒はどういう生活をしてきたのかっていうことがやはり重要なの
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かなと思います。その中で成績が悪いということも中にはあるんでしょうけども、その辺の面談

の中で、やっぱり差別化は必要かもしれない。先ほど網走の例を言われましたけども、やっぱり

世の中それは受け入れられないっていう部分も１つはガイドラインの中であっていいかなと思い

ます。ただし成績優秀っていうそのガイドラインについては、ベースをどこに持って行くかによ

ってかなり小清水との差をどう説明していくのかというのがやはり難しい問題かなと。通常の生

活、通常の勉強をしてきたっていう選択肢の中で入るべきなのかなと、優秀な人だけ選んでいく

んであれば、まだまだ別な運用の仕方があるのかなと思っています。この優秀者っていうところ

のガイドラインがどのへんで引っ張るのか、私はやはり普段の生活態度ということが一番のベー

スかなと思っています。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 ちょっと１点確認なんですけど、町外からっていうことを小清水以外という解釈に立つべきか。

小清水も含めた話をしているわけではないっていうこの辺の整理が一つあるのかなっていう。町

外から通学する成績優秀者っていう表現がちょっとどうなのかなと。意欲をもって勉強し、高校

に入学するという時にみんな成績優秀なんだよと優秀だから入学できたんだよと。基本的にはそ

ういう解釈のもとに。逆を言うとその入学時における合格不合格の尺度をどういうふうにするの

かなっていうあたり。 

入学後評価のテストをやって基準の設定をしたいってことになれば、支援策の中では入学して

もらうことが大切であって、入ったけど結果的にあたらないのかって話になってもダメだし、逆

に入ってしまったら皆にやった方がいいっていう話になっちゃうんで、進め方をどこに基準を置

いているのかっていうあたりも統一されるような部分が良いのかなと。基本的に学校に入っちゃ

った後３．０にする、３．５にするとなっていくと、同じ３．０でもテストの内容によって皆３．

０とれる可能性もあるし、みんな取れない場合もできるわけですよ。さじ加減って言ったらおか

しくなりますけども。内容的な部分で極端な問題が起きることがないようにしていきたいという

思いからのスタートだと思うんで、その辺を踏まえた時に、この表現方法が果たしていいのか。

そして基準のあり方がどうなのか。もう一度判断する要素があるのかなと。そのことよりも町外

の支援策、今回清里中学から１３人っていう、これ５割ギリギリなのか６割なのか。４割なのか。

人が増えても結果的に町内の中学生が５割を切ってしまうと問題点がありますので、町外だけと

にかく２０人割らなきゃいいんだっていう発想ではないと思うんです。この施策の中の基本的な

部分、その基本的な部分も同時に忘れないように総合的に１つ考えていただきたいなと。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 ただ今各委員からいろんな御意見等いただきました。まず小清水からのスクールバスについて

は、募集停止となります小清水高校の関係がありますので、小清水からの生徒につきましては、
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スクールバスの運行によりまして生徒確保をしていきたいということで考えているところでござ

います。それから、加藤委員が言われたとおり町外からの生徒確保も当然大事ですけども、やは

り地元の清里中学校からの生徒確保がなによりかと考えておりますので、地元からの通学率アッ

プにつなげるためには、アンケートでもっと生徒数を増やして欲しいということで、町外からの

生徒を確保しながら当然地元率アップに向けてさまざまな施策について総体的にとの話も出てお

りましたので、そういうことを含めて検討していきたいというふうに思っております。 

 

○勝又委員長 

 ちなみに中学校の卒業生は何人なの。 

 

○生涯教育課長 

 ３３人で、今現在は１３名程度ですけども、まだ網走と清里を迷っている方が数名いるってい

うことで、その辺も含めて来週から先ほど言った３者面談が始まると聞いておりますので、学校

の方と連携します。 

 

○勝又委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 もう１点、これ通学バス１台で、小清水町内ぐるっと回ってくるっていう体制と取っていくっ

ていうスタンスなんですか。時間的な問題やその辺大丈夫なんですか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 通学のためのスクールバスなものですから、当然学校に間に合うように来なきゃならないとい

うことで、先ほど話したとおり朝１便それから夕方２便を考えておりますが、現状では小清水１

カ所に集まっていただきまして、清里に来ていただく。その往復ということで考えておりまして、

本当はきめ細かくある程度回りたいんですけども、やっぱり通学の朝時間等もありますので、今

考えているのは１６号。またそこが天気等で通れない場合は国道ということも考えておりますけ

ども基本は１６号を通ってくるということで小清水からのルートで、途中で乗れる方については、

またその辺は検討していきたいというふうに考えております。今言ったとおり小清水の街の中に

集まっていただきまして高校へ来るというような体制をとっていきたいというふうに考えており

ます。 

 

○加藤副委員長 

 路線を決めて何ヶ所か、基本は１ヵ所なのか。 
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○生涯教育課長 

 はい。 

 

○勝又委員長 

 あとルート上で乗れる人はっていうことかな。 

 

○池下委員 

 ２カ所ぐらいにしても良いんじゃない。 

 

○生涯教育課長 

 待機場所の関係も小清水の方と役場かトレーニングセンターとか、ホールのあるところとか。

それについても協議はさせていただいておりまして、小清水さんの街の中で１カ所に集まってい

けるような体制で良いっていうことを聞いていますので、とりあえずそこからスタートさせてい

ただきたいというふうに。 

 

○池下委員 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

 他。委員さんから。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今回６点の新たな支援策が示されて、それをもとに各学校での説明会が行われたと思うんです

けども、この支援策のインパクトといいますか、評価みたいなものが子どもたちですとか保護者

から、もし聞こえてきている面があれば、その辺を教えていただきたいですけども。 

あともう一つ先ほどのバスの関係で、バスの大きさですとかどのような業者なのかというのが、

もし差し支えなければ解っている範囲で教えていただきたいんですけれども。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 この支援策を各中学校等へ行っての説明。それから高校へ来てもらっての説明会の中で聞いた

関係でございますけども、例えば高校の方から教えていただいたのは国公立大学の補助とかにつ

いては生徒の保護者の方から説明会の中では評判良かったとありますし、あと進路指導強化対策

の東進ハイスクールにつきましては、学校の先生がなかなか良いんでないかという話もちょっと

聞こえております。 

小清水からの生徒につきましては、やっぱりスクールバスの運行の部分が通学する上で１番の

ポイントっていう話を聞いておりますので、当初はバスか例えば通学費補助というのもありまし

たけど、やっぱりバスの方が運行されればということを聞いているところでございます。業者の
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関係については、まだこれからなものですからバスの業者については詰めていきたいというふう

に思いますが、地元の業者を中心に考えていきたいというふうに。 

それから、小清水中学校に行って説明会、それから清里中学校へ来て、清里高校へ来ての説明

会の中では、この支援策を説明したときには驚きの声とかというか、多少びっくりされたという

か、ここまでやっていただけるのって話が歓声というか、そういうような声が上がったというこ

とを聞いております。バスの大きさについては、現在マイクロバス２５人程度のバスを今のとこ

ろ業者の方と話しているところでございますけど、それについては詰めていきたいと思っており

ます。 

 

○勝又委員長 

 はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 バスの関係ですけども、もしバスを町で用意するんであれば、緑ですとか札弦のお年寄りも使

えるようなコミュニティバスなんていう方法もあるんじゃないかっていうようなお話も当初はあ

ったんですけども、じゃあ今回の話はそういうものとは切り離して考えるということで良いんで

すか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 まずスクールバスにつきましては、運行業務の委託というような形をとっていきたいというふ

うに思っています。町がバスを持つとかではなくて、そんな形をとっていきたいと思います。今

言われた例えば高齢者とかそういうような感じの運行の関係でございますけども、将来的には町

全体でコミュニティバスみたいな感じの交通施策は必要かなというふうには考えておりますが、

現状小清水からのスクールバスにつきましては、小清水からの通学支援を重点的に使っていきた

いというふうに考えておりまして、また将来的にはバスの運行についても、また検討していきた

いと思っていますが、当面は高校の支援の中でこのバスについては使っていきたいというふうに

思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 わかりました。この希望している子どもたちも恐らくまだ今の時期だとかなり揺れ動いている

中での数字だと思うので、希望している子どもたちでも他に変わる可能性もあるでしょうし、希

望していないというふうに答え出した方もまだまだ揺れ動いている時期だと思うんで、引き続き

良い案をＰＲ宣伝活動と言いますか、しっかりやっていただきたいと思います。今の時期が一番

大切だと思います。 



 

- 15 - 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 堀川委員が言われたとおり、３者懇談が始まるということを聞いております。先ほど言ったと

おり各中学校、教育委員会、高校と連携しながらＰＲ活動すすめていきたいというふうに思って

おります。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 今までの支援策の支度金関係の部分。１０万円相当という表現の中で、清里の商品券で交付さ

れ、確かに内容的に制服とか体育着だとか教科書だとか教材とかっていう形の中で実際どのぐら

いまでかかっているものなのか。貰うとか貰わないとかっていう部分はあるかもしれませんけど

も、基本的には現物支給の形の方がむしろ良いのかなって。前もって用意しないとならない、あ

るいは金額的なやりくりの問題がある中で清里高校に入学してもらうための支援っていうことを

踏まえた時に、そのへんのことも考慮していく必要があるような。この辺っていうのはこれで問

題点がないというふうに、今後この状態でいこうとしているのか。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 既存で行っております入学支度金の関係でございますが、現状では入学に係る経費として毎年

若干違いますけども１３万程度というふうには話を聞いております。 

それからこの支度金につきましては、この議会の常任委員会にも出ています。例えば現在は４

月以降の支給になるものですから、例えば３月中に合格が決まった段階でできないかという話も

ありましたし、今、加藤委員副委員長言われたとおり現物支給の話もありました。現物支給につ

いては、いろいろ検討したんですが、難しいかなというふうに考えておりますが、やはり入学支

度金という名目でもありますし、今年度の高校の支援対策の総体予算等もありますけども、その

部分も含めて３月中に可能であれば、この支給も含めて検討していきたいということで、内部の

中では考えているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 そういうことであれば良いんですが。３月にその支援金を出した場合、あり得ないと思うんで

すが、何かの都合で入学が不履行になった場合の返還を求めることの行為が大変になってくるよ
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うな場面も出たらどうなのかなと。そういう形を踏まえたらむしろ物の支給という形をとって、

前もって３月中に支援してあげるという、その辺の方法もあるのかな。良い事なんだけど余分な

心配もあるんで、十分考慮した中で円滑にいくように検討を重ねていただきたいと。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 今加藤委員から話されたことも踏まえながら、この支度金事業についても検討を進めていきた

いというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さんありませんか。なければ先ほど町外の関係の成績優秀者の件、こ

の部分については幾分か検討をしていただきたいなと思う次第でございます。①番清里高校の支

援について終わらせていただきます。 

続きまして②番平成２７年度学校情報端末整備事業について。はい、生涯教育課。 

 

○学校教育Ｇ主査 

それでは生涯教育課、協議事項２つ目の平成２７年度学校情報端末機器等整備事業につきまし

て御説明いたします。 

平成２７年度の学校情報端末機器等整備事業につきましては、今年６月の補正予算で議決をい

ただき事業を進めまして１０月上旬に清里小学校と清里中学校への無線ＬＡＮ設備とタブレット

端末１０台ずつ整備したところでございます。この事業の財源といたしましては、当初一般財源

で組んでおりますけれども、現在国が進めております、まち・ひと・しごと創生法に基づく、総

合戦略策定の先行型交付金であります８００万円を充当できるというところでありますけれど

も、その交付金を有効活用するために学校情報端末機器等整備事業等の執行残額によりまして追

加の機器整備を計画しているというものでございます。それでは議案の生涯教育課分の３ページ、

横長の表をご覧ください。 

平成２７年度の小学校費と中学校費の器具購入費の執行状況になります。①につきまして教育

費、小学校費、教育振興費備品購入費の器具購入費の執行状況であります。上から、小学校情報

端末機器等整備事業。こちらが予算額３９８万３千円に対しまして、入札残などによりまして１

０４万５千８３２円の残額となっております。２番目小学校サーバ機器更新事業で予算額５２８

万５千円に対しまして、１１２万２千８１２円の残額。３番目が、小学校楽器整備事業予算額が

１００万円に対しまして、２万２千８７０円の残額となっているところで、歳出合計といたしま

して２１９万１千５１４円の残額であることを記載しております。 

同じように②番中学校費の執行状況でありまして、上から中学校情報端末機器等整備事業。こ

ちらの予算額４０１万７千円に対しまして、８５万６千２７２円の残額。２番目が中学校楽器整

備事業予算額１００万円に対しまして、４千２４０円の残額。中学校費では８６万５１２円の残

額があることを記載しております。このうち網掛けで表しております学校情報端末機器等整備事

業分の合計を③でまとめておりますけれども、合計しますと予算額８００万円に対しまして予算
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残額が１９０万２千１０４円となっております。充当見込みの交付金が１０分の１０の財源とい

うことでもありますので、これを有効活用しての機器の追加の機器整備として執行していきたい

というふうに考えているものでございます。 

追加事業の内容といたしましては、下段の黒丸に示した表になりますけれども①番が清里小学

校分といたしまして情報端末機器や周辺機器６台分ほどを考えております。また②番、中学校分

といたしまして、同様に３台分の追加をしていきたいというものでございます。ただ交付金を８

００万円最大限活用できるように現在詳細に積算しているところでございますので、機器等の数

につきましては１、２台の増はあるかと思われますのでご了承いただければと思います。 

なお今回追加で整備しようとしている情報端末機器、周辺機器につきましては既に現在学校整

備されているパソコンの端末で、ＯＳが windowsvisuta というものがありますけれども、こち

らのサポートが終了するということもありますので、来年度整備計画していたものを前倒しの整

備というようなことになりますのでご理解をいただければというふうに思っております。 

議案の生涯教育課分、②番平成２７年度学校情報端末機器等整備事業につきましての説明は以

上で終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今２７年度の学校情報端末整備事業についての説明がございました。委員の皆様か

らはい、池下委員。１点だけ聞きたいんですけど。 

 

○池下委員 

 ６月の時に小学校と中学校と合わせて６００万ぐらいでその中で、また両方合わせて２００万

ぐらい。これ当初から台数足りなかったんですか。こうやって出てくるっていうことは。 

 

○学校教育Ｇ主査 

 はい。当初はこの８００万円の予算につきましては１０台ずつ、あとその整備という形で考え

ておりまして、残額で１９０万円ほど出ておりますけれども、こちらは入札による執行残となっ

ております。もともとの６月で整備した部分につきましては、ある程度モデル事業というのもあ

ったんですけれども、特別支援学級の子供たちが使っていく中で、より視覚的に教育現場でわか

りやすいというようなことを目的に１０台ずつ入れたというところです。今回の追加で入れよう

としている部分につきましては、来年度ｗindows のサポートが切れるというところが、本来で

あれば来年度の予算で計上していくところであるんですけども交付金があるということなので、

できれば前倒しでこの交付金を有効活用しながら整備していきたいというものでございますの

で、ご理解いただければと思います。 

 

○池下委員 

 理解しました。 

 

○勝又委員長 

 はい。他委員さん。ありませんか。なければ終わります。続きまして、③番平成２７年度の全

国学力学習状況調査の結果について。生涯教育課長。 
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○生涯教育課長 

 それでは生涯教育課３つめになりますけども、平成２７年度全国学力学習状況調査の結果につ

いて、御説明をさせていただきます。議案の４ページをご覧いただきたいというふうに思います。 

初めにとありますけども、教育委員会におきましては、平成１９年度から文科省の調査目的を

踏まえまして、この全国学力学習状況調査を実施してございます。ただ、この調査によりまして

測定できるのはあくまでも学力の一部分ではあります。これまでの調査によりまして、清里町の

子どもたちについてはその年度で当然違うんですけども、経年で見ますと比較的高い数字にござ

います。ただ今年度を見ますと、知識、技能を活用する力の育成ですとか自己肯定感など課題も

みられるということを分析してございます。 

調査の目的でございますけども、ここにも書いております全国的な学力や学習状況の把握分析

によりまして、教育施策の改善を図ること。また、児童生徒の教育指導の充実や学習状況の改善

等に役立てること。さらにはその取り組みを継続していくことと言われています。 

調査の概要でございますけども今年度につきましては、４月２１日に実施をしてございます。

清里町の参加状況でございますが、町内全小学校３校６年生３６名、町内全中学校３年生３１名

でございます。 

調査の内容でございますけども大きく分けまして（３）にあります、教科に関する調査と（４）

にあります質問紙調査。この２つに分かれてございます。この教科に関する調査につきましては

小学生が国語、算数、理科。中学生が国語、数学、理科でございます。国語、算数、数学と主と

して知識関するＡ問題、それと主として活用に関するＢ問題からになっておりまして、理科は知

識と活用を具体的に問題でございます。質問紙調査につきましては、学習意欲ですとか学習方法、

学習環境、生活習慣などに関する調査でございます。 

４番、調査結果の取り扱いでございますが、昨年と同じく学校間の過度な競争を避けること、

さらには地域の特出やプライバシー等の配慮する観点から町全体の状況についての公表につきま

しては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きまして公表をいたしま

す。（２）公表の方法、５ページになりますけども、町全体の状況をグラフ等によりまして全国

全道と比較分析するとともに平均正答率につきましては、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。また、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も示してい

きます。（３）学校ごとの公表でございますけども、小規模校において個人が特定される恐れの

あることから学校ごとの評価については公表いたしません。（４）北海道版結果報告書への掲載

についてでございますが、道教委が作成します２７年度の北海道版結果報告書に清里町の結果集

を掲載することに協議をしております。 

５番目、調査結果の概要でございます。（１）教科に関する調査でございまして、平均正答率

による全国および全道と清里の比較表により示してございますが、先ほど説明したとおり、具体

的な数値は非公開とするため、全道それから全国との比較を低いから高いまで５つに区分して表

示をしてございます。この表を見ていただきましたとおり、小学校につきましては全国および全

道に比べて、本年度につきましては、ほぼすべての科目で全道全国より低い状況でございました。

中学校につきましては、ほぼすべての科目で、全国全道より高い状況でございました。②番教科

領域別の方向でございますけども、これにつきましては５ページ下段に四角で囲んであります。

これは北海道版結果報告書、国の公表に使われますレーダーチャートと言われるものでございま
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すが、ちょっとわかりづらいかもしれませんけども国語ＡＢ、算数ＡＢ、理科それぞれの教科の

領域別。例えば書くこととか読むことですね。こういう領域別に全国を１００とした場合の全道

および市町村の状況を示したものでございます。ちょっとグレーの薄い線丸い円が全国平均１０

０となりますので、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。清里町につきましては太い実線で点線が全道という

ふうになってございます。 

今回、この小学校６年生の表を見ていただいたら解ると思いますとおり、ちょっといびつとい

いますか、ちょっとギザギザになっているのが解るかなというふうに思います。国語Ａの書くこ

と、読むこと、算数Ａが全国を上回っているということで、それ以外については円の内で全国を

下回っているということが解るかなというふうに。続きまして６ページをご覧ください。中学３

年生の関係につきまして同じようにレーダーチャートで示しております。これにつきましては先

ほども教科の関係で見ました。理科の物理的領域が若干全国より下回っておりまして、それ以外

についてはこの１００を上回っているということで外側のところに清里が全国とほぼ同じか上回

っているというふうになります。 

続きまして、質問紙調査の関係ということで、７ページをご覧ください。小学校６年生につき

まして主な清里町の目立つというか傾向点について説明させていただきたいと思いますが、文章

の前に、二重丸がついているのが全国を上回っている好ましいもの。丸がほぼ同じ。三角が下回

っている課題となっている、と思っていただければというふうに思います。６年生のところでい

きますと、例えば②のメディアの使用ですね。これにつきまして、二重丸になっていますけども、

携帯電話やスマートフォンを持っている割合は全国をやや上回りました。ただその下、テレビや

ＤＶＤを見たり聞いたりする時間、テレビゲームをする時間は全国を上回っています。それから

③家庭学習。学校の授業時間以外に、１日１時間以上勉強する割合がほぼ同じ。ただその下、家

で授業の予習や復習に取り組む割合は全国を下回っております。また④の読書週間についても授

業時間以外に３０分以上読書をする割合が全国を下回ってございます。それから⑤⑥⑦でござい

ますけども、自尊感情、自己肯定感、規範意識の関係。これらにつきましてここに書いてあると

おり最後までやり遂げて嬉しかったことがあるですとか人の気持ちが分かる人間になりたい、学

校に行くのが楽しいと思う割合、これらにつきまして全国を下回っている状況でございます。 

９番から若干科目の関係がありますけども、国語の勉強は好きだ、大切だとか、算数の勉強は好

きだ、算数の勉強は大切だと思う割合については全国を下回ってございます。理科につきまして

は、理科の勉強が好きだという割合が全国を上回ってございます。 

続いて８ページの下の方、中学３年生の関係でございますが、ここも特徴的な分のみお話しま

すが②のメディアの使用でございます。１日にテレビやＤＶＤを見たり聞いたりする時間は全国

を下回っております。ただその下１日にテレビゲームをする時間、携帯電話やスマートフォンで

通話する時間とまた携帯電話スマートフォンを持っていない割合については、する時間について

は全国をやや上回り、持っていない割合は全国を下回ってございます。９ページでございます。

家庭学習の分でいきますと学校の授業以外に勉強する時間家での予習に取り組む割合は全国を下

回っている状況でございます。ただ読書週間、④につきましては３０分以上読書する時間につい

ては全国を上回ってございます。それからこれは小学校と同じなんですけど、⑤⑥あたりの関係

でございます。自尊感情、自己肯定感でございますけども、この中の例えば自分には良いところ

があるですとか、将来の夢や目標を持っている学校の規則を守っている。人の役に立つ人間にな
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りたいとこれらを思う割合については全国を下回っているというような状況で、小学生と同じ状

況ということになってございます。⑨から若干科目の分ありますけども小学生では国語が好きだ

という割合が少なかったんですけども、中学校におきましては国語の勉強が好きだ、国語の勉強

は大切だと思う割合については、全国を上回っているところでございます。 

１０ページをご覧ください。６番、清里町の学力向上に関する具体的取り組みを記載してござ

います。個に応じた指導の充実ということで、教員の数また家庭では夏休み冬休み期間中の基礎

学力の向上を図るための学習サポートの教室の実施。それから家庭学習の習慣のための家庭学習

の手引きを作成配布、それから学校独自の取り組みとしまして、朝ですとか夕方ですとかの時間

を利用した各種授業チャレンジテストの活用、５年生の過去問の実施等行っているところでござ

います。 

最後ということで記載してございますけども、全国調査の結果から明らかになりました清里町

の課題につきまして解決することが、すべての子どもたちに必要な学力を保障するため、今後学

校家庭、地域、教育委員会等が課題や危機意識を共有しまして連携していく体制を一層強化なも

のにしていく必要があるというふうに考えてございます。 

なお、この調査結果につきましては広報１２月号等で町民の方にも公表をしていきたいという

ふうに考えております。以上で平成２７年度の全国学力学習状況調査の結果の概要についての御

説明とさせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 全国学力学習状況調査の結果についてのご報告がございました。委員の皆様方から、河口委員。 

 

○河口委員 

 ５ページの教科領域別の傾向、小学校６年生っていう中で私どもは結果を見るっていうことし

かないんですけども、この中で全国を１００とした時に全道の形と当町のバランスがものすごく

悪いのはどうしてなんだろうかってことが一つ疑問にある。特別算数Ｂ、数量関係と国語Ｂ書く

っていうところが極端にバランスが悪い。これは結果ですから、そうなんだということなんです

が、この評価を教育現場はどうやって解釈しているかをちょっと解っている範囲で教えてほしい。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 河口委員から言われましたとおり、このレーダーチャートを見ていただきましたら、本当に１

００とした円からほとんどが内側にありますし、形がいびつな状況でございます。これ昨年も同

じだったんですけども、基礎の部分のＡ問題につきましては若干国語Ａの書く読む関係について

はある程度、全国と同じかそれ以上なんですけども、それ以外の特にＢ問題ですね。国語のＢ問

題、それから算数のＢで、特に問題の応用に関する主として活用に関する問題が、今回も全国を

下回りまして、その分が課題かなというふうに分析しておりまして、各学校等でそれぞれ独自に

分析等行って今後の学力向上に向けた取り組みを進めていくということで連携しながらと思って

おります。 
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○勝又委員長 

はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 結果については、それが現実だということはわかりますが、余りいびつなのは、特別何かがあ

ったんだとか、この辺現場の先生の声っていうのは、これを評価したときにどういう指導の仕方

だとか、その辺先生方で何か自己評価されているのかなというのが知りたかったんですが。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 先ほど言ったとおり、学校それぞれで自己評価等やって、今後の対策等もとっております。今

手元に資料はないんですけども、当然学校等が分析しながら行っております。今回清里町の状況

としまして、実は単年度ではなくてやっぱり経年で調べることがあるということ、ちょっとその

資料も今回持って来てございませんけども、そういうような経年の変化を調べながら、清里町の

課題等把握をしているところでございまして、特に今回ですと問題の最後までいかなくて、白紙

の回答が多かったということも聞いておりますので、それらも含めて今後の対策をとっていかな

きゃならないというふうに思っているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 全国あるいは全道よりも良くということは希望的な部分もありますけど、決してそんなことは

なくて、ただ割合なりに少しバランスが取れていてほしいなっていうのが私の感想です。以上で

す。 

 

○勝又委員長 

 他委員さんなければ終わりたいと思います。生涯教育課３つを通して何か質問漏れありません

か。なければ終わります。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今回の生涯教育課の議案ではないことでもよろしいのでしょうか。今回の議案にはないんです

けれども、生涯教育課の所管の件なんで、ご質問させていただきます。 

９月の決算審査の時に質問させていただきたいんですけども、テニスコートの利用率のことに

関してでございます。近年テニスコート４面の内、３面テニスコート残り１面の半面をゲートボ

ール場として使用しているとの報告を受けました。平成２６年度４００名強の利用者がありまし

て、そのうち９割近くがゲートボールだったということをお聞きしたわけですけれども、その後
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いろいろと検討していくということも伺ったんですよ。近年トレーニングセンターの利用者がい

ろんなスポーツをしたいという方の考え方がいっぱいありまして、かなり過密状態になってきて

いるってことをお聞きしております。そのような中で実質、町民による町民施設の有効利用って

いうんですかね、有効活用っていうんですか、そういう面から考えてもテニスコート３面あるう

ちの１面を例えばフットサル場かなんかのような形で、またさらに違うような形で、もちろんも

ともとテニスコートとしての４面ですから、テニスが主体とは解るんですが、先ほど言ったとお

り実質４００名強使われている中の１割ぐらいしかテニスをしてないのであれば、２面残してさ

らにもう１面は何か違うフットサルとか、なにかしらの競技に使えるような形の改修等って検討

出来ないんでしょうか。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 伊藤委員からお話あったとおり、テニスコートにつきましては、平成２６年度から手前の１面

をゲートボールコートとして使い、その他のコートについてはテニスコートということで利用し

てございます。確かにテニスの人口についてはそんなにも多くなかったわけでございますけども、

やはりあそこはテニスコートとして整備した関係もありますので、今言ったとおりテニスの人口

が減るのかなというふうに思っておりまして、教育委員会といたしましても中学校、高校に声掛

けるなり、またテニス教室ともしニーズ等があればテニス教室を開催しながら人口も増やしてい

きたいというふうに考えてございます。 

現在教育委員会では第８次の社会教育の中期計画の方策定に向けて、委員さん等含めまして３

２名で委員会等を開催しているところでございます。その中でも学習環境ですとか、その他の社

会体育施設の関係につきましていろんな意見等も出ておりますので、それらも含めまして、また

中期計画の中で意見も踏まえて、今後テニスコートまたそれ以外の体育施設につきましても有効

な活用ができるんであれば、検討していきたいというふうに思っておりますけども、すぐにまだ

フットサルということにならないかもしれませんが、いずれにしても有効な活用ができる方策が

ありましたら検討を進めていきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ぜひ検討お願いします。以上です。 

 

○勝又委員長 

 ほか池下委員。 

 

○池下委員 

 今日議題にないんですけど、実は先月、愛知県の名古屋で中学生がいじめの書き込みをして電
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車に飛び込んだという事件がありました。今回札幌で中学１年生がいじめにあって９月末かな退

学しているという実態があるんですけども、うちの町もたまにこの質問するんですけどアンケー

トをやっているという話なんですけど、特に中学１年生になると清里の場合、札弦、緑とか全員

が清里中学校に行きますので環境がすごく変わるんです。この場合やっぱりいじめとか発生しや

すいっていうのが中学１年生に関してあると。中学１年生ばっかりじゃなくて、小学生のうちか

らそういったアンケート調査っていうのは定期的にどれぐらいの割合でやっているのか。解る範

囲でいいんですけど、ちょっとお答えしていただけるかと思いまして。 

 

○勝又委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 このいじめの関係でございますけども、いじめを把握するためのアンケート調査。調査につき

ましては北海道教育委員会の調査を各学校等でもやっていただきまして、定期的には年２回とい

うことで実施をしているところでございます。それぞれ各学校から例えば子どもたちについては

いじめにあったことがありますかとか、いじめを見たり聞いたりしたことがありますか。それに

ついて学校での例えば確認するとか、何らかの対応をした数というような調査項目になってると

いうことで、年２回ほど定期的にアンケート調査を実施をしてございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 年に２回っていうのは、何月と何月にやっていますか。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 年２回については６月と１１月に調査を実施してございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今回の札幌の退学した件で学校の先生方がコメントしているんです。いじめでなくてふざけて

いると思っていたっていうふうなコメントが載っているんですよ。要するに、ちょっと本人たち

にしたら大問題でも、周りから見ている大人がちょっと見方が甘いのかなというふうに思えたん

ですけども。愛知の問題にしても、いろんな所に自殺があっていつも問題になるのは自殺した子

がいると教育委員会とか学校が動いていろんな対応していますよね。やはりそれじゃ遅いんです
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よ。一人の生命が本当にくだらないいじめで亡くなるっていうのは、全国でほんとにすごく多い

んですよ、最近。うちの町でもやはりこういった小さな町で、無いというふうに決め付けないで

あるということを前提に教職員の指導とかそういうものを徹底していかないと。これも根底から

やっていかないと、なくならないと思うので、特に環境が変わった場合、年２回の道教委の問題

だけでなくて独自にやってもいいですから数を増やして常に子どもたちの情報を把握しておくと

いうのは教育委員会としてやるべきことじゃないかなと私思います。そのへんは今後何回も協議

しながらやっていただければと。 

 

○勝又委員長 

 はい、生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 今、池下委員言われたとおり、道教委のこのいじめを把握するアンケート調査については、年

２回ということでございますが、それ以外でもその都度学校等で十分にいじめを把握できる体制

については、十分にとっていきたいというふうに考えてございます。 

町教育委員会でもいじめの教本紙を策定しておりますし、各学校でも防止の教本紙を策定して

おります。本当にいじめは、先ほど言われたとおり、ある前提と言いますか、そういったことを

踏まえながらいじめをださない体制づくりを教職員、教育委員会、連携を取りながらつくってい

きたいというふうに考えてございます。よろしいですか。 

 

○勝又委員長 

 ほかに委員さんありませんか。なければ生涯教育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 

 大きな２番道内所管事務調査について。事務局お願いします。 

 

○議会事務局長 

 それぞれお手元に資料として２冊作成しております。所管事務については、来週から３日間と

いうことで調整を進めたいと思います。 

薄い方の１ページにそれぞれ日程等、２ページに今回参加される方の名簿、３ページ以降につ

いてはそれぞれの視察調査予定地の概要等載せておりますので、来週の調査前に一通り中身を見

ていただきたいと思います。別冊の方については、ケアハウスの関係２件、資料がたくさんあり

ますけれども、そちらの方も見ていただきたいと思います。なお来週の火曜日２４日、ここの役

場前７時、生涯学習センターのバスで出発するということになっておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 

○勝又委員長 

 ただ今道内所管事務調査について。２４日の７時出発ですね。そういうことで資料用意してお

りますので事前に学習して臨んでいただきたいなとそのように思います。以上で所管事務調査に
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ついてを終わります。 

他委員さんの方から何かありますか。なければ以上で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 

 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、１２月８日火曜日を予定してございます。 

 

○勝又委員長 

 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 

 

○勝又委員長 

 それでは、第１０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２６分） 

 


