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第９回総務文教常任委員会会議録 

平成３０年 ８月 ８日（水） 

    開 会   午前  ９時０１分 

    閉 会   午前  ９時５４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３０年７月豪雨災害に関する対応について 

 

●消防署清里分署 

  ①平成３０年度清里消防団防災訓練について 

   

●生涯学習課 

  ①高校進学に関するアンケート調査について 

  ②清里高校生海外派遣研修について 

 

２．次回委員会の開催について 

 

 

３．その他 

 

 

 

○出席委員（６名） 

    委員長  勝 又 武 司    副委員長  加 藤 健 次 

     委 員  河 口   高    委  員  池 下   昇 

       委 員  伊 藤 忠 之    委  員  堀 川 哲 男 

※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    委 員  村 島 健 二 

 

 

○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 

 ■管財Ｇ総括主査    吉田 正彦     

■消防分署長      岡崎  亨    ■警防係長      半澤 孝貴  
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■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総括主査  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９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、町から協議報告事項にして総務課１点ございます。平成３０年７月豪雨災害に

関わる対応について。はい、課長。 

 

○総務課長 

 それでは、総務課の案件でございますが、平成３０年７月豪雨災害に係る対応の関係でござ

います。 

本件につきましては、台風７号及び前線等に伴います大雨の災害によりまして、西日本を中

心に甚大な被害をもたらしているところでございます。いわゆる平成３０年７月豪雨災害の対

応の関係でございまして、本町として義援金等により被災地等の復興支援に寄与してまいりた

いというふうに考えているところでございますので、御説明をさせていただきたいと思います。 

１ページをご覧いただきたいと思いますが、基本的な考え方につきましては記載のとおり、

平成２３年度東日本大震災、それから平成２８年に発生いたしました熊本地震の取り組みを基

本にいたしまして、また近隣市町村との対応状況も踏まえまして対応してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

１ページの１番、北海道町村会オホーツク町村会、近隣市町村の取り組みということで２ペ

ージをご覧いただきたいというふうに思います。この対応状況につきましては電話等での聞き

取りということで、現在検討中ということで最終段階でないという事でご理解いただきたいと

いうふうに思います。北海道町村会につきましては、見舞金支出の方向で検討を進めていると

いうことで、他府県等の町村会の対応を見て額等の検討をしているということでございます。

オホーツク町村会につきましては、管内統一した対応の予定なしということで、それぞれの市

町村が対応ということになっているところでございます。北見市につきましては現在検討中、

それから網走市も同じく検討中でございますが、網走市につきましては、熊本の時に３００万

ということがありまして、同じような考え方のもと進んでいるということでございます。美幌

町につきましては、もう既に３００万円の義援金、それからＢ＆Ｇプールの財団の方から要請

があるということで１０万円。合わせまして３１０万円を既に７月１８日で専決を行いまして、
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７月の２６日に、既に支出をされているということでございます。津別町につきましては、他

町村とはまた取り組み方が違うんですけども、ふるさと寄付金の３％ということで、選択した

寄附金の使い道とは別に寄附金の３％が被災した地域の寄附金になるということで、詳細は把

握していないところではございますが、こういうようなことで津別は取り組むということで、

ふるさと寄附金においては、調べたら代理で被災地ではそういうような事務が受付けができな

いので、代理の市町村として寄附金を受けるという所もあるんですけど、津別はホームページ

等また電話の聞き取りでは、このような対応をするというようなことを伺ってございます。斜

里町におきましては公費での支出は、熊本の時もなかったということで今回も予定はないとい

うことで、職員または自治会からの義援金を合わせた形である程度の額を義援金として支出を

する方向ということでございます。小清水につきましては、まだ専決または通常の補正かは別

としまして、熊本の時も１００万ということで今回も同じような対応ということでございます。

訓子府につきましても、未定ということでございますが、先ほど確認したところですね、熊本

のときに２００万ということで、今回も一応今のところ公費で２００万の予定ということを聞

いているところでございます。置戸につきましても斜里町と同じく公費での支出予定なしとい

うことで、職員互助会ですとか職員の義援金等を募集した中で対応していく。大空町につきま

しては公費の補正ということで１００万円プラス、大空町についてもＢ＆Ｇのプールがあるも

のですから、その財団の方から１０万円の要請があるということで、この１０万については予

備費の対応ということで１００万円は補正対応という事になってございます。 

現在北網の対応状況を聞き取りした中でございまして、まだ最終確定ではございませんがこ

のような対応状況になっているということで、御理解いただきたいというふうに思います。 

１ページにお戻りください。それでは清里町からの支援の予定等でございますが、日本で最

も美しい村連合加盟の上島町、愛媛県にございますが、ここの所が美しい村連合の事務局の方

から水が不足しているということがありましたので、清里の水を７月の頭１０日から１１日で

ございますが、清里の水１０箱２４０本を既に送付をさせていただいているところでございま

す。 

あと②でございますが、清里町としまして熊本の時も１００万円の義援金を送付させていた

だいたんですが、今回につきましてもその時と同じ額になりますが、義援金１００万円を、今

回広範囲になるものですから、日本赤十字社を通しまして、被災地の方に送ってもらうような

対応をとっていきたいというふうに考えているところでございます。 

それから３番、町内の義援金の募集活動でございますが日赤の清里町分区によります、義援

金の募集活動を実施ということで、現在、役場町民課、それから保健センター、プラネット、

札弦支所、緑支所に義援金箱等を置いて、町民の方からの寄附金、義援金の受付けをしている

ところでございましてホームページ、また今後も広報等でさらに周知を行っていきたいという

ふうに考えてございます。 

２番、３番、それぞれ東日本大震災、熊本地震の時の対応ということで米印で記載をしてい

るところでございます。 

その他でございますが、被災地市町村、北海道から今後また支援物資、その他等あればその

都度検討をして対応をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

なお今回のこの義援金１００万円につきまして早期の対応を考えてございまして、本日ご了

承いただけるならば、本日付で専決処分をさせていただき、今後対応していきたいと考えてい
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るところでございますので、あわせて協議いただければというふうに思います。以上でござい

ます。 

 

○勝又委員長 

 ただ今、平成３０年７月豪雨災害に関わる対応についての説明がございました。各委員の皆

様方からありませんか。無いようですので、以上で終わりたいと思います。総務課全般を通し

て何かありますか。課長。 

 

○総務課長 

 口頭で説明させていただきますが、職員の採用の関係でございます。今年度、年度途中の退

職にもなりまして、社会人枠の採用試験を６月の３０日に実施をさせていただきました。当日

９名の方が来られて、２次試験ということで、筆記それから面接試験を行ったところでござい

まして試験の結果１名の方を９月の１日より採用するということで、決定をさせていただきま

したので、報告をさせていただきたいというふうに思います。 

また今現在、障がい者枠、それから保育士、土木技術職それから消防職、これは救急救命士

でございますが、募集をそれぞれホームページ、新聞またいろんなところに募集をかけている

ところでございまして、現在応募状況によりますけども、今のところを障がい者枠、それから

保育士の方も来るかなと思うんですけども、８月の２６日に２次試験の方、今のところ予定し

ていきたいという事です。応募状況によりますが、その予定で職員の採用も進めていきたいと

いうところで考えておりますので、報告をさせていただきたいというふうに思います。以上で

す。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんからありますか。 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今の職員の話なんですけれども、早いうちに募集かかっておりましたね。保育士も３名とい

うふうなことで出ていたんですけど、今課長の方から説明があったように、２次試験が今月末

ですか。どのぐらいの応募があるんですか。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 今のところ障がい者枠は１名ございます。障がい者枠につきましては６月でしたか、そこで

１度やったんですけども、なかなかだったということで、また新たに募集して応募があったの

で、障がい者枠については、８月２６日に行う予定でございます。保育士につきましては、正

式な申し込みは今のところ実はございません。ただ、大学に行っている方だとか、町内出身の

方等に声をかけて応募をしてくれるという、まだ正式ではないんですけども、そういう方がお

られるということで、また働きかけながら今やっているところでございます。また土木技術職
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については今のところございません。消防職についても無いということで、実は６月の頭に総

務課の職員採用の担当者、それから保健福祉課長、それから土木の関係等、また消防の方につ

いても、札幌ですとか周辺の大学、また専門学校等、担当の教授とかに働きかけをしながら、

今後も随時補修をして採用に向けて積極的に取り組んで行きたいと考えているところでござい

ます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他ありませんか。はい、課長。 

 

○総務課長 

 実は前回の委員会のときに、委員長の方からパパスランドのレストランの関係でお話があっ

たかなというふうに思います。 

現在、月曜日レストランの人の関係で、臨時休業というか休日を設けているということでご

ざいまして、前回の時、２名ほど応募があって、その関係が今後どうなるかということをお話

させていただきましたが、パパスの方に確認しましたら８月につきましては、月曜日の休みを

金曜日にずらす予定ということです。その理由としましては、お盆時期１３日とかも含めて、

８月については金曜日に臨時休業を設けて行きたいということで、あと職員の関係でございま

すが福島の方１名を採用決定いたしまして、８月の１１日から来られるという事で。その方が

きちんと対応できるというふうになれば、臨時休業については８月いっぱいで何とか解消した

いということでございますが、８月１日から採用という事で、その方の状況によりまして、ま

た今後休みの関係もあるのかなと思いますが、それが解消されるよう、またパパスランドと連

携をとりながら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。追加となってし

まいまして申し訳ございません。 

 

○勝又委員長 

 ただ今課長の方からパパスのレストランの件、また社会人枠の職員採用の関係についてあり

ましたけど、ありませんか。無いようですので、豪雨災害については、一応委員会通りました

ので、９月に。 

 

○総務課長 

 そうですね。９月議会にて専決の報告議案を提案させていただきたいと思っております。よ

ろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 そのようによろしくお願いしたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○総務課長 

 ありがとうございました。 
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○勝又委員長 

 引き続き、消防署清里分署１点ございます。平成３０年度清里消防団防災訓練について。は

い、分署長。 

 

○消防分署長 

 消防署清里分署からの提出議題。平成３０年度清里消防団防災訓練についての説明となりま

す。なお防災訓練の開催日につきましては、７月２０日開催の総務文教常任委員会におきまし

て８月２６日日曜日の開催予定ということで説明しておりましたが、消防団による諸事情によ

りまして、開催日が９月９日日曜日に変更となっています。 

それでは平成３０年度清里消防団防災訓練の実施概要につきまして、係長より説明させます。 

 

○警防係長 

 平成３０年度清里消防団防災訓練実施概要について御説明いたします。１ページ目をお開き

ください。日時及び場所につきましては、平成３０年９月９日日曜日、午前９時から緑ヶ丘公

園にて開催いたします。 

２、訓練の想定と目的につきましては、地震及び大雨や強風による災害を想定し、発生直後

の初動態勢、被災状況の把握及び式命令の伝達並びに対処活動を迅速かつ正確に実施すること

で減災を図ることを目的としております。また町及び協力機関と連携し、町民参加による防災

体制の強化と防災意識の高揚を図るものとしております。 

３、人員及び車両につきましては、消防団費は団本部１１名。第１分団３２名、第２分団２

１名、第３分団１１名の消防団長以下７５名です。車両はポンプ車５台、積載車２台を予定し

ております。 

４、消防団の訓練項目につきましては、非常招集訓練、広報訓練、風水害対応訓練、林野火

災想定訓練を実施いたします。 

なお（３）の風水害対応訓練では、団本部災害対応訓練、救出訓練、強風対応訓練、水防訓

練、応急救護訓練をそれぞれの団員に担当してもらい実施いたします。また町防災担当及び協

力機関と連携した町民体験ブースでは、非常食の炊き出しを初め、防災物品の展示、女性消防

団員による応急手当講習、やまと幼稚園幼年消防クラブによる放水体験を予定しております。 

防災訓練につきましては後日案内文書を送付させていただきますので議員各位のご出席をお

願いいたします。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただ今平成３０年度の清里消防団防災訓練についての説明がございました。各委員の皆様方

から質問意見等ございましたら。ありませんか。消防全般を通してありませんか。はい、池下

委員。 

 

○池下委員 

 斜里岳が山開きになってもう 1 月以上になりますけれども、今のところ事故等はどういう状

況なんでしょうか。 
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○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○消防分署長 

 斜里岳山開き以降の事故の状況ですけれども、山岳の救助１件ございました。日にちは６月

３０日。その方については、札幌から斜里岳に登られた方、３名の登山でこられて、徹夜して

こちらの斜里岳到着をして、午前中頂上を目指したと。当日は非常に暖かい日で、気温も非常

に高かったということで５０代の女性の方なんですけれども、下山の途中で体調を崩されて救

急要請があったという事案でありました。 

その方については警察と連携をとる中、警察のヘリコプターによってホイスト救助をし、救

急搬送必要だったものですから、斜里の消防署と連携をとりながら着陸地点を斜里の陸上競技

場。搬送病院は斜里国保病院ということで、１件の出動が今のところありました。以上でござ

います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員 

 はい、いいです。 

 

○勝又委員長 

 他、清里分署についてありませんか。無いようですので、防災訓練の日程も決まりましたの

で、一つよろしくお願いいたします。どうもご苦労様でした。 

 

○勝又委員長 

 生涯学習課２点ございます。清里高校進学に関するアンケート調査と清里高校生海外派遣研

修事業について。はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは生涯学習課からは２点について御報告いたします。私の方から、まず１点目清里高

校進学に関するアンケート調査についてご説明いたします。１ページをご覧ください。 

このアンケートにつきましては、毎年実施しているもので、調査対象は清里中学校、小清水

中学校の１年生から３年生、清里高校の１年生となっております。調査期間は６月２７から７

月の６日の間に各学校で実施していただいております。アンケートの回収率につきましては、

中学校１年生、２年生につきましては９０％を超えているところですが、３年生につきまして

は８８．６％ということです。生徒数７９名のところ９名が未回答となっております。 

では、アンケートについて、内容的にはほぼ同じような傾向を示しておりますので、主に中

学３年生の結果について御説明をいたします。 

①現在考えている進学先でございます。中学３年生では２１名が清里高校を希望しておりま

す。昨年のこのアンケートでは２９名となっておりますので、アンケート結果としては減って
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いるのかなというふうに思います。ただ今回、未回答だった者、それからわからないと回答し

た生徒が１７名おります。昨年よりここが大幅に増えております。よって今後は希望者が増え

るということも考えられます。 

またアンケート以外の部分では、現在斜里中学校で３名程度の希望者がいるということでご

ざいます。また清里、斜里、網走以外の高校を希望するという生徒が多くなっているかと思い

ます。これにつきましては学区外であります、北見または定時制の東藻琴高校。そして札幌等

の私立、そして釧路などの高専などを希望しているものと考えられます。 

次に②の高校選ぶときに重視することでございます。これにつきましては全生徒のうち通学

に便利、そして進学に有利、部活動の充実この３項目が上位となっているところでございます。 

次に③清里高校を希望する生徒２１名が回答をしております、清里高校を希望する理由。こ

れにつきましては、重要視するものから順に３つ選んでくださいという質問になっております。

よってここではこの３つ選択したものの合計の数字で表しております。ニュージーランド研修

があるからというのが１１名。学校給食があるからが１０名。通学支援があるからが９名とい

う結果となっております。 

次に４番目の清里高校を選ばなかった生徒が清里高校以外を希望する理由として選択したも

のについては、進学に有利である、やりたい部活動がある、教科の種類やコースが豊富である

といった内容が上位を占めているところでございます。 

平成３０年度の春の入試では、斜里高校が３９名ということで２間口でありましたが結果と

して１クラスとなりました。また平成３２年度には網走南ヶ丘高校が１間口減が決定しており

ます。また、平成３３年には女満別高校全日制の１間口と東藻琴高校、定時制の１間口が合併

を予定しておりまして、１間口の町立高校となる。そのような予定となっております。教育委

員会といたしましてはアンケート結果の他、これら近隣高校の動向も把握しながら清里高校の

存続に向けた対策を考えてまいりたいと考えております。 

以上説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 高校進学に関するアンケート調査についての説明がございました。委員の皆様方から。はい、

河口委員。 

 

○河口委員 

 現在考えている希望進学先の小清水中学校さんの希望。３年が６になっていますが、昨年、

その前というのは、数字がもう少し多かったのかなと思いますが、資料もしお持ちなら教えて

下さい。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 昨年の資料でございます。昨年の中学３年生小清水中学校の生徒。清里高校を希望する生徒

は１１名でございました。 
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○勝又委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 その前も確か２けただったと思うんですが、それが６という数字に下がっている。約半分の

程度になっていると。この中で通学に支援がある、まさしく小清水の部分なんだろうと思うん

ですけども、この辺の実態はどうなのかなというのも、数字見て考えるんですけども、具体的

な検証も必要かなと思いますので、検討していただければと。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 はい、昨年の数字と比較いたしますと清里、斜里、網走以外の高校を選択している生徒。も

ちろん生徒数が違いますから、一概に比較できませんが昨年は４名。今年は９名とこの管内か

ら出て行く生徒が小清水の場合、非常に多くなっております。 

また昨年のアンケートでは、その他とわからないと答えた生徒が２名でしたが、今年につき

ましては、その他、わからないがあわせて７名いるということで、まだ進路について悩んでい

る生徒が多いのかなというふうに考えております。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 近隣の中学生が清里高校を選んでもらえるということでは、高校の位置づけをしっかりとし

て選んでいただける地元で半分以下だよと。隣の町からも半分ぐらい何とか来てもらえるとい

う工夫を是非していただきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さん。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ２点ほどあるんですけど、まず１点目なんですが、今の河口議員からの質問の中で例えば清

里中学校の３年生が現在考えている希望進学先。また小清水中学校３年生が現在考えている進

学先の人数が平成２９年度は例えば１１名でした。でも今年は６名でしたというのは、同じ平

成２９年度の３年生と平成３０年度の３年生を比較して言っている事なんですか。本来だった

らそこじゃなくて、平成２９年度の例えば中学校２年生が３年生になったときにどう変わった

かということの方が大事なのかなって思うんですよね。 

今課長おっしゃられたとおり、人数も違いますし、単純に去年の３年生と今年の３年生を比



 

- 10 - 

較する意味は余りないのかなと私的には思ってしまったんですけど、その辺はどのように考え

ていますか。 

 

○生涯学習課長 

 はい、委員長。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 本アンケートについてはこの来春の動向を見極めたかったということで比較をしたものでご

ざいます。ちなみにでございますが、昨年の小清水中学校の２年生が清里高校を志望しており

ますのが１４名ですので、今回６名ということで減っているのかなというふうに認識いたしま

す。その分、清里、斜里、網走以外の高校が２年生の段階で選択している子が５名おりました。

これが９に増えているところでございます。このような数字の変化が見てとれます。以上でご

ざいます。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。高校進学に関するアンケート調査で、確かに次年度３１年度に入学する方が

というのは重々わかるんですけども、この調査って基本的に清里高校の総合支援対策に対して

のものなので、その対策が良いのか悪いのかという検証をするには、その年その年の人数が変

わっている、違う子達の比較をするよりは、意向を見ながら、その支援が良かった悪かったな

というのを考えるのも大事な事なのかなと一つ言わせてもらいました。 

あともう１点なんですが、この調査目的は清里高等学校の総合支援対策事業の見直しという

ことで、調査の概要なんですが、清里高校１年生が文言で入っているんですけども、調査結果

の概要は進学希望先に関する項目のみということで、たぶん清里高校の子たちもアンケートが

ここに記されていないのかなと思っているんですけども。 

前も委員会でお話をさせてもらったんですけれども、清里高等学校の総合支援対策事業見直

しに関して、確かに今後行く方たちの意向も凄く大事な材料にはなると思いますけども、清里

高校を選んだ方たちが、なぜこの学校を選んだのかということも、この見直しに関しては凄い

重要な材料なると思うんですよね。そういう部分も本来であれば載せていただければなと思っ

たんですけど。 

 

○生涯学習課長 

 はい、委員長。 
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○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 清里高校１年生のアンケート結果でございます。その中では上位３つがニュージーランド研

修。それから資格取得等対策費補助。それから３番目に学校給食の提供。これらが上位を占め

ているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今、課長から答弁あったんですけれども、平成３０年度の高校１年生から取ったアンケート

の結果だという認識でよろしいですか。わかりました。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さんありませんか。無いようですので、次に移りたいと思います。

②番、清里高校生海外派遣研修事業について。はい、担当。 

 

○生涯学習課主幹 

 それでは今年度の清里高校生の海外派遣研修事業について御説明したいと思います。２ペー

ジをご覧いただきたいと思います。 

本研修の日程でございますが、出発日９月７日、帰町日につきましては９月１６日というこ

とで、９泊１０日の日程となってございます。主な内容としまして、ニュージーランドモトエ

カ町での交流事業を中心と組んでいるところでございます。 

モトエカ町におきましてはモトエカ友好協会によります、歓迎プログラム。またモトエカ町

内での産業施設のバスツアー。またモトエカ小学校への交流訪問等がございます。そしてメイ

ンプログラムでございます。モトエカ高校での体験入学が２日間ございまして、その中でモト

エカ高校の授業体験するほか、現在６班に分かれて事前研修を行ってございますが、高校生が

日本の文化をモトエカ高校の生徒に英語で発表するということで、現在準備を進めているとこ

ろでございます。 

今回参加する生徒につきましては、高校生４０名ということで男子１９名、女子２１名とな

ってございます。引率教員につきましては、清水校長先生ほか２名。また町からの随行でござ

いますが、教育委員会から今西社協主事並びにＡＬＴのオピ先生が随行する形となってござい

ます。合計４５名という形での研修となってございます。現在生徒全員のパスポート取得も終

わりまして、順調に進んでいるところでございます。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただ今清里高校生海外派遣研修事業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。はい、堀川委員。 
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○堀川委員 

 この高校生の海外派遣事業については、何回か委員会の中でも討論された通り、色々な問題

があるということで認識しているところですが、委員会の中でも説明があった中で、修学旅行

とうまく合体して出来ないだろうかというような検討をしてみるというようなお話しがあった

んですけども、その辺のお話はどんなふうになっているか教えて下さい。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 道立高校の修学旅行でございますが、若干ではございますが海外に行っている事例はござい

ました。高校としても行けなくはない。ただしニュージーランドの場合、移動日数を含め、最

低の研修をするには非常にロングランになってしまうという観点があり、そこが道教委として

ネックになっているということで、最終的にゴーサインが出るかというところまでの本町の判

断、まだ仰いでないところですが、そのようなことで近場、アジアでしたら可能ではないかと

いう、そのような話を高校から聞いているところでございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいでしょうか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 今の質問にさらに被せていく形になるんですが、公立高校の修学旅行に関して、今までの事

例が海外ですと４泊５日だったかな、ちょっと忘れましたけど。飛行機を使う分でちょっと変

わってくるというのは解っているんですが、今の課長の答弁ですと、交渉の余地というか、そ

の元々の基準はあくまで雰囲気の中ということなのか、きちっとしたその基準があるものなの

かということをここで聞かせて頂きたいなと。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 現在そこまで細かい協議は本町とはまだしておりません。ただそれ以前に、道立高校、清里

高校の教育過程の中で修学旅行、見学旅行と申しますけども、これについて海外にする・しな

いという方向性について、まず煮詰めなくてはならない問題なのかなと。 

本町の方でＯＫが出たからと、次年度からそうしましょうということにはならない。そうい

う意味ではもう少し高校との協議。これを深める必要があると認識しております。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 調べるという観点からですけども、その道教委の方の規定というのはきっちり記されている

ものなのか、それとも曖昧な中での進み方というものになっているものなのか。それをちょっ

と聞かせてもらいたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 オホーツク教育局の方ではまだそういう事例がないということで、曖昧な返事をいただいて

いるところでございます。 

 

○勝又委員長 

 他。清里高校海外派遣研修事業についてありませんか。それでは全体を通してありませんか。

河口委員。 

 

○河口委員 

 先ほどのアンケートに戻って申し訳ないんですけども、小清水中学生の希望校に清里高校が

半減している。で清里高校を希望する理由の中の入学支度金、ニュージーランド、通学支援、

学校給食４項目について主な希望する上位４つ。これ全部やっているけど半減している。この

辺はやっぱり中身の問題なんだろうと思うんですね。 

経済的な支援はあるんですけども、清里高校への希望者が減っているっていう内容について

は、そもそもの高校の部分の特徴ある事業というんですか、その辺は町が将来どんな形で支援

できる部分があるかっていうことについては、改めてそういう観点のアンケートをうまく取っ

ていただければと思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 アンケートの内容については、今後検討させていただきますが、今回④で清里高校以外を希

望する理由の中で、進学に有利ということと教科の種類やコースが豊富。これは若干私の個人

的な見解も入りますが、学習する環境について、選択する大きな要因になっているのではない

かというふうに考えます。 

またやりたい部活が２０ということでございますので、この辺も１つの要因になるのかなと

いうふうに考えます。 

 

○勝又委員長 

 はい、河口委員。 
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○河口委員 

 それは十分解っていまして、清里中学校が清里高校を選ぶ数字については毎年だいたい１７

だとか１５なんだけども、小清水は３年間をやってきてどんどん希望する人が減ってきている

ということに、何かそこにあるのかなというのが。 

今答えられた進学だとか就職、この辺は十分解っているんですけども、この辺何かあるのか

な。従来そこに通われている生徒から次の子供たちへの何かやっぱり清里高校より違うところ

を選んだ方がいいよとか、いろんな情報があるのか。それこそ大きな部分というのは、先輩が

行く。友達が行く。ここも結構大きい部分かなとは思いますけども。具体的に何かこう思い当

たる部分を探してみて欲しいなという気がします。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 小清水中学校からの生徒につきましては、決してどんどん減っているわけではございません。

生徒数が１０人だったところからは増えてまいりまして、今回のアンケートで減ったというこ

とでございます。 

いずれにいたしましても、今委員がおっしゃいました。そのへんの分析をやってまいりたい

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。ほかありますか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 すみません。私もちょっと言い忘れていた意見が１件あったんですけども。質問です。この

アンケート内容なんですけども、これというのは誰がこのアンケート項目を考えているのか聞

かせて頂きたいんですけども。 

 

○勝又委員長 

はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 申し訳ございません、このような内容で毎年取っているもんですから、アンケート取り始め

たときに教育委員会事務局内で検討されたんだというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 すごく腑に落ちていないところがありまして、清里高校以外を希望する理由の中に、進学に

有利、または就職に有利ってあるんですよね。これに対して清里高校を希望するという理由の

ころに、この欄が無いんですよ。清里高校を選んだ子の中に、進学に有利だからって選んだ子

もいるはずなんですよ。就職に有利だからと選んだ子もいるはずなんですよ。ちょっと最初か

らもう色分けされていませんかって思うんですよね。 

清里高校に行ったら進学に有利とは思って無いでしょうとか。そういう色眼鏡を大人側から

見ているんじゃないかなって気がして。ちょっと言葉は悪いですけど。本来ですと、ここの部

分とかもある意味、同じ物が無きゃ駄目なんじゃないかなって気はするんですよね。個人的な

話になりますが、少なくとも私の知っている清里高校を選んだお子さんの中には、逆に進学に

有利だから清里高校を選んだという方いたんですよ。そういうのもちょっと加味して、ただ昔

からずっと同じ項目でやって来ているからだけではなくて、本当に使えるアンケート調査にし

てもらいたいなと言う気が。これが使えないとは言いませんけれども、さらにもっともっと使

えるアンケート調査の項目に変えて欲しいなという希望です。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 これも申し訳ございません、私の若干想像の域でございますが、このアンケートの趣旨とし

ては、高校支援総合対策事業。これの効果を１つ計ってこのような項目。具体的には高体連出

場とか、入学支度金というふうになっているのではないかというふうに考えます。 

私も理解する中では、進学指導強化対策費補助などについては、進学についての項目、資格

取得等については就職等というふうにも解釈ができるかと思います。決して色眼鏡で見ている

ということは私はないというふうに認識をいたします。 

今回、委員のおっしゃられたことから考えると、この他に、さらにアンケート項目を増やさ

なきゃならない。アンケート項目を大きく増やすことで、その辺の数字の精度が下がってくる

ことも考えられます。 

いずれにいたしましても、今回いただきました意見を踏まえて、これを変えるべきか変えな

いべきか踏まえて、次年度のアンケート項目については検討してまいりたいと思います。以上

です。 

 

○勝又委員長 

よろしいでしょうか。 

 

○伊藤委員 

 はい。 

 

○勝又委員長 

 河口委員 
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○河口委員 

 今、伊藤議員からの中で、進学に有利というこの部分では、私も知っている方が結構いて、

斜里の方は総合学科、清里は普通学科だから進学の場合は清里に来る、来たっていう人も、実

質はそういうことなんだろうと思います。斜里が総合学科だから、やっぱり普通学科に行きた

い。これも１つのメリットの部分だと思いますんで、ぜひその辺は若干検討に入れていただけ

ればと。 

 

○勝又委員長 

 要望ということですね。 

 

○河口委員 

 はい、そうです。 

 

○勝又委員長 

 要望ということです。他、委員さんからありませんか。なければ、以上持ちまして生涯学習

課を終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

大きな２番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、８月３１日金曜日９時からこの会場で予定しております。 

 

○勝又委員長 

 ８月３１日金曜日、９時から次回委員会を開催したいと思います。 

大きな３番、その他。ありませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○勝又委員長 

 それでは、第９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５４分） 

 


