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第６回 北広島市外部評価委員会 会議録 
 

 

 

 

 

 

 

日時：平成 2２年８月２３日（月） 

午前：１０時 00 分～１２時０９分  

会場：本庁舎（２階）会議室  

 

出席者 

委 員 天羽 浩、神沼幸子、小松直之、澤井將

美、村川 亘 

事務局 工藤改革推進課長、西澤主査、川口主査 
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○ 事務事業ヒアリングの内容（「教育内容の充実」－構成事務事業：22 事業） 

 

委員長：外部評価委員会で検討してきた中で、幾つか疑問等を直接担当から聞き取りする

ために教育委員会に来ていただいたので、疑問のある委員からそれぞれ質問をしてい

ただきたい。 

 

Ｄ委員：「学校支援ボランティア活用事業」だが、実際に活動していない小中学校が 5 校

ほどある。活動内容が乏しく、かつ、活動している学校であっても、活動の構成員が

非常に少ない状況で、実際にこの事業が各学校に容認されていないのではないか。部

局では各学校にどのような働きかけを行っているのか。 

 

担当課：平成 18 年から開始し、市長マニフェストに基づき事業を進めているが、学校で

の人材発掘していることや事業内容も多様化していることなどから、十分生かされて

いない面もある。 

学校で活動内容の検討をしている段階で、今後、いろんな形で活用するよう周知を

図っていきたい。 

 

Ｄ委員：活動の標準的なものを教育委員会から提言して、この事業が生かされるように小

中学校に活動を求めないと、この事業の本来の趣旨が生かされないと思う。 

 

委員長：11校分の交付金を合計しても446千円で1,032千円の決算額と合わないのは、

何故なのか。 

 

担当課：各学校に 45 千円の交付金を出しており、それ以外の金額は保険料である。各学

校に来ているボランティア等に対する保険料として１校約３万円、１６校分が含まれ

ている。 

 

委員長：活動していない学校もあるのではないか。 

 

担当課：実際には、交付金の対象とならないボランティアの方々が多数学校に来ている。 

保険金については、このボランティアの他に授業補助員など、学校を支援してくれ

ている方を保険の対象としている。 

 

Ｄ委員：この保険料は、ボランティア活動の構成員に対する保険料と、学校に直接ボラン

ティア事業で来られている方に対する保険料と理解していいのか。 

 

担当課：保険料の内容は、１校１日１０名分を対象として、人は入れ替わっても構わない

という保険をかけている。 

 

Ｃ委員：学校支援ボランティア、授業補助員とも、積極的な学校とそうではない学校との

格差が見られ、行政側としては、学校の自主性に任せていないで、色々な能力を持っ

ている市民の方をノミネートしてそれを各学校に配布するなどして活動していただく

といった積極性があってもいいと思うが。 

 

担当課：地域によってボランティアの方や活動できることに差があり、各学校での活用に

格差があるのが実態である。 
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   今、地域の人材をリストアップし、それをコーディネイトする方がいて、登録バン

クのように事業活動に対する人材を紹介できるシステムをモデル事業として実施して

いる。この事業を活用することで、色々な事業ができるように進めている。 

 

Ｄ委員：学校支援ボランティア事業、授業補助員活用事業、それから小中学校の教育振興

補助事業、これらの事業を分けて行うのではなく、１つの事業として、その中で自由

に事業趣旨に沿った形で学校が選択し、実施できるようにした方が良いのではないか。 

   例えば授業補助員活用事業については、実際には補助員を活用していない学校もあ

り、児童生徒に対しての不公平感が生じることになるのではないか。 

マニフェストでは 3,200 時間を目標にしていると聞いたが、その実現は何年ころ

を目標にしているのか。 

あえて 3・4 つの事業として行うのではなく、1 つの事業にまとめて実施するのも

方法ではないか。 

 

担当課：学校支援ボランティア、授業補助員、教育振興補助事業だが、今の時点では目的

がそれぞれ違うことから分けて事業を展開している。 

学校支援ボランティアは地域の人材を活用するということ、授業補助員は授業の内

容をより分かりやすく進めるための補助ということで、それぞれ違う目的で始めてい

る。ただ、ボランティアと授業補助員とが重複する部分もあるので、今後検討しなけ

ればならないと思っている。 

 

Ｃ委員：いずれにしても、学校と社会との関わりをこれから充実させていくことに皆さん

異論はないと思う。これから益々必要になってくると思う。子どもたちがどう学んで

いくかは、学校単位よりは、行政側の指導力が必要になると思う。学校長任せではな

く、一度調査し、教育委員会なりのプログラムを立てるべきではないか。 

 

担当課：学校に任せているのは、学校の自由裁量で、各学校に応じた活用ができるように

という意図である。教育委員会の中で状況を踏まえて、各学校に制度の活用をお願い

していきたい。 

 

委員長：クラブ活動の状況だが、中学校のクラブ活動に参加しているのが大体 60～70％

位なのに、ある学校は 30％台となっており、少ないのではないか。校長の考え方で

そうなるのか。何か別の理由があるのか。 

 

担当課：部活動は学校によって差がある。西部中学校については、部活動の数自体も少な

く、同好会である卓球クラブに大半の生徒が入り、あとはバレー部、野球部、ソフト

ボール部しかない。卓球は部活動としては認めていないので差が出てきている。西部

中学校は、元々3 学級しかなく、現在 6 学級ではあるが、学級数の増加にあわせて部

活動が増えていかなかったという実態がある。他の学校は逆に生徒数が減り、元々た

くさんあった部活動を少しづつ減らしながら活動しているという状態にある。選択で

きる部が少ないというのが西部中学校の現状である。 

 

委員長：校長の考えによるものではないのか。 

 

担当課：指導者の人数の絡みもある。 

 



 

3 

 

Ｄ委員：「学校図書室整備事業」だが、22 年度は第 3 次実施計画の 後の年になり、総合

計画では図書司書の配置、ボランティアの活用、図書室の地域への開放と具体的に掲

げているが、計画通りに進んでいるのか。 

 

担当課：図書司書は学校に配置していない。司書教諭は 12 学級以上の学校に配置するこ

ととなっており置いているが、図書司書は学校に配置しておらず、学校図書センター

に非常勤職員を含め 3 名配置している。学校図書センターは西部小学校の中にあるが、

そこに 3 名の非常勤の図書司書と図書館の司書 1 名を配置している。 

 

Ｄ委員：総合計画では、各学校に図書司書を配置するようになっているが。 

 

担当課：総合計画に掲載されており、議会からも質問が出ているが、今時点では非常に難

しいということで配置していない。今後、どうするかという問題が残っている。 

 

Ｄ委員：それは財政上の問題か。 

 

担当課：そういった面もあります。 

 

Ｄ委員：図書室の地域開放は進んでいるのか。 

 

担当課：実際に地域開放しているのは西部小学校のみである。学校建設の時点からそのよ

うに考えて建設した。 

 

Ｄ委員：学校によって図書の貸出数に大きな差がある。地域に開放することによって、図

書の利用が多くなるのではないか。それが具体的に進んでいないことが、学校間の格

差も生まれる要因ではないかという思いもある。今後、具体的に開放していく手立て

は検討されているのか。 

 

担当課：まだそこまでは検討していない。 

 

Ｄ委員：第 3 次実施計画の中で、この計画の達成度は何％位になっているのか。 

 

事務局：今、第 5 次総合計画の基本構想を策定中であり、３月までに基本構想の策定にあ

たり、今までの課題等を整理しているが、達成度の割合については、事務事業の評価

調書と同じように成果指標として出せるものとできないものがあり、数字的に何％と

いう全体的な表示はしていないと思う。 

 

Ｃ委員：「教師用指導書等整備事業」だが、自己評価は｢拡大｣になっているが、教科書が変

わることにより予算規模が拡大するという意味か、また教科書と指導書の割合はどう

なっているのか。 

 

担当課：教科書は 1 冊数百円程度であるが、指導書は 1 冊高いもので２・３万円となって

おり、割合ではほとんど指導書になる。 

 

委員長：23 年では、12,500 千円となっているが、このうち教科書は何％で、指導書は

何％になるのか。 
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担当課：教科書は先生の分だけで、児童・生徒は無償配布されており、指導書の方が単価

的に高く、ほとんどが指導書になる。 

 

Ｃ委員：これは、ずっと以前から市の税金で購入しているのか。 

 

担当課：約 4 年に一度教科書の改訂があり、その時に各市町村とも購入している。6 年ほ

ど前から、全教員に配布するのではなく、2 学級に 1 冊、中学校では教科担任 2 名に

1 冊とか、冊数を絞って購入している。従来から税金で購入しており、他市も同じよ

うな形で購入している。 

 

Ｃ委員：常識から言うと参考書は自分で買うのが当たり前だが、以前から公費で購入して

いるのであれば、今更廃止するということはできないと思う。 

 

担当課：指導書は学校に備え付けという形にしている。先生が異動になっても指導書は学

校に残り、後任の先生が使用する扱いにしている。 

 

Ｃ委員：「要保護・準要保護児童生徒援助事業」だが、21 年度は対象者が児童・生徒の

23％と伸びてきているが、子ども手当ても支給されており、生活保護の 1．3 倍の基

準による援助をすべきものなのか、支給項目等も再検討すべきではないかと考えるが

どうか。また、支給率が伸びている要因は何か。 

 

担当課：今の経済情勢の中で、保護者の収入が落ち込んでいることから、当市だけではな

く、管内的、全道的にも増加傾向にある。 

   1．3 倍の率を下げることは政策的判断にもなるが、明らかに生活困窮のために就

学できない面もあるので、当面は予算の範囲内で、1．3 倍の基準内で援助をしてい

きたいと考えている。 

   それと子ども手当の関係だが、まだ始まって 1 年しか経っておらず、この手当は就

学の部分に回るのかということもあり、子ども手当の状況を見ながら就学援助を考え

ていかなければならないと思っている。 

 

委員長：1．3 倍の基準はいつから行われているのか。 

 

事務局：この制度はもともと補助事業であり、国の支給基準が概ね生活保護の 1．3 倍以

下とされていて、制度ができたときからだと思われる。 

 

委員長：国の補助基準で当初から 1．3 倍で行われ、市の施策として 1．3 倍で実施して

いるが、他市では、1．1 倍、1．2 倍となぜ異なっているのか。 

 

担当課：千歳市の場合は所得で見ているので、収入に直すと当市と同じ 1．3 倍になる。

基準が市によって違うので、当市に合わせると 1．3～1．4 倍になると思う。 

   江別や石狩でも、1．2、1．4 倍になっているが、基準の所得で見ると当市と同じ

位になり、生活保護の等級が違うのが影響している。１級地、2 級地があり、それに

より生活保護の基準額も違っている。 

 

委員長：備考に基準額が収入となっているので、千歳市を除けば皆同じではないか。 
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担当課：元々の生活保護の基準額が地域によって違っている。北広島と江別でも、生活保

護の基準額が違っており、大体 4 人家族で 4,000 千円の収入だと、江別では 1．2

倍で、北広島は 1．3 倍になっている。 

 

委員長：申請して基準額の証明書を添付すれば、支給対象になるのか。 

 

担当課：申請を受けるときに、本人の所得証明や源泉徴収票を付けてもらい、基準以下で

あれば支給されることになるが、申請者のなかには基準額を超えている方もいる。 

 

委員長：生活保護の場合は、ケースワーカーの定期的なチェックがあるが、この場合には

チェックがあるのか。実態はどうなのか。 

 

担当課：前年度の所得で判断する。今年度の状況がどうなのかまでは調査をしていない。 

 

委員長：景気が悪くなり失業者が増えたこと、或いは、収入が大幅にダウンしたことが、

支給額が増えている原因と考えているのか。今後も、毎年、毎年、支給額が増えてい

くと予測しているのか。 

 

担当課：景気の動向もあり、明確なことはいえない。児童数が減ってくるので、一定して

くることも考えられる。ただ、認定者が増えると支給額も増えていく。 

 

Ｄ委員：準要保護世帯は、給食費は無料になるのか。そのほかに就学用品や修学旅行費、

郊外活動費もすべて対象になっているのか。 

 

担当課：支給額では給食費が大半を占めている。 

 

Ｄ委員：給食費の未納者に対しても支給の対象となっているのか。 

 

担当課：就学援助を受けている方、生活保護費を受給している方は、直接教育委員会から

給食センターに支払うので、未納になることはない。 

 

Ｄ委員：支給内容は、生活保護と同じなのか。 

 

担当課：修学旅行費だけ生活保護費を受給している方は支給されないので、支給している。

あとは全部同じ内容となっている。 

   平成 17 年度から当市の制度が変わり、国の制度では定額であるが、実費に切り替

えて支給額を出来るだけ抑えている。 

 

Ｄ委員：国で定めている定額支給の方が高いのか。 

 

担当課：学用品で見ると、小学校では 11,100 円と定額で決まっているが、当市では平均

で、7,800 円、学校間によっても若干違う。中学校も 13,000～14,000 円だが、

国が 21,400 円、大体小中学校で 5、6 千円の削減となっている。 

 

Ｄ委員：1 人当たりの年間の負担はいくらか。 
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担当課：学年にもよるが、大雑把にいって給食費を含めて小学校は 7、8 万円、中学校は

10 万程度となっている。1 年生と 終学年は、新入学用品費と修学旅行費があるの

で高くなる。 

 

Ｃ委員：支給の項目も他市と大体同じか。国の項目で決まっているのか。 

 

担当課：どこの市町村も同じである。 

 

委員長：「教師用指導書等整備事業」だが、参考書を各学校で作成するとか、自前で工夫す

るとか、基本的には参考書に頼らないで授業をすべきだとか、そのような議論は起き

ないのか。やはり参考書は自前で購入すべきだとか。 

 

Ｄ委員：先生は、教科書や指導書を基に加工し、自分用に加工し活用していると聞いたこ

とがあるが。 

 

担当課：指導書を基にそれをそのままではなく、学校ごと、児童生徒に学力に応じた中で

修正しており、先生方の研究会、北広島市教育研究会でもそれぞれの部会の中で授業

の進め方など検討しているので、参考的に使用している。 

 

Ｄ委員：指導書があることによって、教員間の一定の水準が保たれている部分もあるので

は。 

 

委員長：削減するためには、冊数を減らすしかない。その冊数が妥当か否かということし

かないが、極端にいえば、各学校に 1 冊あれば良いとかいう発想はないのだろうか。

現実的には随時見なければならないものなのだろうか。やはり２学級に 1 冊なければ

だめなものなのだろうか。 

 

担当課：中学校は教科担任だが、小学校は学級担任であり、1 からすべての教科を教える

ので、担任毎に備えている。大体同じ時間に授業をするため、無いと困る場合もある

と思う。 

 

委員長：教育委員会としては必需品だと考えているのか。各教師からは 1 冊ずつ欲しいと

の要求があるのか。 

 

Ｃ委員：各学校から足りないとかの声はあるのか、それとも教育委員会で減らして支給し

ても何も反応はないのか。 

 

担当課：中学校からは、実際に要望はある。増やしてほしいといわれるが、実際には予算

がないので、各学校からの要求の中で減らして予算の範囲内で配布している。 

 

Ｂ委員：「郷土資料教材化事業」だが、この資料を使ってどのくらいの時間数教えているの

か。 

 

担当課：社会の副読本であれば、3・4 年生が対象で各学年 10 時間前後と思う。地域学

習もあり、実際の時間数までは把握していない。 
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Ｂ委員：福祉読本は何の時間に使用するのか。 

 

担当課：道徳や総合学習の福祉活動などで使用している。盲導犬体験や障害者・高齢者の

体験活動があるので、事前に学習して実際に体験している。 

 

Ｂ委員：21 年度の決算額は、3、4 年生 2 学年分の副読本を作成したので多かったのか。 

 

担当課： 4 年間分作成した。次回改正までの分、ただ、社会は 3 年生の時に配布してお

り、昨年、2 年間分を作成した。 

 

Ｂ委員：22 年度の予算の内容は。 

 

担当課：昨年の見直しや、次回の改定に向けて、委員会で検討する交通費となっている。 

 

Ｂ委員：北広島は全部先生で作成しているのか。札幌市では、福祉関係の方などが作成し

ている。 

 

担当課：札幌市は、先生が入っていない。社会福祉協議会等で作成して各学校に配布して

いる。 

 

Ｂ委員：札幌市のようには考えていないのか。これから改定されるのだろうが、現状と少

し違う部分もあると思われるので。 

 

担当課：社会福祉協議会の方に協力をしてもらい、監修もしてもらっている。 

 

Ｂ委員：先日の新聞に掲載されていたが、ホームページで閲覧でき、将来的には、副読本

もこのようにする考えはないのか。作成にお金がかかるので、このように映像で載せ

れば非常に分かりやすいと思うが。 

 

担当課：地域教材は今年始めたばかりで、これから増やしていく計画だが、福祉読本や社

会科の副読本も掲載して使えるようにと進めてはいるが、まだ始めたばかりである。 

 

Ｂ委員：この副読本をもう少し薄くする、簡素化する考えはないのか。 

 

担当課：逆に充実を図っていきたいと先生方は考えている。 

 

委員長：作成側は、毎年良いものを作ろうとして増えてしまう。ウェブサイトを活用すべ

きで、毎年、更新も修正もできる。各学校にはパソコンを設置しており、パソコンを

使用して授業する方が効果的であると思う。授業でしか見ないので、もったいないと

思う。 

   「校長会・教頭会補助金」だが、額は少ないが、これは何に使われているのか。 

 

担当課：それぞれ様々な活動をされているが、主に全道・管内の研修会等、管理職として

の研修、諸々の研究会等の参加費、参加の旅費や負担金、資料代等も含まれる。校長

会、教頭会とも頻繁に研修会が行なわれている。校長だと、年間 1３４,５00 円負担

してそういう研修活動に充てている。 
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委員長：研修活動の実費が出ているのか。 

 

担当課：研修の参加負担金、資料代等であり、450 千円の補助金の中で充当できているか

は把握していない。しかし、補助対象経費ではある。 

 

Ｂ委員：決算はどのような形になっているのか。 

 

担当課：研修等の活動の実績が報告されている。主に管内の研修会、全道の研修会、研修

の図書、上部団体の負担金等となっている。 

 

委員長：他市と同じ位か。 

 

担当課：他市と比較したことはないが、同程度だと思う。自己負担額もあり、校長会で年

間 2,600 千円、教頭会で 1,400 千円の決算となっている。 

 

Ｄ委員：補助金の資金使途は、あえて決めていないのか。補助金の対象項目は決まってい

るのか。 

 

担当課：決まっている。飲食費は対象外となっている。 

 

委員長：校長会等での研究会や研修会の会合での成果は、一般の先生方に還元されるのか。 

 

担当課：管理職としての研修もしているので、当然他の先生方に伝達されている。学校運

営とか学校経営の研修や学校全体としてのあり方等をテーマにしているので当然還元

されている。 

 

Ａ委員：小中学校の交際費は、全くないのか。地域との懇談などもあると思うが。 

 

担当課：管理職の交際費はない。自己負担である。 

 

Ｄ委員：各学校に自由裁量的なお金の配分というのは全くないのか。すべてそれなりの事

業目的をもって配布しているのか。 

 

担当課：自由裁量的なものは無い。各学校に予算を配分しているが、費目は決まっており、

消耗品や軽微な修繕、備品等となっている。多額になるときは教育委員会で購入して

いる。 

 

委員長：「小学校教育振興補助事業」で、花壇とか、ボランティア、スキー学習とか色々あ

るが、学校支援ボランティアとの違いは何か。 

 

担当課：一部、花壇づくりやスキー授業等でボランティアを活用している部分もある。 

 

Ｄ委員：この中には、内容によって事務経費で対応できるものもあると思うので、もう少

し整理して、総体的に少しでも財政の圧縮につながるような形にしていく努力が必要

ではないかと思う。 

小中学校振興補助事業と学校支援ボランティア活用事業、授業補助員活用事業をまと
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めるなど、制度設計をし直しした方が良いと思う。 

今後、益々地方財政も厳しくなっていくと思われる中で、事業を分けるのではなく、

有効活用できるような形で、事業を生かしていくことを考えてはと思う。 

 

担当課：学校支援ボランティア、授業補助員、教育振興補助事業等と重なっている部分は

あるが、各学校での内容も違い、学校の裁量で特色を持った事業を組んでいく方が、

ある意味安定的にこの事業を実施していけると思うが、検討していく必要はあると思

う。 

 

Ａ委員：「小学校教育振興補助事業」は、スキー学習、札幌市や千歳市の社会見学と記載さ

れているが、スキー学習を行うと１回で千円を超える金額になると思うが、どういう

仕組みになっているのか。 

 

担当課：実際にはバス代となっている。補助事業から出せるのはバスの借上料で、あとは

保護者からの負担金で賄っているのが現状である。 

 

Ａ委員：それに対する補助を無くした場合、全額自己負担になるだけだと思う。 

 

担当課：様々な活動の中で保護者負担の問題があり、全額は難しいと思う。 

 

Ａ委員：事業の優先順位も言われており、そうした関係から質問したが、理科教材の購入

予算と、スキー学習の一部補助とでは、当然理科教材の方が優先すると考えている。

しかし、活動指標や成果指標が未記入であり、それを判断するのは難しいと思うが、

ほとんど調書の意味はないと思う。 

スキー学習したことによってどのような成果があり、実施しない場合どのような弊

害があると書ければ理想的だと思うが。 

 

担当課：スキー学習は段々少なくなってきているが、特色ある学校づくりの一環として継

続している事業である。親が子供をスキーに連れていくことも少なくなっており、そ

ういう意味から、児童にとっても良い機会でもあると思う。 

 

委員長：これで教育委員会のヒアリングを終了します。ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

（注）発言を要約したものであり、発言をすべて記述したものではありません。 


