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第１１回総務文教常任委員会会議録 

平成３０年１０月 ４日（水） 

    開 会   午前  ９時００分 

    閉 会   午前  ９時５７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年人事院勧告の概要について 

  ②北海道胆振東部地震に係る被災地市町村への職員派遣について 

 

●企画政策課 

  ①斜里岳山小屋に係る平成３１年度以降の指定管理事業について 

 

●消防署清里分署 

  ①平成３０年秋の火災予防運動について 

 

●生涯学習課 

  ①平成３０年度「全国学力・学習状況調査」の結果概要について 

   

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     

     委 員  村 島 健 二    委  員  河 口   高     

委 員  池 下   昇    委  員  堀 川 哲 男 

       委 員  伊 藤 忠 之     

※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員    副委員長  加 藤 健 次 
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○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    ■総務Ｇ主査      吉本  淳 

 ■企画政策課長     本松 昭仁    ■まちづくりＧ総括主査 水尾 和広 

 ■地域振興Ｇ主任    田巻 宏章 

■消防分署長      岡崎  亨    ■予防係長       山田  司  

■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    ■学校教育Ｇ主査    小泉めぐみ 

 

 

○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 

 おはようございます。第１１回の総務文教常任委員会を開催したいと思います。加藤議員は

入院のため欠席となっておりますのでご了承のほどよろしくお願いします。おおきな１番、町

からの協議報告事項。総務課２点ございます。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、私より概要を説明しまして、その後担当の方

から説明をさせていただきます。１点目平成３０年の人事院勧告につきましては、８月１０日

に人事員が国会及び内閣に対しまして国家公務員の給与改定について勧告をしたところでござ

います。今後閣議決定ですとか、法案成立など国の動向を注視しながら本町におきましては従

来とおり、人事院勧告に準じまして給与条例等の改正及び条件によりまして補正予算措置を進

めていきたいというふうに考えております。この関係につきましては担当者より説明いたしま

す。 

２番目、北海道胆振・東部地震に係る被災地市町村への職員派遣につきましては現在内容等、

私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。 
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○総務Ｇ主査 

 それでは私の方から、平成３０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１０日人事院が平成３０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６５５円、ボーナスで０．０６月分

民間が上回っていることから、格差を埋めるため５年連続となります。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①番俸給表の水準０．２％の初任給及び若年層を中心

とした引き上げ。②番勤勉手当０．０５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４月１日に遡及して適用。勤勉手当につきまして、１２月

手当分で適用となってございます。 

２つ目といたしまして、民間労働法制の改正内容に即した見直しとして、働き方改革関連法

案に準じまして勧告が出されております。これは長時間労働の是正などに関する働き方改革を

推進するための法律が成立したことを踏まえまして、公務におきましても職員の健康保持や人

材確保の観点等から超過勤務の縮減に取り組むことを求めるものであります。 

具体的には、超過勤務命令を行うことができる上限の設定。医師の面接指導による職員の健

康確保措置。年次休暇の取得促進などについて今後進められていくものになります。本町にお

ける条例等による制度化については、今後国の動向を見ながら検証を行い進めていくことにな

ろうかと思います。 

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でござ

いますが、現時点において秋の臨時国会が予定されているということでございますので、給与

法案もそこで審議されるという可能性がございます。本町におきましても国の動きに合わせて

給与条例等の改正及び補正予算措置について検討していきたいとこのように考えてございま

す。以上で平成３０年度の人事院勧告の説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 ただいま総務課担当の方から平成３０年度の人事院勧告の内容、概要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、池下委員。 

 

○池下委員 

 ①の方でね、初任給１千５００円、若年層１千円、その他４００円と書いてあるんですけど、

その他というのは要するにある程度長い間いるベテランの方ということが対象なのかないうふ

うに思うんですけども。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当。 

 

○総務Ｇ主査 

 若年層の部分は大体３０歳上旬ぐらいの年齢までが給料表として一定の、要は旧号俸分で１

千円調整されるということでございますので、それ以降の年齢的にいきますと３０代の後半以
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上というようなところで一律４００円の給与改定になろうかなというところでございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今、一律だいたい４０歳ぐらいからということなのかな。４００円上がるという事なんだけ

ど、給料に関してはそういう事なんだけど、勤勉手当これボーナスもあるのかなというふうに

思うんですけども、ボーナスに関しては、現在４．４から４．４５になるという事は、一律に

なるというふうな理解でいいですか。 

 

○勝又委員長 

 担当。 

 

○総務Ｇ主査 

 はい、勤勉手当の０．０５月分につきましてはすべての職について一律上がるというもので

ございます。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員 

 了解しました。 

 

○勝又委員長 

 他委員さん、ありませんか。無ければ次に移ります。②番北海道胆振東部地震に関わる被災

地市町村への職員派遣について。課長。 

 

○総務課長 

 ２番目の北海道胆振東部地震に係る被災市町村への職員の派遣の関係でありますが、この件

につきましては今般の地震によりまして甚大な被害を受けました、厚真、安平、鵡川の３町か

ら、北海道の災害対策本部の方に役場機能等担う職員の派遣要請がございました。 

それをもとに北海道の方から、各振興局管内の市町村職員を派遣してほしいという要請があ

ったところでございます。オホーツク管内の市町村へは６５名の派遣がありまして、本町にお

きましては、まず職員に派遣希望を取りましたところ、４名の職員が手を挙げてくれました。

内部で調整検討をしまして４名を、本町は安平町の方に北海道からの要請もありまして、安平

町の方に派遣をしてございます。期間については１０月の１日から５日までの５日間。前後の

移動日を含めると７日間になります。事業内容につきましては、罹災証明。被災した家屋等の

被害の程度を把握する業務です。これの証明の被害の調査の補助ということで今行っていると

ころでございます。以上で報告を終わらせていただきます。 
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○勝又委員長 

 はい、ただいま地震における職員の派遣についての説明がございました。委員の皆様方から。

４名派遣されるという事でよろしいですか。それでは終わりたいと思います。総務全般を通し

て何かありますか。課長。 

 

○総務課長 

 職員の採用の関係でございます。いつも常任委員会の方で報告させていただいておりますが、

先の委員会でも８月２６日に職員の二次試験を実施した旨をお伝えさせていただきました。試

験の結果でございますが障がい者枠１名。それから保育士２名、消防の救急救命士１名の方の

内定を決めたところで、採用を内定してございます。 

 なお障がい者枠の方につきましては本年の１１月１日から採用という事で今進めてございま

す。この方は３３歳の独身の男性の方です。その他につきましては、来年の４月１日から保育

士と消防の救急救命士、救命士については試験に受からなければ当然、保育士もそうですけれ

ども資格を取得が条件となりますが、来年の４月から保育士と救命士については採用をしてい

きたいというふうに考えている所でございます。 

また一般事務職、オホーツク管内の統一試験の合格者の関係につきましては来週の１０月１

１日に２次試験を実施する予定でございます。人材にもよりますけども２名程度の採用を予定

しているところでございます。以上、職員の採用の関係について障がい者枠、先程言った通り

本年の１１月１日から保育士２名、消防の救急救命士、今現在決まっているのが来年４月から

ということで採用内定をしたところでございます。以上で報告とさせて頂きます。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただいま課長の方から職員の採用についての説明がございました。委員の皆様方から。

はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 聞き取れなかったので申し訳ないのですが、障害者が１名１１月１日から採用。消防救命士

は来年４月から。 

 

○総務課長 

 保育士も来年４月から２名です。 

 

○池下委員 

 来年４月わかりました。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さんから。ありませんか。無いようですので以上持ちまして総務

課を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 

 それでは企画政策課１点ございます。斜里岳山小屋に関わる平成３１年度以降の指定管理事

業について。課長。 

 

○企画政策課長 

 それでは私の方から、斜里岳山小屋に係る平成３１年度以降の指定管理事業の御説明をさせ

ていただきたいと思います。 

現在の斜里岳山小屋の指定管理につきましては、平成２８年４月よりＮＰＯ法人清里観光協

会により、３年間管理運営がなされ本年度末を持って期間終了ということになりますので選定

を行うものでございます。指定管理者選定までの流れでございますけれども、指定管理者募集

に係る事前協議としまして、指定期間、指定管理委託料に条例第５条の公募によらない指定管

理者の候補者の選定等について、理事者等の打ち合わせを行ってきております。その後指定管

理者選定委員会により、これらも含めた内容の審議をして参るということになるわけでありま

すけども、選定委員会の開催の記述につきましては、今月中旬から１２月上旬まで３回ほど予

定しておりまして、指定内容の把握でありますとか、申請者とのヒアリング等でありますとか、

審査選定という予定になろうかというふうに思っております。 

選定結果の通知につきましては１２月上旬を予定しております。合わせて総務文教常任委員

会にも報告をさせていただくという運びになろうかというふうに思います。指定管理者の指定

につきましては、１２月定例議会ということになろうかと思います。指定の協定の関係につき

ましては記載のとおりでありまして、指定の告示、それから通知、情報公開、基本協定の締結

につきましては１２月下旬。それから単年度の協定の締結につきましては４月１日ということ

で事務を進めてまいりたいというふうに思っております。以上で説明をさせていただきます。 

 

○勝又委員長 

 はい。ただ今、斜里岳山小屋に係る指定管理事業についての説明がございました。委員の皆

様方から。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 これ現在、観光協会が指定管理者なんですけれども。この２番の指定管理者選定委員会であ

るんですけど、これは例えば何社か何事業者から、指定管理をしたいという申し込みがあって

初めて選定委員会ってあるんだろうけど、今現在の観光協会の他にどういったところが申し込

まれてくるっていうふうなことで考えているのか。ちょっとそこら辺聞きたいんですけど。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○企画政策課長 

 この委員会につきましては、いわゆる募集も含めた形のどういった募集をするかといった形

の委員会でありますので、今池下委員からお話があったどういう業者が来るかということは、
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まだそこが決まっていなくて、先ほどもちょっとお話しさせていただいたとおり、前回につき

ましても公募によらない指定管理ということで観光協会のいわゆる特命という形の中で、この

山小屋業務は進めさせていただいた経緯があります。 

これら過去の経過、それから今までの３年間の実績等含めてこの山小屋の指定管理が公募に

寄った方が良いか、公募によらない方が良いかという部分も含めた形の中で選定委員会の中で

協議をさせていただきたいというふうに思っております。なお、事務局としましては実際の所、

今までの経過それから業務の内容等々について、観光協会以外に町内で実質的に出来得るだろ

うという業者がないというようなことから、事務局案としては腹案としては、そういったもの

を持ちつつ委員会の中でしっかりと協議をしていきたいと言うふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。他、委員さん。ありませんか。無いようですので、企画政策課全般にわた

りまして、何かありますか。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 地域おこし協力隊の採用に関してはどのような動きになっていますか。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○企画政策課長 

 先日、副町長と私と事務方と３人で面接をしてまいりました。１人内定をさせていただきま

した。本人も非常に前向きに緑地域の活性化に向けて頑張っていきたいという旨を貰っていま

すけども、家族間でいろいろ話すと不安も出てきたというような部分はあって、実は今日また

打ち合わせというんですか、相手側といろいろと生活だとか仕事の内容だとかそういった部分

でのお話合いをして行く予定であります。どちらにしましても、せっかく意欲をもっている方

でありますから、ぜひしっかりとした、町としてもサポートしながら、内定から確定に話を進

めて議会にしっかりと報告をさせていただけるように進めてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川委員 

 ぜひしっかり応援してあげてください。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんから。ありませんか。なければ以上で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 

 それでは消防署清里分署、①平成３０年秋の火災予防運動について。 

 

○勝又委員長 

 はい、分署長。 

 

○消防分署長 

 消防署清里分署からの提出議案。平成３０年秋の火災予防運動につきまして担当係長より説

明させます。 

 

○勝又委員長 

 はい、担当係長。 

 

○予防係長 

 平成３０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、「忘れてない財布にスマホに火の確認」を統一用語とし、１０月

１５日から３１日までの１７日間で実施いたします。住民への周知方法につきましては、広報

１０月号、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、各公共施設、各事

業所等に清里分署で作成いたしました、火災予防啓蒙ポスター及び消防団員募集ポスターを配

布し、火災予防運動の周知と火災予防意識の高揚を即してまいります。 

火災予防運動中の実施行事といたしまして、１の火災予防車両パレードにつきましては１０

月１５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１０時４０分からそれぞれ実施いたします。 

２の火災予防事業所訪問につきましては、こちらも１０月１５日午後１時から消防団員の協

力のもと、火災予防啓蒙ポスター等を配布いたします。 

３の火災予防広報につきましては、１０月１６日から２５日までの午後３時から午後５時の

間、消防職員で実施いたします。また１０月１６日から３１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。 

火災予防啓蒙サイレン吹鳴につきましては１０月１５日から１９日までと、１０月２７日か

ら３１日まで合わせて１０日間の日程で、午後７時から３０秒間吹鳴いたします。防火査察に

つきましては、火災予防運動期間中に１の一般住宅防火訪問ですが、新町地区を対象として、

火災予防啓蒙及び住宅用火災警報器の普及促進を図ってまいります。２の防火対象物危険物施

設の立入検査につきましても火災予防運動期間中に実施いたします。以上で説明を終わります。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただいま清里分署より、平成３０年秋の火災予防運動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。消防全般を通して質問等ございましたら。無いようですので

以上を持ちまして、消防署清里分署を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 

 生涯学習課１点ございます。平成３０年度の全国学力学習状況調査の結果概要について。課

長。 

 

○生涯学習課長 

 それでは生涯学習課からは、平成３０年度全国学力学習状況調査の結果概要について報告を

いたします。１ページからご覧をいただきたいと思います。 

調査の目的につきましては、例年と同様でございます。基本的な教育政策の成果、課題を検

証すること。そして改善を図ること。そのための調査となっております。２番目の調査の概要

でございますが、実施日は４月１７日でございます。これは全国一斉にすべての小学校、中学

校で行われております。 

本町の参加状況でございますが、町内小学校６年生これが３０名。中学校３年生が３３名と

なっております。調査の内容でございますが、これも例年と同様、国語、算数、中学生におき

ましては数学、主として知識に関する問題ということで、Ａ問題。同じく国語、算数、数学、

主として活用、知識の活用についての問題。これがＢ問題となっております。そのほか３年に

１度理科の調査もしております。今年度は理科も実施しているところでございます。その他質

問紙調査でございますが、生活習慣や学習意欲、学習の方法、各教科に関する調査を行ってい

るところでございます。 

３番目の調査結果の概要でございますが、本町における結果の公表、これにつきましては例

年申しあげていますが学校間の過度な競争を避けること、または小さな学校ではプライバシー

にかかわる部分もございます。そのようなことから平均正答率の数値ではなくグラフ等によっ

て国、道との比較分析を行い、その結果を言葉で表明することとしております。また質問紙調

査、こちらの結果についても公表をいたしまして、後日町広報でも報告をいたします。 

教科に関する調査でございますが、平均正答率によりまして全国平均、全道平均と清里町を

比較いたします。正答率のポイント差によりまして低い、やや低い、ほぼ同じ、やや高い、高

いの５段階で示しているところでございます。本年度の小学校につきましては、国語Ａ、Ｂ及

び算数Ａについては全国よりも高いか、やや高い状況。算数 B につきましては全国とほぼ同じ。

理科についても全国とほぼ同じという結果が出ております。表の右側中学校でございますが、

国語Ａ、Ｂは全国よりもやや低い状況。数学Ａは全国とほぼ同じ。数学Ｂは全国より低い。理

科についても全国より低い状況となっております。 

では次のページをご覧いただきたいと思います。それぞれ教科、領域別の傾向となっており

ます。各教科の領域別に全国を１００といたしまして、全道及び清里町の状況を示しているも

のでございます。細かい点線が全国平均。これを１００として記載しているものでございます。

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。内側であれば全国を下回ってい

るということになります。 

上の小学校６年生でございますが、算数Ｂの図形を除きまして、ほぼ全国と同じか上回って

いる状況が見てとれます。また下の中学校３年生でございますが、国語Ａの話す、聞く。数学

Ａの図形以外は全国とほぼ同じか下回っている状況が見てとれます。これが学力の調査の部分

でございます。 

次に３ページ目の(２)質問紙調査の結果でございます。質問につきましては、多岐に渡ってお
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りますので特徴的なものをピックアップして御説明いたします。なおこの表上段が今年の清里

町、中段が全道、下が全国の結果となっております。なおその右側でございますが、上段が昨

年の清里町との比較。中段が全道との差、後段が全国との差をプラスマイナスで表していると

ころでございます。質問紙調査の中身、１番から５番目までが主に児童生徒に意識に関しての

質問。６番目から９番目については児童生徒の家庭学習、それから読書の実態について。１０

番から１５番についてが、教科に関する質問。そして１６番以降につきましては調査の回答時

間についての質問となっております。 

まず小学校６年生でございますが、１０番目、今住んでいる地域の行事に参加していると回

答した割合が全道全国と比較しまして、非常に高い状況となっております。逆に６番目、家で

自分で計画を立てて勉強する。９番の普段学校の授業時間意外に１日当たり３０以上読書をす

ると回答した児童の割合。これが全道全国平均よりも１０ポイント以上低い状況となっており

ます。 

次に中学校３年生でございますが、２番目の先生はあなたの良いところを認めてくれている

と思う。１１番の地域や社会で起こっている問題に関心があると答えた生徒の割合。これが全

道全国よりも１０ポイント以上高くなっておりまして、さらに６番の家で計画を立てて勉強す

る。１０番の今住んでいる地域の行事に参加している。１２番、１３番でございますがこれ数

学に関してですが、数学が好きだ。また数学の事業内容がよくわかると言った部分につきまし

ては、全道全国と比較して高い状況となっているところでございます。逆に若干危惧されると

ころが４番のいじめはどんな理由があってもいけないことだと思うと回答した生徒が全道全国

と比較して１０ポイント程度低い状況となっております。 

以上調査結果の概要でございましたが、この数字につきましては全体数が各児童生徒それぞ

れ３０名程度ということで、非常に少ない中の平均でございます。極端な児童生徒がいる場合、

平均に大きく影響を与えることもございますのであくまでも参考ということでお考えいただけ

ればと思います。また年度によりまして変動もございます。これはまた学年による個性もある

と思いますので、この単年度の１つ１つの数字で一喜一憂するということではないのかなとい

うふうに考えているところでございます。また今年度若干特徴的だと考えられるのは、質問紙

の中では小学生の場合計画的に勉強する割合が少ないですとか、読書をする割合が少ないとい

う回答が全道全国よりも多くなっているわけでございますが、その割に学力は非常に高い状況

ということで、この質問紙調査とまたこの全国学力調査、この部分におきましても、単純に比

較をできるものではないのかなというふうに考えております。 

いずれにいたしましても、この結果、各学校におきまして分析を行っているところでござい

ます。すべての児童生徒の学力を保障するため、学校、それから家庭、地域教育委員会連携い

たしまして、学力の向上を図ってまいると同時に児童生徒の生活習慣、この改善に取り組んで

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 

 ただいま、平成３０年全国学力学習状況調査の結果、概要についての説明がございました。

委員の皆様方から。池下委員。 
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○池下委員 

 この３ページの質問紙調査を見ると、学校の勉強に関してはそれぞれ能力もみんな違うし、

努力している・していないというのが全国的に見てもすばらしいところもあるのかなと思いま

す。 

ただ課長も説明ありましたけど、４番のいじめはどんな理由があってもいけないということ

に関して小学生が９３．４％。全国レベルから見ると３ポイントぐらい低いんですけども、中

学になるともっと低いんですよね。１０％ぐらいという。これは要するに小学生の時からそう

いう認識が薄い。いじめてはいけないんだという意識が全員持っていないという。さらに、中

学へ入ると成長していくのにも関わらず、このポイントが８４ポイントって逆に下がっている。

全国的全道的に見て、小学生と中学生のパーセンテージそんなに変わっていないのに、うちの

町がこんなに極端に変わって。ここら辺はやっぱり改善していかないと。小学生のときから、

だめなんだというものを教えていかないと中学になってこの数字になるっていうことは逆に言

わせてもらうと、高校生になったらもっと酷くなるというふうにも捉えられるんですよ。そこ

ら辺はどういうふうに考えています。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 この調査につきましては、若干何と申しましょうか。ある程度学年の傾向ということもある

のかなというふうに考えておりますが、現在これにつきましては中学校と協議をしているとこ

ろでございます。で先ほども私危惧しているというふうに回答しているところでございます。

この部分につきましては日常的な指導もそうなんですが、主に中学校でも教科化されます、道

徳の授業などを活用した中で、指導の徹底を図っていきたいということで教育委員会、学校共

通認識を図っ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 

 やっぱり何年間もずっと見ると小学生のときに、いじめにあって学校へ行けなくなって、中

学もいけなくなって結局その反動が高校にも行けなくなって。やっぱり根っこにあるのが小学

校の時のいじめだというふうにあるんですよ。確かに中学に入ると道徳とか、そういうふうな

授業としてあるんですけども、基本的に親がやっぱり言っていかなきゃならないというのも、

あるんですけども学校にいる時間がすごく長いので、学校側もそこに教員の方にも目を光らせ

てもらいながら常にやはり子供たちから地道なアンケート調査をしながらやはり根っこを根絶

していかないと、これ、なくならないと思うんですよね。 

我々の時代も、もう当然昔はありましたけども、やはり今こうやっていじめにあってね、小

学生、中学生、全国的に本当に尊い命を目落としている子どもたちもいっぱいいるので、うち

の町はたまたまそういう事故がないからあれなんですけども、やはり悩んでいる方っていっぱ
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いいるんですよ。そこらへんを、教育委員会あげて学校のその勉強も大切ですけど、人として

ちゃんと子供のときから教育してあげるっていうのは教育委員会の使命かなと私思いますの

で、そこら辺十分考えて、やっていただきたいなというふうに思います。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 調査の結果、数字ということに関して言いますとやはり低いポイントになっていると思いま

す。過去１０年の中学校のいじめに関しての意識を見てみますと、全国平均と比較しまして、

概ね３ポイント程度下まわっているのかなという感じでございます。そういう意味では若干そ

の年その年による開きはあるのかなというふうに感じております。 

ただいずれにいたしましても全国とどうであろう、全道とどうであろう、いじめにつきまし

ては大きな課題と認識しております。特に今年このような形で数字にも現れましたので、この

部分学校と直接対応について検討を深めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理

解頂きたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員 

 はい。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんから。河口委員。 

 

○河口委員 

 毎年報告受けた中で、私も以前からずっとこのグラフの中で全体がプラスマイナスは別とし

てバランスのとれたということで、そういう面ではかなり過去から見ると是正されたのかなと。

過去非常にバランスが悪かった部分については良くなったんだろうと思います。 

まずまっ先に質問の中で、３番目の将来の夢や希望がプラスになったという事だけは、僕は

非常にこの地域の中でいろんなことを取り組んでいて、マイナスだった過去を見ますと、非常

に残念。なんだろうかというような非常に疑問を持っていたんですが、実際にいろんなことで

こういう取り組みをされていて、希望の部分がプラスになったということが非常に僕はよかっ

たなと思っています。全体的に小学校のプラスの効果が、中学校で平均全部マイナスだという

部分については、トータルとして大きな取り組む課題になるのかなと思っていますし、やはり

中学校の部分というのは、やっぱり低ければ低い、その地域の特質だよと言えばそれもあるか

もしれませんけども、やはり中学高校になると、やっぱり一生のその人の生涯の選択肢にかか

わることになってきますので、いろんなことで取り組めることがありましたら十分にやって頂

きたいと思います。以上です。 
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○生涯学習課長 

 はい。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 ただ今お話がありました、夢や目標を持ってという部分でございます。今年度概ね良い結果

が出ているわけでございます。過去１０年の中でもこれも数字で一概には申し上げられません

が、マイナス全国と比較するとマイナス４ポイント程度が平均しての数字となっているところ

でございます。いずれにいたしましても、その点きっちりこれを機になぜ数字が伸びてきたか

という部分。この部分に関してのいい意味での分析もし、次年度以降の児童生徒への指導に生

かしてまいりたい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 

 よろしいですか。 

 

○河口委員 

 はい。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さん。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ちょっと確認させてもらいたいんですけれども、これは全国的に行っている質問だと思って

いるんですけれども、それでまず間違いないですよね。 

例えばなんですが、先ほど池下委員の方からもあったんですけど、いじめに関してなんです

けど、やはりこう見ると、ショッキングなデータかなと思っています。例えばそのいじめはど

んな理由があってもいけないことだと思うという質問に対して、低く出るということは、ある

理由があればいじめてもいいんだと思っている子が他に比べたら多いと言うことですよね、逆

に言ったらね。こういう質問に対して、清里町独自で単純にいじめはだめなんですよというこ

とをずっと言ってもわからないのであれば、逆にどんな理由があったらいいと思っているんだ

ろうということを調査するのもすごく大事なことかなと思っているんですよね。この一般的な

この質問紙があって、それ以外に例えば清里町独自で自分たちで集計できるような、調査も一

緒に行うとかそういうことは出来ないんですか。 

 

○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 

 やろうと思えば出来るのですが、それが果たして効果的なのかどうかということがまず１点

課題になるのかなと思っております。このような結果データの中で、当然中学校でもこの部分

重く受けとめているところでございますので、伊藤委員おっしゃったとおり、裏を返せば理由

があればという捉え方もできると思います。その部分も含めて、まず中学校の現場に対応をあ

る程度お任せをした中で改善を図っていきたいと言うふうに考えておりますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

 

○勝又委員長 

 よろしいですか。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 このいじめの判断の中で、どうなんでしょうかね。今伊藤委員言われたように、こういうこ

とがあったらいじめてもいいのかという解釈じゃなくて、僕は逆にあるいは一部の人にはやっ

ぱりいじめがあったときに報道がある中でいじめられる何かがあったんだろうなっていう。そ

れなりの理由があって、いじめた部分というのも解釈を持っている人がいるという。どんな理

由があっても駄目だよと言いながらいじめられた理由って何かあるんだろうという考え方も一

つあったかなっていうような気もするんですけども、逆にここはないっていう解釈をしたら、

非常にある地域から見ると全くないところって、いじめられる理由ってなにかあるんだろうか

っていう解釈も１つあるのかなという気はするんですけども。 

その辺は学校現場だとかその中でどんな話をされているのかっていうことが一番大きなこと

だろうと思いますけれども。質問でなくて、解釈のしかたがちょっと違うのかもしれないと。

いいということではなくて、悪いんだけど何か原因が、いじめられる原因もあるのかなという

解釈をする人も中にはいるのかなという気がしたんですけども。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんからありませんか。はい、前中さん。 

 

○勝又委員長 

 いじめっていうワードが出たので、ちょっと気になるというかな。この中学校の中で極端に

この棒グラフというか、この表で数学全般に対して低いんですよ。全国平均で小学生は小学生

で学年の特色があるって課長の説明もあるんですけども、今この現場の中ではしっかりと授業

が成立されているのかなと。先程成績のいい子と悪い子という説明がありましたけども、あく

までも統計上の偏差値をデータでやる場合にはある程度のアベレージが出てくるはずですよ

ね。極端に平均値より低いということがゆえに、この折れ線グラフで低いデータが出たのかな

と思うんですよ。端的な話はしませんけれども。 

もう１つ管内的な傾向もたぶん発表されていると思うんですけども、これに対して本町の成
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績、たぶん教育委員会では持っていると思うけども、ここら辺の動きも今はいいですけども、

そこら辺どう捉えているか、そこをちょっとお聞かせ願えればと思います。 

 

○勝又委員長 

 課長。 

 

○生涯学習課長 

 はい、まず数学でございますが、中学校におきましては習熟度別の授業。要は学年を比較的

出来る子、少し課題のある子にわけた指導を分けてきっちりやっているところでございます。

またこれも、今回の質問紙調査で実は中学校数学の勉強は好きだ。数学の授業内容がよくわか

ると答えた生徒、極端に多いんです。そうにもかかわらず、成績にあってこないというのは、

ちょっとここのどう理解していいかというのは、私どもも苦慮しております。 

先ほども説明申し上げましたが、逆に小学生は成績が非常に今回高い状況にございますが、

実は読書の時間ですとか家庭学習の時間というのは全道全国と比較すると少ない。この部分に

ついてなかなか私どももうまく理解ができない部分でございます。それから管内でございます

が、ちょっと今手持ちございませんがほぼほぼ管内と清里は似たような傾向を示しているのか

なというふうに理解をしているところでございます。 

 

○前中委員 

 ちょっと関連なんですけどね、今説明あったなった中で好きだとは言っているんですけど、

最終的なその履修過程全て終えられているのかどうかというところは、この数学Ｂに関して言

ったら、そういうところも結構現場の中で履修されていないのか。あるいは未履修というのか

な。これは無いという事でいいですよね。 

 

○勝又委員長 

 はい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 はい。あくまでもこれは春にやるのは、前年度までの問題ですのでございません。全部履修

済でございます。 

 

○勝又委員長 

 他、委員さんから。ありませんか。全体を通して生涯学習課ありませんか。 

先ほど学生の関係ね、ただ単純に数字として比較はできないと言っても、やっぱりきちっと

数字として表れたような部分がありますので、もう３年生もこれから半年ぐらいなわけですけ

ど、１つきちんと改善できるような形のものだけの取り進めっていうのはお願いしたいなと思

います。他ありませんか。なければはい、課長。 

 

○生涯学習課長 

 御報告をいたします。９月定例会で同意をいただきました教育委員の関係でございますが、
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１０月１日付をもちまして、高見教育委員が着任しております。同日教育委員会議が開催され

まして、その中で前教育委員長でありました、石井氏が教育長職務代理者に指名をされており

ますので、報告申し上げます。以上でございます。 

 

○勝又委員長 

 はい、ただいま課長から報告がありました。他にありませんか。無いようですので以上を持

ちまして生涯学習課終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○企画政策課長 

 大変申し訳ございませんけども、新たに観光の支援ということで地域おこし協力隊の小島さ

ん赴任しましたのでご挨拶をさせて頂きたいと思います。 

 

○小島地域おこし協力隊 

 失礼いたします、お世話になります。地域おこし協力隊で９月３日から着任させて頂いてお

ります、小島と申します。東京の方から移住をさせて頂きまして、うちの妻が近隣の美幌町の

出身という事もあって、今回色々あって移住させていただく決断をさせていただきました。現

在きよ～るの方に働かせていただいておりまして、まだちょっと慣れないんですけれども観光

案内とか、きよ～るの売店の方で販売とか、その他電話応対とかいろんな仕事をさせていただ

いております。まだ不慣れなところがありまして、皆さんにご迷惑をおかけしている状況です

が、頑張って少しずつ慣れていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○勝又委員長 

 お願いします。 

 

○企画政策課長 

 今後、移住定住だとか観光全般の部分についても、彼、今一生懸命勉強していますので、い

ろんな企画をもって、また新しい風を清里に吹き込んで行きたいというふうに思っていますの

で、引き続きよろしくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 よろしくお願いします。 

大きな２番次回委員会開催について。事務局。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが１１月５日月曜日、９時からこの会場で行う予定ですので、よろ

しくお願いします。 

 

○勝又委員長 

 次回委員会は１１月５日月曜日、９時ということで、よろしくお願いします。 

大きな３番、その他皆様方からありませんか。 
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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 ９時５７分） 

 


