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第１２回総務文教常任委員会会議録 

平成２９年１０月１０日（火） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前  ９時４５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２９年度人事院勧告の概要について 

   

 ●消防署清里分署 

  ①平成２９年度秋の火災予防運動について 

   

 ●生涯学習課 

  ①平成２９年度「全国学力・学習状況調査」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  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       伊藤 浩幸    ■総務課主幹        梅村百合子    

 ■総務Ｇ主査      吉本  淳        

 ■消防署清里分署    野呂田成人    ■救急係長         小笠原明博 

 ■生涯学習課長     原田 賢一    ■生涯学習課主幹      三浦  厚 
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 ■学校教育Ｇ主査    新輪 誠一     

    

  

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○勝又委員長 

 第１２回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○勝又委員長 

大きな１番、町からの協議報告事項総務課１点ございます。平成２９年度人事院勧告の概要

について。はい課長。 

 

○総務課長 

 総務課からの１点でございますが、本年８月に出されました、平成２９年度の人事院勧告の

概要につきまして担当の方から説明をさせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○総務Ｇ主査 

それでは私の方から、平成２９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８日、人事院が平成２９年度の勧告を行っております。勧告の概要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が、人事院の調査によります今年度の官民比

較におきまして月例給で６３１円、ボーナスで０．１２月分、民間が上回っていることから格

差を埋めるため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０．２％の若年層を中心とし

た引き上げ、２番の勤務手当０．１月分の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、月例給につきましては４月１日に溯って適用、勤勉手当に

つきましては１２月手当分において適用となっております。 

以上、今年度の人事院勧告の概要についてご説明いたしましたが、勧告内容の実施時期につ

いてご説明いたします。 
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例年であれば閣議決定された後、秋の臨時国会における法改正を受けて条例改正となります

が、本年度はこれから解散総選挙がございまして、新内閣が発足後、閣議決定され、国会で審

議されることになるため、現時点においてその時期は未定でございます。本町におきましては

国の動きに合わせて適切な時期に給与条例等の改正及び補正予算措置をいたしたいと考えてお

ります。 

以上で平成２９年度人事院勧告の説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、平成２９年度人事院勧告の概要についての説明がございました。各委員の皆さま方

からありませんか。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 ここに若年層って書いてあるのですけども、何歳までを指しているのか。 

 

○勝又委員長 

 はい。担当。 

 

○総務Ｇ主査 

大体３０歳位を目途に１千円ぐらいの引き上げ、それ以降につきましては４００円程度とい

うような形の試算となってございます。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。ありませんか。無ければ総務全般としてありませんか。 

無いようですので、以上で総務課終わりたいと思います。課長。 

 

○総務課長 

 先ほどの話にも出ていましたけど、衆議院の選挙の関係でございますけども、２８日解散と

なりまして、本日が公示日で２２日に選挙というふうになっております。 

明日から期日前投票等始まりまして、選挙事務の方へ進めてまいりたいというふうに思って

おりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

○勝又委員長 

 他ありませんか。無いようですので、総務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 

 それでは引き続き消防署。清里分署平成２９年度秋の火災予防運動について。 

 

○消防分署長 

 委員長。 
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○勝又委員長 

 はい、消防分署長。 

 

○消防分署長 

 消防署清里分署からの提出議題であります、平成２９年秋の火災予防運動について、係長よ

りご説明申し上げます。 

 

○救急係長 

 平成２９年秋の火災予防運動についてご説明いたします。 

１ページ目をお開き願います。本年度の秋の火災予防運動は、「火の用心ことばを形に習慣

に」を統一標語とし、１０月１５日から１０月３１日までの１７日間で実施いたします。 

住民への周知方法ですが、広報きよさと１０月号及び町ホームページお知らせメール、フェ

イスブック上で周知し、公共施設や各事業所等に消防団員募集ポスター及び清里分署で作成い

たしました啓蒙ポスターを配布し、運動の周知と火災予防意識の高揚を促してまいります。 

次に、期間中の行事ですが（１）の火災予防車両パレードにつきましては、１０月１６日に

消防団員の協力のもと清里地区が午後１時から、札弦地区が午前１０時から、緑地区が午前１

０時４０分からそれぞれ実施いたします。（２）の火災予防啓蒙事業所訪問ですが、こちらも

１０月１６日午後１時から消防団員の協力のもと啓蒙ポスターなどを配布し、運動の周知と火

災予防の呼びかけを行います。（３）の火災予防広報活動ですが、１０月１７日から１０月２

５日までの午後３時から午後５時の間で、職員で実施したします。１０月２６日から１０月３

１日までの午後７時から午後８時までの間で、消防団員で実施いたします。 

次に、火災予防啓蒙サイレンの吹鳴につきましては、１０月１５日から１０月１９日までと

１０月２７日から１０月３１日までのあわせて１０日間の日程で、午後７時から３０秒間吹鳴

いたします。 

次に防火査察の実施につきまして（１）の一般住宅防火訪問ですが、１０月２３日から１０

月２５日までの日程で、商工団地、向陽、江南地区を対象として火災予防の呼びかけと住宅用

火災警報器等の住宅用機器の復旧促進を図ってまいります。（２）の防火対象物と危険物施設

の防火査察ですが、火災予防運動期間中に防火対象物への立入検査と危険物施設が付随してい

る防火対象物については同時に危険物査察も実施いたします。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、平成２９年度秋の火災予防運動についての説明がございました。各委員の皆様方か

ら質問意見等ありますか。無いようですので、消防全般を通してありませんか。 

それでは以上をもちまして、清里消防清里分署の件につきまして終了したいと思います。ど

うもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 生涯学習課１点ございます。平成２９年度全国学力学習状況調査の結果概要について。 
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○生涯学習課長 

 委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは生涯学習課からは、平成２９年度の全国学力学習状況調査の結果概要がまとまりま

したので、内容についてご報告をさせていただきます。１ページ目からご覧ください。 

本調査の目的でございますが、教育施策の成果と課題、これを検証し改善を図ること。それ

から児童生徒への教育指導の充実、学習状況の改善を図ること。さらに教育に関する継続的な

検証改善サイクルを確立すること。これを主な目的として毎年実施しているところでございま

す。 

２番目の調査の概要でございますが、本年度につきましては、４月１８日火曜日に全国一斉

に全ての小中学校で行われております。ただし本年度につきまして清里小学校につきましては、

当日学年閉鎖がございました。そのため４月２４日月曜日に清里小学校だけ実施をしておりま

す。よって清里小学校の結果につきましては、全国の方では集計されず、あくまでも参考値と

いうことで本町独自に集計しているものでございますのでご了承ください。 

参加の状況でございますが、清里小学校が６年生２４名、光岳小学校が６年生１名、緑町小

学校が６年生１名、清里中学校が３年生３６名となっているところでございます。 

調査の内容でございますが、本年度は国語と算数、中学校は数学でございます。それぞれＡ

問題・Ｂ問題がございます。Ａ問題につきましては、主に知識に関する出題、Ｂ問題につきま

してはその知識を活用して解く問題となっているところでございます。 

その他、質問紙調査としまして生活習慣、学習意欲、学習方法、国語や算数、数学などの学

習に関する調査、これらを質問紙調査で調査しているところでございます。 

では３番目の調査結果の概要でございます。本町におきましては、学校間の過度な競争を避

ける、それから地域の特殊性、児童数が少ない学校のプライバシーの配慮などの観点から町全

体の公表について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公表する

こととなっております。公表の方法は、町全体の状況をグラフ等により国、北海道と比較分析

するとともに、平均正答率につきましては国、道との比較を具体的な数値ではなく、文言、言

葉で表現することとしております。また質問紙調査の結果についても公表をすることとしてお

ります。 

この（１）教科に関する調査の概要でございますが、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けども、全道それから全国とのポイント差によって清里が低い、やや低

い、ほぼ同じ、やや高い、高いの５段階で示すものでございます。 

小学校につきましては、国語Ａは全道全国よりもやや高い状況、Ｂにつきましては全道全国

より高い、算数Ａは全道より高く全国よりもやや高い状況です。算数Ｂにつきましては、全道

よりやや高く全国とはほぼ同じ程度の数値となっております。 

中学校につきましては、国語Ａは全道全国よりやや高い、国語Ｂは全道全国とほぼ同じ、数

学のＡは全道全国より高い、数学Ｂにつきましては全道全国とほぼ同じ程度の数値となってお
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ります。では次のページをご覧いただきたいと思います。 

教科領域別の傾向について、グラフで示しているところでございます。各教科の領域別に全

国を１００とした場合の全道及び清里町の状況を示している表でございます。細かい点線が全

国平均の１００となっております。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、内側であれば下回っているということになります。 

はじめに上の小学校６年生でございますが、算数Ｂの量と測定と図形以外は全国とほぼ同じ

か上回っているところです。 

また算数Ｂの図形が極端に低くなっています。この設問は分析をしますと無回答の児童が多

く、全体２６人のうち１人しか正解しておりません。これは２択の問題で答えを２つから選ぶ

問題ですが、それだけではなく選んだ理由を、記述式で説明をするという非常に複雑な問題と

なっております。と同時にこの問題が、算数Ｂの最後の問題というふうになっております。そ

のようなことから確定したことは申し上げられませんが、最後の問題まで行き着かなかった児

童が多いのではないか、そのようにも考えられるところでございます。 

次に中学校３年生、下の表でございますが、国語Ｂの言語事項それから数学Ｂの図形これ以

外につきましては全国と同じか上回っている状況でございます。 

では３ページ目の質問紙調査の中身について御説明いたします。質問紙調査につきましては

質問が多岐にわたっておりますので、特徴的なものをピックアップして御説明します。なお表

のうち、上段これは清里町の昨年との比較、昨年との差でございます。中段が全道との差、一

番下が全国との差を示しているところでございます。１番目から５番目の質問は、主に児童生

徒の意識について、６番目から１２番目は児童生徒の家庭での過ごし方、そして１３番目から

１６番目は教科、科目に関する質問となっております。 

初めに、上から３番目、自分には良いところがあると思うという質問に対して、本町の児童

がそう思うと答えた割合は、全国平均よりも１５ポイント高くなっており、自己肯定感が高い

傾向にあると伺えます。 

また４番目の将来の夢や目標を持っているか。この質問につきましては持っていると答えた

割合が町内の小中学生ともに１０ポイント以上全国よりも低い結果となっているところでござ

います。 

また１０番目の普段、学校の授業以外に１日当たり１時間以上家庭学習、勉強するかという

問いに対して、すると答えた小学生の割合につきましては、全国に比べて１８ポイント低くな

っております。逆に今度中学生でございますが、１７ポイント全国より高い状況となっており

ます。また中学生につきましては全くしないという生徒はおりません。 

次に１２番目、家で、自分で計画を立てて勉強すると答えた生徒の割合が、全国に比べて１

８ポイント低くなっております。これは与えられた宿題はやるけども、自ら進んで勉強をする

児童が少ないのではないかというふうに考えられます。 

１５番目、算数の勉強は好きだと答えた小学生の割合は全国よりも１８ポイント、中学生で

は数学でございますが１９ポイント高くなっております。中学校の場合、特に教科担任の考え

方、それから指導の仕方等も影響するのかなというふうに考えているところでございます。 

以上、調査結果概要を説明させていただきましたが、この数字の変動、プラスマイナスにつ

きましては、全体数がそもそも少ないということから極端な児童生徒が１人・２人おりますと、

平均値が大きく変動することもございます。 
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また、この年度による変動でございますが、これにつきましても各学年ごとに個性がござい

ます。そのようなことから単年度で全年度との比較でプラスマイナス、ここで一喜一憂するも

のではないのかなというふうに捉えているところでございます。 

今後につきましては、学校と更なる分析を行いまして、明らかになった課題を解決すべく学

校、家庭、地域そして教育委員会が連携協力をいたしまして、学力向上のみならず児童生徒の

生活習慣の改善に向けた取り組みを進めていきたいというふうに考えております。以上、説明

を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、平成２９年度の全国学力学習状況調査の結果の概要についての説明がございました。

各委員の皆様方から。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 この中の３項目・４項目についてなんですが、自分に良いところがあると思うというのが非

常に高い値で、次の夢や目標っていうのが低い。若干相反するところがあるのかなと思ってい

ます。これはどうなんでしょう。一番の原因って言いますか、先ほど課長が言われる担当の教

員による差というのは非常に大きいと先ほど言われました。教員というのは常に異動がありま

すので、この辺はしっかりとした清里町の教育方針というのがきちんと一本筋を通っていない

と、教員によって多少変わるというのは、非常に理不尽な部分あると思いますので、本当に小

学校あるいは中学校、非常に大事な部分が良いところがあると思いながら、夢が持てないとい

う、これは政治のせいもたぶん多いとは思いますけれども、むしろ小学・中学というのはまだ

まだやっぱり世の中じゃない部分で夢を一番持てるんだろうと思いますので、その辺の教育方

針と言うか、清里町の教育方針はいっぱい載っていますので、それがきちんと理解されている

のかなという気は、今日見ただけなんですけど、相反する部分という、その辺は教育目標とい

う中で具体的な部分を落とし込んでいかないとだめなのかなと思っています。以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただ今の河口委員のご指摘にありました件につきましては、私も同感で感じているところで

ございます。 

実を申しますと、この例えば自己肯定感につきましては非常に年度によって差が激しく、非

常に低い年もありまして自分に自信がない年もございます。 

先程も申しましたとおり、アンケートの母体が少ないものですから、平均で一喜一憂は出来

ないですが、非常に学年の個性というのがあるのかなというふうな気がしております。 

特に社会教育の行事なんかは顕著にそれが出ておりまして、学年によって出席率が極端に違

う学年もございます。そのようなことでは学年ごとに個性はあるというふうに私どもは考えて

おります。と同時に委員ご指摘もございました教育目標について、きっちり学校長を通じて各

教職員に伝えられ、そして各学校の単年度の目標に則って、教育活動を進められるわけですが、
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それにつきましては、十分その結果を踏まえながら、今後の方針について各教職員に指導指示

をしていただけるよう各学校に伝えてまいりたいというふうに考えます。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 全国・全道から比べても非常に高い学力ということなんですけど、先進地視察ということで

秋田県とかに視察に行かれているわけですけども、高い学力を保つための特徴的な取り組みみ

たいなことがされているのかどうなのか、もしされているんだったら、その辺ちょっと教えて

ほしいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 清里町において、特段他の市町村と違うようなことはやっておりません。特徴的なことと申

しますと朝の読書。これは各学校１０分～１５分の時間を取ってやっております。読書という

のは読解力をつけるために大変重要で、問題ＡではなくＢ問題を解くにあたっては非常に有効

とされております。そういう意味では読書活動が功を奏しているのかなというふうに考えてお

ります。また能力別に分けた授業等も行っておりますので、それについても結果に結びついて

いるのではないかというふうに考えております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川委員 

 今読書という話が出たんですけども、この中で若干年代的にかもしれませんけども、読書に

関しては、余り本は読まれていないという傾向があると思うので、この辺なんかも少し力を入

れていただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 読書につきましては確かに学校での取り組みはやっているところですが、一番課題となるの

は家庭での読書の習慣が本町の児童生徒は余り身についていないという傾向がございます。 

昨年の９月から図書館の司書を学校に派遣する制度がスタートしております。その中でも学

校の先生から個々の家庭での取り組みどうしたものかということで相談を受けているところで

ございます。なかなかこれといった妙案がまだなかなか無いわけではございますが、家庭での
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読書の習慣の意識づけの活動を今後してまいりたいというふうに考えております。以上です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。ほか、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 この質問紙調査、参考になるなって思ってはいるのですけども、最後にちょっと１点だけ気

になっているのが、１５番・１６番なのですけど、算数または数学の勉強は好きだと。算数の

授業の内容は良く解るという部分なのですけど、結構比例していくものかなと思っているんで

すね。 

ただこれ見ていると中学校の方ですけど、数学の勉強は好きだが全国平均がプラス１９なの

に対して算数の授業の内容が良くわかるがマイナスになっちゃっているのですよね。この部分

ちょっとどのように捉えているのかまず聞かせていただきたいなと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 これにつきましては正直まだ分析ができておりません。先程申しましたとおり、中学校教科

担任がございますので、先生によるところなのかなという、ちょっと申し訳ございません、こ

こにつきましては、また中学校に内容を確認させていただきたいと思います。申し訳ございま

せん。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今現段階ではなかなかうまく把握できてないというのは解りました。あと、今課長おっしゃ

られていたとおり、ここの部分でかなり重要な部分だと思うので、しっかり精査していただい

て、今後の対応をしていただきたいなとそのように思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 戻りましたら、中学校に連絡を取りながら、この内容について学校と分析を進めて参りたい

と思います。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん。ありませんか。よろしいですか、皆さん。前中委員。 
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○前中委員 

 先ほど図書の話が出て、家庭における読書習慣を身につけていきたいという話があったので

すけど、現状で学童保育、プラネットによる読書も散見されるのかなと思うんですけど、その

辺の見識と、あと学力。これ全国学力テストは平成１９年おそらく１０年目ですよね。常にデ

ータとして処理されてきて、その時々の学年の個性という課長の話がありましたけど、その個

性といえども平均的なデータの総数が少なければ、でこぼこは確かにあるんですけども、全体

の流れとしては学力向上に向けての取り組みということで本町かなり教育的な財政出動してい

るんですけど。 

次の課題になるんですけど、学力向上に向けて本町の取り組み中でタブレットの導入だとか、

そういう先進的な事例の中で、今まで施策支援しているんですけども、それについての検証は

なされているんですか。そこら辺が今の説明の中では、学年におけるばらつきがあるという答

弁だったんですけど、タブレットを普及させながら習熟別授業だとか加配だとか、本町として

も教育の分野で率先して施策を打っているのですけど、それに向けてのきっちりした検証をど

う考えているのか。課長の方からちょっとお話聞かせていただきたい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 まず１点目の学童保育における読書活動でございますが、これについては例えば一斉に何時

から何時までは全員読書をしなさい、そのような指導はしてはおりません。ただ図書館は重要

な学童の活動の場所と位置づけておりまして、図書館で本を読むという指導をしているところ

でございます。ただこれも若干悩みがございましてビデオ、ＤＶＤを観たいという児童もおり

ますので、その辺どう学童の中で制限をしたら良いのかなということは、今議論をしていると

ころでございます。 

それから教育活動、いろんな支援をしておりますが検証ということでございます。これにつ

きましては過去１０年に及ぶ中で基礎学力、これにつきましては確実に向上していると感じて

おります。ただこれがタブレットを導入したことにより何点上がったということは申し上げら

れないところでございます。習熟度別などにつきましては、確実に底辺の比較的点数がとれな

い児童生徒の底上げにつながっているというふうに考えているところでございます。 

 

○前中委員 

 ちょっともう１点、タブレットの話になるんですけど。学校現場では、そこら辺先生方との

理解の中で活用方法だとか常に研鑚されていると思うんだけど、そこら辺はどのように。現段

階では現場も確認されているとは思うんですけど、どのような現状で活用されているんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 
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○生涯学習課長 

 ＩＣＴ教育全般でございますけども、学校に支援しております特色ある補助金を活用しまし

た教職員を対象としましたＩＣＴの研修を実施しているところでございます。またＩＣＴの研

修について教職員派遣をしているところでございます。 

ただこれにつきましても新しい先生が入ってきますと、また使い勝手が違う、機種が違うと

いう課題がございますので、継続的に研修をしながら先生方が着実に授業で活用できる体制を

とってまいりたいというふうに考えておるところでございます。以上です。 

 

○前中委員 

 わかりました。 

 

○勝又委員長 

よろしいですか。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 関連するそのＩＣＴ教育の中なんですけど、私もいろんなことで体験していまして、実際に

ＩＣＴ教育については非常にやっぱり先生間の理解の差が大きい部分があるんです。 

先ほど言われたように環境整備は町がいろいろやっていきます。だけどそれをどうやって利

用するかというのは現場になる。で、現場がものすごい温度差がたくさんあるよと。これはど

っかで是正しなきゃいけないと役に立たない。ＩＣＴに関しては、１年１年陳腐化しちゃうん

ですね。何をやりたいかということをしっかり町として、これは絶対この町で把握だとか、や

るという目標をしてないと現場任せはやっぱりだめなんです、このＩＣＴだけは、やり方につ

いては当然現場ですけども、このへんは絶対網羅するんだということだけは、しっかり組み立

てないとだめだと思います。以上です。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ＩＣＴ教育につきましては、私もそれを活用される日を目がけて学校等で活用方法について

見ているところでございます。おっしゃるとおりＩＣＴ、コンピューターを中心としたもの得

手・不得手というのは当然あるわけですが、これは個人の先生の得手・不得手に関係なく当然

使われなければならないものだというふうに考えております。 

この点につきましても学校での利用の活用の実績をきっちり把握しながら、各学校に指導を

努めてまいりたいというふうに考えます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。加藤委員。 
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○加藤副委員長 

 言葉では解るんだけども、どういうふうにしたら指導していくのかという問題があるので、

そのへんについては、いろんな意味で専門の先生を町として小学校から高校まで、いろんな方

に対するＩＣＴの専門職員を置くというスタンスが、課長が言われる基本の中に進めていきた

い、努力していきたいというのは大前提の問題があると思う。 

その辺を含めて施設の整備はされたけれども、運用段階で基本的というのは全くゼロと等し

いので、ソフトの部分に対する取り組みの仕方、考え方はその通りだと思うんですが、実際に

進めるにあたってどういう形で本当に今後行くべきなのか、それは小学校からあるいは幼児教

育からそういうものの専門の関係の中どういうふうにしていくのかの検討もあわせてしていか

ないと、問題の解決はなかなか進まないのかなと。その辺についての考え方ちょっと。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 今、副委員長おっしゃられましたとおり、専門の職員の採用ということにつきましては現在

私の立場では言及できるところではございませんが、具体的な方策、学校の現状を把握し、そ

してどう指導をしてまいるか、ここにつきましては、すぐにでも出来ることでございますので、

各学校に協議をしてまいりたいというふうに考えます。以上です。 

 

○勝又委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 指導はできるけども、実際にやろうと先生方がしても、具体的にそれをどうするんだという

操作関係、あるいは資料、あるいはいろんなところから持ってくる。この辺検証というのはそ

ういう先生がいる年は良いですけど、いない学校やいない年代については大変な問題が同じよ

うに起きると思う。その継続性をきちっと整理していくというのは非常に難しいと思うので、

その辺を十分にできるような体制づくりも、町村で出来るのか、あるいはいろんな形の中から

講師の依頼を頼むのか、その辺の検討をしてかないと前に進んでいかない問題だというふうに

思う。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただ今のご指摘につきまして、次年度に向けまして検討を進めてまいりたいと思います。あ

りがとうございます。 
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○勝又委員長 

 他委員さんからありますか。教育全般を通してありませんか。 

無いようですので、以上持ちまして生涯学習課終わりたいと。はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 よろしいですか。申し訳ございません。その他で１点報告でございます。１０月２日に教育

委員会が開催されました。その中で、９月定例会で同意をいただきました青沼拓代教育委員が

着任をしていますので、ご報告をいたします。同時に１年任期になっております。教育委員長

には石井幸二氏、それから委員長の代理につきましては森田実氏がそれぞれ再任されておりま

すのでご報告をいたします。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい。委員さんからありませんか。無いようですので、以上もちまして生涯学習課を終わり

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、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会の開催でございますが、１１月８日水曜日、この会場で予定しておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 次回委員会１１月の８日水曜日ということです。 

大きな３番のその他。委員の皆さまありませんか。事務局ありませんか。 

 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 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 ９時４５分） 

 


