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第１１回総務文教常任委員会会議録 

平成２９年９月 ４日（月） 

    開 会   午前  ９時２０分 

    閉 会   午前 １０時１３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北海道市町村総合事務組合規約の一部変更について 

  ②北海道市町村職員退職手当組合規約の一部変更について 

  ③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 

   

 ●企画政策課 

  ①平成２８年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

  ②平成２９年度清里町一般会計補正予算（第２号）について 

   

 ●生涯学習課 

  ①清里町立学校設置条例の一部を改正する条例について 

  ②平成２９年度一般会計補正予算（生涯学習課所管分） 

   

２．意見書の検討について 

  ①適正な地方財政計画の策定を求める意見書について 

  ②教職員の長時間労働是正を求める意見書について 

  ③道教委「新たな高校教育に関する指針」を抜本的に見直し、すべての子どもにゆたかな 

学びを保障する高校教育を求める意見書について 

 

３．道内所管事務調査報告について 

 

４．次回委員会の開催について 

 

５．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 
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○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    ■管財Ｇ総括主査       吉田 正彦    

 ■総務Ｇ主事      松田 里香         

 ■企画政策課長     本松 昭仁    ■企画政策課主幹       清田 憲弘 

 ■まちづくりＧ総括主査 水尾 和広    ■まちづくりＧ主査      田中 誠之 

 ■まちづくりＧ主任   半澤  忍    ■地域振興Ｇ主任       平野 直人 

 ■生涯学習課長     原田 賢一    ■生涯学習課主幹       三浦  厚 

 ■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１１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３点ございます。はい総務課長。 

 

○総務課長 

 それでは総務課の協議報告事項につきまして３件、規約の一部変更であります。担当よりご

説明を申し上げますのでよろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 はい担当。 
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○総務Ｇ主事 

北海道市町村総合事務組合、北海道市町村職員退職手当組合並びに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ご説明いたします。 

まず１ページをご覧ください。１、当該３件の規約の変更につきまして各組合に加盟してい

る２団体が名称を変更したため今回の規約の変更を行うものです。２、変更内容につきまして

ご説明いたします。当該３件の規約はいずれにつきましても西胆振消防組合を西胆振行政事務

組合に、江差町他２町学校給食組合を江差町・上ノ国町学校給食組合に名称を変更するもので

ございます。各規約の新旧対照表につきましては２から３ページに北海道市町村総合事務組合

規約の新旧対照表が、４ページに北海道市町村職員退職手当組合規約、５ページに北海道町村

議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更にかかる新旧対照表を掲載していますのでご覧く

ださい。なお施行期日は総務大臣の許可の日から施行することとします。 

以上北海道市町村総合事務組合、北海道市町村職員退職手当組合並びに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の説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今総務課から①番から③番まで各市町村総合事務組合から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の説明がございました。加盟団体の名称変更に伴う規約の変更と

いうことでございます。委員の皆さま方から何かありますか。 

 他、総務課長。 

 

○総務課長 

 すいません、議案の方に間に合わなかったんですけども、８月の２９日北朝鮮の弾道ミサイ

ルの発射がありましたのでその資料ちょっと今配らせていただきました。それに基づきまして

説明をさせていただきます。 

８月２９日の北朝鮮弾道ミサイルへの対応についてということです。経過につきましては８

月２９日の午前５時５８分ごろに北朝鮮の西岸の方から北海道東北地方に向けてミサイルの方

が発射されました。その後ミサイルにつきましては６時７分ごろ北海道から太平洋側へ通過し、

６時１２分ごろえりも岬東方の東１千１８０キロ太平洋上に落下したということでございま

す。６時１分、国からの緊急情報を伝えるＪアラートと連動しております各携帯電話会社の緊

急速報メール、それから本町の清里お知らせメールによる１回目の通知がありまして、記載の

内容で通知されたところでございます。また２回目としまして６時１４分、記載の関係の内容

のメールが通知されたところでございます。 

その時の対応等でございますが、その下６時６分ごろ最初のメール後すぐ国民保護防災担当

職員が登庁しました。それの職員によりまして情報収集ということで緊急情報ネットワークシ

ステムでありますＭネット、それから国、北海道、テレビ、インターネット等から色々情報を

収集したところでございます。町長と協議しまして課長等の招集を行うということで招集の連

絡を行い、６時３５分、第１回目の国民保護対策本部会議を開きました。その中で情報共有等

を行っているところでございます。また２回目としまして、本部会議の方を８時１５分から開

催をしたところでございます。２回目については追加情報の共有被害及び落下物情報、ミサイ

ル発射時の職員体制等について協議を行いました。被害及び落下物情報につきましては、本町、



 

- 4 - 

日本もそうでございますが被害等はございませんでした。また、ミサイル発射時の職員体制、

Ｊアラートの送信でございますが、これにつきましては今回職員に防災担当から連絡したとこ

ろでございますが、Ｊアラートの送信時につきましては、管理職の職員につきましては自動招

集をするということで、この２回目の会議の中で決めさせていただいたところでございます。

また８月２９日のホームページ、当日でございますが、それと９月１日の広報のチラシでミサ

イルの落下時の行動等についてということで周知をしたところでございます。 

なおこの周知につきましては国の国民保護ポータルサイトの内容等を掻い摘んで報告した内

容というふうになってございます。それに基づいて今回周知を行いました。一番下今後の対応

等となってございますが、本町におきましても新聞等で他の町村も含めて指摘等がございまし

た。本町も正直な話携帯電話を持っていない方への周知方法等については確立されていないと

いうのが現状でございます。今現在、例えば消防サイレンとの連動また屋外スピーカーの設置

の有無、設置した方が良いのか設置しない方が良いのか、設置の必要性等も含めまして、どう

いうことが出来るかということで、検討を行っているところでございます。近隣では斜里町さ

んが海の沿岸の洪水等の対応のところで屋外スピーカーと繋がっている町村が多いんですけど

も、内陸につきましてはなかなか繋がってない、これ同報形の無線っていうんですけどもそれ

についてはなかなか整備がされてないということで、８月の３１日に総務課長・総務担当係長

も研修会、会議もあったんですけども、その中でも今後どういうふうに対応をとっていくべき

かということでいろいろ各町村検討を進めているということでございました。 

本町におきましても今後このミサイルだけではなくて災害等の周知をどのように行っていく

かということを今後大きな課題と捉えまして、いろいろ検討を進めていきたいというふうに思

っているところでございます。以上追加となってしまいましたが報告させていただきます。以

上です。 

 

○勝又委員長 

 ただ今課長より８月２９日の北朝鮮弾道ミサイル時の対応についての説明がございました。

各委員の皆様方から池下委員。 

 

○池下委員 

 テレビ等で見ていると結構あちこちで青森の方で、防災サイレンが鳴ったりしていたという

のはテレビで報道されていたので、今後どういうふうにしていくかは十分協議してもらいたい

なというふうに思うんですけど、実際北朝鮮って何をするか解らないので、例えば核を搭載し

て例えば近隣１００キロ圏内のところに万が一飛ばされたりする場合も全く想定できないって

ことではないけど、何があるか解らないので、その辺も十分踏まえて携帯電話、Ｊアラート、

全くそんなことすら知らない人もいるので十分防災サイレンについては検討してもらいたいと

思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 
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○総務課長 

 今池下委員から言われたことも含めまして、今後どんなことができるかということをいろい

ろな観点から協議しなければならないのかと思っています。ミサイル発射されてから１０分し

ないうちに、実はこちらの方に届いてしまうと。今回も１回目の会議の時にはもうすでに着弾

しているということもありまして、国の方からは頑丈な建物の方に避難ということもあります

けども、そういうのも頑丈な建物といってもミサイルが来たらどうなんだということを含めま

して、実際ミサイル飛んだ時にどんな対応ができるかというのはいろんな課題があるかなとい

うふうに思ってもおりますが、いろんな面で住民の方には、周知方法をいろいろ検討協議進め

ていかなければならないのかな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。 

 

○勝又委員長 

 はい。河口委員。 

 

○河口委員 

 先程課長の最後に説明ありました広報の仕方について、ぜひ検討の中に入れてほしいのは、

車での広報の交通安全だとか火災予防だとかいろいろあるんですが、現実に内容が聞き取れな

い、ほとんど聞き取れないです。それはやはり住宅事情が非常に良くなって、広報車での広報

だとかやっぱりスピーカー、音の広報の仕方というのが聞こえない場所だとかあると思います

ので、その辺含めて将来的にそのいろんな火災にしても、交通安全してもいろんな広報の仕方

の中で、昔有線の各家庭にありましたね、我々が小さい時には必ず家に町からのスピーカーが

流れていた時がありました。今無線という良い手段がいっぱいありますので、住宅事情が良く

なったんで、外からのスピーカーで間に合うかというとなかなか間に合わないケースが多いと

思いますので、その辺将来的にその１つの考え方もあるということだけ検討していただきたい

なと。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 今河口委員からおっしゃられました、広報の周知方法。個別の各家庭への無線機等の設置に

ついても当然どういうものがあるのかも含めまして検討しなければならないかと思いますけど

も、なるべくそういうのも含めまして、どういうことが出来るかは、やはり検討しなければな

らないのかなというふうに思っています。個別または屋外含めましてどういう手法が良いのか

ということを、本町にとって良いのかということを総体的に検討していきたいというふうに思

っています。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他委員さん。ありませんか。災害マニュアルと違ってまたこういう新たな

脅威の部分でのマニュアル整備が、当然うちの町にも無ければ道段階でもきちっとしたマニュ

アルは無いというようなことでね、度重なり脅かされている部分についてのきちっとした対策
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というか、その部分についてのマニュアル等の整備というのは早急に取りまとめるべきでない

かなと思いますのでひとつ検討のほどよろしくお願いします。それでは総務課全体を通して何

か他の案件でもありますか。 

はい加藤さん。 

 

○加藤副委員長 

今の問題の部分ですが、国レベルの問題なんで、むしろテレビの無い家は無いのかな、ラジ

オの無い家は無いのかな。むしろテレビの方があれだとすれば災害時に自動的にテレビが入る。

これがやっぱり室内の中では携帯あるないに関わらず、国がこれを全戸整備するという方向で

の周知の段階でしかないと思うんです。その後の方法については、それこそ落ちた後の話にな

っちゃうんで、これはまたいろんな問題が。防災やそういうこととは別の部分、ミサイル問題

も入れた中での対応というのはなかなか無理だろうと思うので、この部分は国としてきちっと

やってもらうというふうに切り離していく。そして町として逆に防災というひとつの観点の中

からこれまで含めて検討してくとなったら、とんでもないことになっちゃうので、そしたら立

派な建物建てても話にならない。ただそういう形の中で、その国レベル、道レベル、市町村レ

ベルでやらんとならないということを協議、きちっと整理をした中でこの問題については取り

進めていっていただきたいなと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい課長。 

 

○総務課長 

 今加藤副委員長からありましたとおり、国それから北海道、市町村それぞれがそのレベルで

出来ることをそれぞれ検討していきたいと思います。今言われたテレビについてもつけてなけ

れば入る方法が今現在あるんですけど、全戸に普及されてないということありますので、それ

らも含めましていろいろ市町村で出来ることを含めまして検討していきたいというふうに思い

ます。 

 

○勝又委員長 

 他ありませんか。無ければ以上で総務課終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 それでは引き続き企画政策課２点ございます。平成２８年度健全化判断比率及び資金不足比

率について説明をお願いします。はい課長。 

 

○企画政策課長 

 まずその健全化判断比率の説明を担当の方からさせていただきますけども、昨日産業まつり

無事終了いたしました。議員各位の皆様方におかれましては参加団体、関係団体それから来場

等いろんな部分で御協力いただきましたこと、ありがとうございました。無事心配されており

ました台風の影響もさほどなく安全対策に十分注意しながら事故やけがもなく無事終了するこ

とができました。ここに報告させていただきます。いろいろとどうもありがとうございました。 

それでは判断比率の関係について担当より説明させていただきます。 
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○勝又委員長 

 はい担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

それでは私の方から平成２８年度の健全化判断比率及び資金不足比率の状況につきましてご

説明をいたします。１ページをお開き願います。 

この件に関しましては地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により議会に報告さ

せていただくものでございます。また同法第３条第１項の規定におきまして毎年度において前

年度の決算の提出を受けた後、速やかに実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及

び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、そ

の意見をつけて当該健全化判断比率を議会に報告かつ、公表しなければならないと規定をして

おります。また同法第２２条第１項におきましては資金不足比率について同じく議会への報告

及び公表をすることについて規定をしております。 

まずこの表に沿ってご説明をさせていただきます。上段の表になりますが健全化判断比率に

つきましては、４つの指標により地方公共団体の財政状況を判断するというものであります。 

初めに、実質赤字比率でありますが、これにつきましては一般会計等の実質赤字額を標準財

政規模で割った比率を指しておりまして本町におきましては表の中に数字が記載をされてござ

いませんが、これは歳入から歳出を差し引いた額こちらに赤字が生じていないということによ

るものでございます。なお、表にありますように黄色信号であります早期健全化基準につきま

しては１５％以上、赤信号の財政再生基準は２０％以上の数字となってございます。 

続きまして、連結実質赤字比率につきましては一般会計等から特別会計まで合算しました連

結実質赤字額を標準財政規模で割った比率を指してございます。本町におきましては簡易水道

事業と農業集落排水事業の公営企業会計を除く会計の合算で算出をしてございます。こちらも

赤字額は生じておりませんので表の中に数字は記載はされてございません。なお早期健全化基

準は２０％以上、財政再生基準は３０％以上の数字となってございます。 

次に、標準財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す実質公債費比率につきまして

は平成２８年度は９．３％でございまして前年度比０．２％の減少となってございます。平成

２１年度をピークにしまして地方債の償還額が減少しておりまして合わせて実質公債費比率も

減少傾向にございます。また、早期健全化基準は２５％以上、財政再生基準は３５％以上であ

りましてそれぞれ大きく下回っている状況でございます。 

次に債務負担や一般会計以外の会計の地方債償還見込み等を含めた負担比率を示す将来負担

比率につきましては、債務負担行為負担見込、その額及び地方債残高地方債残高等が減少して

いることによりまして平成２４年度より数字につきましては発生をしておりません。最後に中

段の表でございます。資金不足比率でございますが公営企業会計における資金不足額を事業の

規模で割った比率を指してございます。本町における公営企業会計につきましては簡易水道事

業特別会計と農業集落排水事業特別会計が該当しまして歳入から歳出を差し引いた額につきま

してはともに収支は黒字となっております。そうしたことから資金不足は生じていない状況で

ございますので比率については算定上数字は入ってきておりません。なお、経営健全化基準は

２０％以上となってございます。 
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この今御説明をさせていただきました通り、本町においては健全化を判断するための４つの

指標及び資金不足比率につきましては、それぞれ基準以内の数字となってございます。そのた

め財政健全化計画等を作成する必要がないということになります。 

なおこの健全化判断比率につきましては現在監査委員の審査に付している状況でございまし

て意見書が提出された後に議会へ報告し、その後広報等で公表する予定でございます。以上で

説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今担当より①番についての説明がございました。委員の皆様方からありませんか。

無いようですので、次に移ります。②番、平成２９年度清里町一般会計補正予算（第２号）に

ついて。はい担当。 

 

○まちづくりＧ主査 

それでは引き続き私の方から、平成２９年度一般会計補正予算（第２号）につきましてご説

明をいたします。なお個別の内容につきましては各担当課より御説明の方があるので私からは

全体の概要を御説明いたします。２ページをお開き願います。 

はじめに、歳出の方からご説明を申し上げます。 

まず民生費でございますが臨時福祉給付金事業が平成２７年度繰越し分の確定による返納金

でございまして２４４万９千円を計上いたします。障害者生活支援事務事業につきましては、

こちら障害給付費システムの通信環境の改定にかかる負担金の増でございまして、具体的には

ＩＳＤＮ回線からＡＤＳＬ回線の方に改善をされるということでございます。今後国道費等が

入るということもお話を伺っておりますので科目を新設いたします。こちらにつきましては４

千円を計上いたします。続いて障害者生活支援事業につきましては障害者自立支援給付費確定

による返納金でございまして３３万８千円を計上いたします。続きまして、ケアハウス整備事

業でございますが平成３０年に行う外構工事に先立ちまして、ケアハウスの躯体の工事に伴い

まして施工する必要のある配管の整備及び設置溝でございまして３６０万円を補正いたしま

す。この経費につきましては、当初計画から見込んでいる工事費の中に含まれているものでご

ざいます。続いて児童手当支給事業につきましては児童手当の確定に伴う返納金でありまして

１２０万円を補正をいたします。子ども子育て支援交付金事業につきましても実績確定に伴い

ます返納金でございまして、こちらは５７万円の補正をいたします。民生費の補正額合計につ

きましては８１６万１千円となります。 

続いて衛生費でございます。診療所医師住宅支援事業こちらに２６０万円を補正いたします。

これは１６号沿いの旧医師住宅の修繕ということでございます。養育医療費扶助事業でござい

ますが平成２８年度の養育医療費国庫負担金返納でございまして、こちらは９万２千円を補正

をいたします。次に国民健康保険事業特別会計繰出金事業でございますが、国保会計の過年度

返納のための基金を造成する繰出金でございまして５００万円を補正いたします。続きまして

農業集落排水事業特別会計繰出金事業につきましては、平成２８年度決算繰越金確定及び施設

の修繕費の補正による繰入額の調整でございまして６６万７千円の減額補正となります。医師

住宅修繕事業につきましては、こちらは老健医師の住宅の使用後の返納に伴うボイラーキッチ

ン周りの補修美装等を行うものでございまして、こちらは５４万円を補正をいたします。衛生
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費の合計につきましては７５６万５千円となります。 

続いて商工費でございます。こちら江南パークゴルフ場ポンプ小屋復旧事業に４９万円補正

をいたします。企画政策課の所管の部分につきましては、この事業のみでございますのでここ

で御説明をさせていただきたいと思います。本事業は４月の暴風雨の際に倒壊したポンプ小屋

を復旧するものでございます。第６回の委員会におきまして４月１８日の暴風雨による被害報

告をさせていただきました。その部分の復旧となります。内容につきましては既存の基礎の上

にプレハブの小屋を設置するものでございまして木造の小屋からプレハブ物置に変更すること

で費用を抑えつつ耐久性の向上を図るものでございます。予算の積算といたしましては１．４

３坪のプレハブの物置とこちらが４９万円となってございます。財源につきましては特定財源

としまして建物の共済保険金ということで１０万円残りはすべて一般財源となります。 

続きまして教育費でございます。まず清里中学校開校７０周年統合５０周年記念事業の協賛

会の補助事業でございます。こちらは、当該協賛会の設立に係る補助金でございまして６０万

円補正をいたします。続いて学習センター展示物整備事業でございますが、こちらは寄贈いた

だきました絵画を学習センターで展示をするための額縁及び展示に係る壁面の加工費でござい

まして４３万９千円を補正いたします。次に、学習センター電気温水器取替事業でございます

が、学習センター児童室の台所の電気温水器を取り替えするものでございまして３０万円を補

正いたします。教育費の合計は１３３万９千円となります。歳出の現計予算額５５億７７８万

８千円に補正額１千７５５万５千円を追加いたしまして、補正後の予算額は５５億２千５３４

万３千円となります。 

続きまして歳入を御説明いたします。まず、地方交付税につきましては１千６５３万２千円

を充当いたします。諸収入につきましては障害者自立支援給付費負担金、過年度追加交付金が

９２万３千円、先ほどご説明をいたしましたパークゴルフ場のポンプ小屋の倒壊に伴う共済金

１０万円の収入を合わせまして１０２万３千円となります。歳入の現計予算額５５億７７８万

８千円に補正額１千７５５万５千円を追加しまして、補正後の予算額は５５億２千５３４万３

千円となります。続きまして３ページをお開きください。３ページの方には補正予算概要とい

たしまして１００万円以上の事業における補正内容と財源内訳を掲載しております。掲載して

いる事業につきましては企画政策課以外の他の課となりますので所管課よりそれぞれ御説明が

あるものと思います。 

またこちらの資料の方にはちょっと載せておりませんが、債務負担行為補正といたしまして

ケアハウスにかかる指定管理業務の委託料の方を債務負担ということで補正をいたします。期

間は平成３０年より３４年までの５カ年、限度額は３億８千５６０万円ということで聞いてお

ります。詳細につきましては後程担当課の保健福祉課よりご説明があろうかと思います。平成

２９年度一般会計補正予算（第２号）につきましては、私からは以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今②番清里町一般会計補正予算（第２号）についての説明がございました。各委

員の皆様方からありませんか。無ければ企画政策課全体を通してありませんか。以上もちまし

て企画政策課終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 
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○勝又委員長 

 それでは生涯学習課２点ございます。１番、清里町立学校設置条例の一部を改正する条例に

ついて。はい課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは、今回生涯学習課ご協議申し上げます案件でございますが、この９月定例会にご提

案をしたいと考えております、条例改正が１つ。それから一般会計補正予算が３点ございます。

各担当よりご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

それでは清里町立学校設置条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。資料

１ページ目をご覧ください。町立小中学校につきましては、清里町立学校設置条例に基づき設

置しておりますが、緑町小学校が本年度末をもって閉校となることから関係条例の変更を行う

ものであります。２ページ目の新旧対照表をご覧ください。ページ右側改正前の別表第１に記

載されている緑町小学校の名称と位置の方を削除いたしまして、左側改正後は清里小学校、光

岳小学校の２校となります。別表第２につきましては、中学校の規定でございますので省略さ

せていただきます。附則につきましては平成３０年４月１日から施行することであります。以

上で提案理由の説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。１番、学校の設置条例の一部を改正する条例についての説明がございました。委員の

皆さま方ありませんか。無ければ次に移ります。２番、平成２９年度一般会計補正予算生涯学

習課所管分について。はい担当。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

それでは生涯学習課補正予算協議事項のうち、学校教育グループ分、清里中学校開校７０周

年、統合５０周年記念事業につきましてご説明いたします。資料の３ページです。 

予算科目教育費、教育総務費、教育諸費の清里中学校開校７０周年統合５０周年記念事業で

ありますが、清里中学校につきましては昭和２２年の上斜里中学校の設立認可から今年で７０

周年、また昭和３０年の名目統合から数えると平成３０年４月１日で５０年を迎えることとな

っております。これら記念行事を行う組織として８月２８日に、記念事業協賛会の設立総会が

開かれており記念式典の開催が平成３０年１２月に予定されております。協賛会におきまして

は、平成３０年度の事業財源を卒業生などから募る予定をするとお聞きしておりますが、本年

度における事前準備のための財源がないことから町より６０万円補助することとして提案して

いきたいと考えております。経費の内訳でありますが寄付依頼に係る郵便料として３７万円、

看板設置に５万円、その他事務費として１８万円合計して６０万円の計上となりまして財源は

すべて一般財源となります。学校教育グループ分につきましては以上です。 

 

○勝又委員長 

 はい担当。 
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○生涯学習課主幹 

続きまして社会教育グループ分を御説明いたします。２段目でございます。９款教育費、４

項社会教育費、３目生涯学習総合センター費の学習センター展示物整備事業でございます。先

月８月９日常任委員会でもご説明いたしました栁瀨画伯からの絵画寄贈の寄贈絵画に関する展

示に関する額縁の購入と展示場所への加工に要する費用といたしまして、手数料５万円及び備

品購入としまして３８万９千円あわせて４３万９千円を計上いたします。財源につきましては

すべて一般財源でございます。 

続きまして同目ですが、学習センター電気温水器取替修繕事業でございます。学習センター

の児童室で使用してございます、学童保育用の給湯用電気温水器が故障いたしました。センタ

ー開館時から使用している温水器のため、すでに２０年が経ち部品供給がなく、簡易な修繕で

は対応できない状況でございます。これから冬場を迎えるに当たって温水が使用できるよう温

水器の更新によりまして修繕対応をしてまいりたいと考えてございます。修繕料といたしまし

て３０万円を計上するものでございます。財源はすべて一般財源でございます。以上で説明を

終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今２９年度一般会計補正予算生涯学習課所管分についての説明がございました。

委員の皆様方から何かございますか。よろしいですか。はい加藤委員。 

 

○加藤副委員長 

 ちょっと参考までにこの絵画購入するところの経費の中で手数料って何ですか。 

 

○勝又委員長 

 はい担当。 

 

○生涯学習課主幹 

これ今予定しているところの壁面ですけれども、そこに額縁と壁面と合わせるために壁面の

多少補強するための加工をすると予定してございますので、そちらにかかる作業にかかる手数

料という形で予定をしてございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

他ありませんか。生涯学習課全体通して他にありませんか。それでは生涯学習課以上で終わ

りたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 大きな２番、意見書の検討について事務局。 
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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、総務文教常任委員会所管の３件の意見書が提出され

ておりますので、ご説明させていただきます。 

意見書の検討について、資料１ページをご覧ください。総務文教常任委員会所管の３件の意

見書につきましては、清里地区連合久郷康之氏より持参提出されたものです。 

４ページをお開きください。１件目、適正な地方財政計画の策定を求める意見書について。

記以下を読み上げて説明いたします。１．地方自治体の基金は２００４年度の地方交付税臨時

財政対策債の一般財源の大幅削減による自治体財政危機自治体にかかわる国の突然な政策変

更、リーマンショックなどの経済環境変動下でも災害の復旧復興や住民の福祉の向上のために

必要な事業に対応できるよう財政支出の削減等に努めながら積み立てたものであり、これを地

方財政計画へ反映しないこと。 

２件目を説明いたします。７ページをお開きください。教職員の長時間労働是正を求める意

見書です。記以下を読み上げて説明いたします。１．教職員の長時間労働是正に向け、給特法

の改廃を含め抜本的な法整備を行うよう国に働きかけること。２．当面現行給特法条例下にお

いては道教委修学旅行の引率業務に従事する道立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領

における対象業務の拡大や運用の改善など実効ある超勤解消策を早急に講ずるとともに長期休

業期間中の校外研修の保障など教職員の勤務条件、教育条件の改善を図ること。３．部活動を

社会教育に移行するよう国に働きかけること。当面部活動過熱化防止策を全道すべての学校で

徹底すること。 

３件目を説明いたします。１１ページをご覧ください。道教委新たな高校教育に関する指針

を抜本的に見直し、すべての子どもに豊かな学びを保障する高校教育を求める意見書です。記

以下を読み上げて説明をいたします。１．道教委が２００６年に策定した新たな高校教育に関

する指針は地域の教育や文化だけでなく経済や産業など地域の衰退につながることから現在検

討している新しい指針についてはこれまでの指針による序列化、高校間格差、地域間格差など

の問題点を抜本的に見直したものとすること。２．高校の学級定員を引き下げること。当面地

域の高校や定時制高校を先行的に３０人以下学級とすること。３．教育の機会均等と子どもの

学習権を保障するため遠距離通学費等補助制度の５年間年限を撤廃するとともに、以前より高

校が存在しない町村から高校へ通学する子どもたちも制度の対象とすること。４．地域の高校

を存続させるため、地域キャンパス校については道教委が検討している２年連続２０人を下回

った場合は統廃合するとする基準の改悪をしないこと。また、障がいのあるなしにかかわらず、

希望するすべての子どもが地元の高校へ通うことのできる後期中等教育を保障するため、地域

合同総合高校の設置など豊かな高校教育を実現するため検討を進めること。 

以上、９月定例会に委員長名での意見書の提出、また内容のご協議をお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 ただ今３点の意見書の検討についての説明がございました。委員の皆様方から何かございま

すか。無いようですので取り扱うということでよろしくお願いしたいと思いますが、良いです

か。はい。 

 

 



 

- 13 - 

○勝又委員長 

 それでは以上で終わります。大きな３番、道内所管事務調査報告について。 

 

○議会事務局長 

 道内所管事務調査報告についてご説明申し上げます。報告書を１枚お開きいただきたいと思

います。 

道内所管事務調査報告書。道内所管事務調査本町の行政課題の解決を図るため、各常任委員

会が所管する調査事項について道内先進地の市町村等を視察し調査研究を行うものです。今回

総務文教常任委員会、産業福祉常任委員会が合同で道内所管事務調査を実施いたしましたので、

その結果について報告申し上げます。１、調査期日、平成２９年７月１２日水曜日から１４日

金曜日までの３日間。２、調査地、調査事項（１）伊達市、ライフモビリティーサービス相乗

りタクシーについて。（２）特定非営利活動法人ゆめみーる（登別市）地域食堂ゆめみーる。

（３）白老町①海の子保育園の民営化について。②保育料（利用者負担額）について。３、参

加者、総務文教常任委員会委員長勝又武司、総務文教常任会副委員長加藤健次、産業福祉常任

委員会委員長前中康男、産業福祉常任委員会副委員長池下昇、委員 村島健二、河口高、堀川

哲男、伊藤忠之、議長田中誠、事務局長溝口富男随行。調査内容につきましては以下の部分で

記載してございますのでご一読いただきまして指摘訂正事項等ございましたら、後で私の方ま

で言っていただければと思います。 

それで１点なんですが白老町の②の保育料利用負担額についてですが、当初認定保育園の関

係ということの内容になっておりましたが、より具体的な内容の項目名に変えておりますので

ご了承ください。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今道内所管事務調査の報告書についての説明がございました。内容を目通されま

して、ここはこうしたら良いというようなことありましたら事務局の方へお伝え願いたいと思

います。そういうことで、終わらせてよろしいでしょうか。はい。それでは大きな４番の次回

委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会でございますが、１０月１１日水曜日、この会場で行う予定でおりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 次回委員会は１０月１１日水曜日ということでこの場所でよろしくお願いしたいと思いま

す。大きな５番のその他、ありませんか。事務局ありませんか。 
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  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第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１３分） 


