
 

 

 

 

 

 

平成 27年第 12回 
 

 

 

 

北広島市教育委員会会議録 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成２７年８月６日（木） 

午後３時～４時１０分 

場所：教育委員会会議室 

 

 

 



 

〇目 次 

 開会宣言 ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

日程第１ 会議録署名委員の指名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

日程第２ 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 

日程第４ 

閉会宣言 

教 育 長 報 告 

報 告 第 １ 号 

議 案 第 １ 号 

 

議 案 第 ２ 号 

 

議 案 第 ３ 号 

議 案 第 ４ 号 

そ の 他 

・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

教育行政報告について・・・・・・・・・・・・・・・ 

教職員の懲戒処分に関する内申について【非公

開】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

北広島市教育基本計画・推進計画（平成 28年度～30年

度）の策定について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

市議会定例会提出議案について（財産の取得について） 

市議会定例会提出議案について・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１～２ 

２～３ 

 

４ 

 

４ 

４～６ 

６～９ 

９～14 

15 

 

〇出席委員（５名） 

 

 

委員長 

委 員 

委 員（教育長） 

松 本   懿 

佐 藤 元 治

吉 田 孝 志 

委 員（委員長職務代理者） 

委 員 

石 井 雅 恵 

大 山 秀 之 

〇本会議に出席した事務局説明員 

 

 

 

教育部長 

教育部次長 

社会教育課長 

学校給食センター主査 

水 口  真 

鹿 野 秀 一 

棚 田 吉 浩 

須 貝 初 穂 

教育部次長 

学校教育課長 

文化課長 

  

櫻 井 芳 信  

櫻 井 洋 史 

丸 毛 直 樹 

〇本会議の書記 

 教育総務課庶務担当主査 河 合  一  

  

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

開会 午後３時 

 

（ 議 事 の 経 過 ） 

◎開会宣言 

 

○松本委員長  ただいまから平成２７年第１２回教育委員会会議を開会いたします。 

議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 

 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 

○松本委員長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名委員として、石井雅

恵委員を指名いたします。 

○松本委員長 日程の第２に入ります前に、本日の議案第 1号が、教育委員会会議規則第 16条第 1項

第 1号に該当いたしますので、非公開とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○松本委員長 

 異議なしと認め、議案第１号は非公開ということでよろしくお願いいたします。 

 

 

◎日程第２ 教育長報告 

 

○松本委員長 日程の第２、教育長報告をお願いします。 

○吉田教育長 まず１点目、寄附についてでありますが、７月２７日に、石上車両株式会社様より、

学校図書の充実を図ってほしいとの申し出があり、３０万円の寄附をいただきました。この寄附は、

代表のお子さんが市内の学校に通っていたこともあり、平成２２年度から継続していただいておりま

す。寄附金につきましては、図書購入費として、９月の第３回市議会定例会において補正予算案を提

案いたすこととしております。 

 次に、シルバー１日奉仕デーについてでありますが、公益社会法人北広島市シルバー人材センター

様には、毎年、社会貢献事業の一環としまして、市の公共施設を対象にボランティア活動を実施して

いただいております。今年度は７月１１日に、教育関係施設では芸術文化ホール、レクリエーション

の森、フレンドリーセンター、中央公民館、西の里公民館、旧島松駅逓所において、木の剪定や枝払

い、草刈りなどを実施していただいたところであります。 

 ３点目ですが、中央大学の相撲合宿についてでありますが、８月２日から４日までの間、中央公民

館において、中央大学相撲部員６名に北海学園札幌高校の相撲部員３名が参加して行われたところで
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あります。この合宿につきましては、２日のふるさと祭り会場におきましても、部員がステージに上

がるなど、紹介をされたところであります。また、合宿中には、市内で相撲に取り組んでいる子供た

ちも稽古に参加し、交流をしたところであります。 

 ４点目であります。図書特別整理期間についてでありますが、８月２５日から３０日までの間、市

内の図書館、分館等を全て休館とし、蔵書点検を行います。この作業により、不明本を把握しており

ますが、ここ数年は不明本が１００冊を下回っており、他市にある本市と同規模の図書館と比べまし

て極めて少ない状況となっております。なお、この期間には、本館と地区図書室等の蔵書の入れかえ

も実施することとしております。 

 ５点目であります。エコミュージアムセンター知新の駅開設１周年記念、エコミュージアム講演会、

「私たちのまちのエコミュージアム」の開催についてでありますが、７月２６日午後１時３０分から、

広葉交流センター研修室におきまして、松本教育委員長から、「エコミュージアムとは」と題しまして

基調講演をいただいたところであります。その後、パネルディスカッションに移り、石狩市や当別町

での市民活動とともにあるエコミュージアムにかかわる事例と、本市のエコミュージアムを支える活

動の状況などを学びました。５０人あまりの来場者とともに、今後の本市におけるエコミュージアム

の展開を考えるよい機会となったところであります。 

 最後に、高性能断熱食缶等の購入についてでありますが、今年度、防衛省補助を活用し、整備して

いるところであり、これにより、食中毒の防止を図るなど、より安全で安心な給食の提供につながる

ものと考えております。高性能断熱食缶は７月３１日に、蓄冷材凍結庫につきましては８月２５日に

納入される予定となっております。高性能断熱食缶等を使用した各小学校への給食の提供につきまし

ては、９月２日に双葉小学校から開始し、順次使用してまいることとしております。 

 以上であります。 

 

 

◎日程第３ ○報告第１号 教育行政報告について 

 

○松本委員長 それでは、日程の第３、報告第１号教育行政報告について、説明をお願いいたします。 

○櫻井教育部次長 別紙のとおり、市議会第３回定例会に教育行政報告を行う旨、教育委員会に報告

するものであります。それでは、行政報告の内容を読み上げたいと思います。 

 別紙資料１になります。まず初めに、エコミュージアムセンター知新の駅についてでありますが、

昨年７月２７日にオープンし、１年１カ月あまりが経過したところであります。７月２６日には、オ

ープン１周年記念として、エコミュージアム講演会「私たちのまちのエコミュージアム」を開催し、

市民の皆さんとともに、エコミュージアムが地域づくりの一つであると改めて学んだところでありま

した。 

 また、利用状況についてでありますが、各種特別展や企画展、体験教室に多くの皆様に来館いただ

き、７月３０日に利用者が１万人に達したところであります。知新の駅を中核としながら、市内各地

域の自然遺産や歴史遺産に注目し、市民の皆さんとともに北広島エコミュージアム構想を推進してま



- 3 - 

 

いりたいと考えているところであります。 

次に、北海道教育委員会指定、子ども朝活事業についてでありますが、家庭教育支援事業の一環と

して、東部地区において、７月３０日から８月８日までの期間の７日間、中央公民館を拠点に実施い

たしました。本事業は、生活リズムが乱れがちな長期休業中に、学校や家庭、地域が一体となり、学

習や運動、体験活動を通して、望ましい生活習慣の定着を図るものであり、東部小学校と北の台小学

校の４年生から６年生を中心に、２１名の子供たちが参加をし、今回初めて実施したところでありま

す。今後、事業内容の検証を行い、市内各地域での実施について検討してまいりたいと考えていると

ころであります。 

 次に、カナダ・サスカツーン市への相互派遣交流事業についてでありますが、ことしは高校生１２

名と引率者２名の計１４名を、１０月８日から１６日までの９日間派遣いたします。内容は、６月２

０日から７回にわたる事前研修を行い、派遣に備えた準備を行っているところであります。また、今

年はカナダ・サスカツーン市との相互派遣交流２５周年の節目の年に当たることから、カナダ・サス

カツーン市長への表敬訪問を予定しております。なお、今定例会において、事業に必要な経費の補正

予算を提案させていただいているところであります。 

 以上です。 

○松本委員長 よろしいでしょうか。 

○大山委員 ２番の朝活事業のところで、２１名のお子さんたちが参加して、学習や運動、体験活動

を通してということなのですが、具体的にどういうことをされているのですか。 

○棚田社会教育課長 ７日間のうち、午前中の時間を使って実施をしております。その中で、学習の

時間がおよそ１時間程度、その他の時間は体験活動をやっております。その中で、イングリッシュキ

ャンプですとか、農業収穫体験、スポーツ教室みたいなこと、こういうような体験を事業として組み

立てております。その中で、生活シートを付け、リズムチェックをやっていただくということを主に

考えておりまして、その中で子供たちのいわゆる生活習慣づくり、これを基本にこの事業を実施して

いるという状況です。 

○大山委員 ありがとうございます。 

○松本委員長 よろしいですか。 

○佐藤委員 これは、今後も続けるのですか。 

○棚田社会教育課長 今回初めて補助事業で実施をさせていただいて、今回の中身を検証させていた

だいた中で、今後は、続けるとすれば単費になりますが、継続を考えながら、いま検討をしていると

ころでございます。 

○佐藤委員 ということは、中央公民館以外のところでもやる可能性もあると。 

○棚田社会教育課長 できれば市内全地区で実施をしていきたいという考え方でございます。 

○松本委員長 ほかに。よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまの報告第１号については承認ということにさせいただきます。 
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○議案第１号 教職員の懲戒処分に関する内申について【非公開】 

 

【非公開案件の審議等の結果】 

    原案どおり可決した。（質疑等省略） 

 

 

○議案第２号 北広島市教基本計画・推進計画（平成２８年度～３０年度）の策定について 

 

○松本委員長 議案第２号についての説明をお願いいたします。 

○櫻井教育部次長 北広島市教育基本計画推進計画、平成２８年度から３０年度の策定についてであ

りますが、平成２３年３月に策定した教育基本計画、平成２３年から３２年にかけて推進するため、

教育推進計画を毎年策定することとしています。 

 このたび平成２８年度から平成３０年度までの教育推進計画策定にあたりまして、北広島市教育施

策審議会において、別紙のとおり諮問を行うため、教育委員会の議決を求めるものであります。 

 審議会では、教育推進計画の内容等についてご審議をいただき、明年２月ごろまでに計画案の答申

をいただくと予定しているところであります。 

 以上が提案になります。 

○松本委員長 ４ページの内容のとおりに諮問するということについて、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○松本委員長 それでは、原案どおりということで決定をさせていただきます。 

 

 

○議案第３号 市議会定例会提出議案について（財産の取得） 

 

○松本委員長 議案第３号についての説明をお願いいたします。 

○櫻井教育部次長 市議会定例会提出議案についてでありますが、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得または処分に関する条例第３条の規定に基づく財産の取得について、市長から議案提出の意

見を求められましたので、教育委員会の議決を求めるものであります。 

 このたびの財産の取得は、市内中学校６校の校務用タブレットＰＣと周辺機器の更新ほか、小中学

校全１５校の校務用サーバの整備を行うものであります。 

 主な機器としましては、中学校の全教職員分のタブレットＰＣ、校務用モニター、ワイヤレスキー

ボード、マウスの各１６０セットを整備するとともに、全小中学校の校務用サーバの更新と、市庁舎

内に学校管理セキュリティ対策機関を構築するものであります。 

 なお、この購入計画は、本市が加入する北海道市町村備荒資金組合と納入業者との契約であります

が、同組合の条例等に基づき、当市は当該物件を譲り受け、次年度から５カ年で支払うものでありま

す。契約につきましては、昨日ですが、８月５日に指名競争入札を執行し、４,９３５万６,０００円を
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もって野村家電販売株式会社北広島支店に落札をいたしました。 

 指名業者及び入札の状況につきましては、参考資料３をご覧いただき、説明を省略させていただき

ます。 

 以上が提案でありますが、備荒資金組合について若干ご説明を追加させていただきたいと思います。 

 備荒資金組合は、字のとおり、備荒ということですので、災害等に備えるということで、北海道市

町村備荒資金組合は昭和３１年２月に、道内全市町村が参加しまして、資金を積み立て、そしてその

積立金の管理を行うために一部事務組合として設立されたものであります。 

 組合では、蓄積された積立金を活用して各種の事業を行っておりまして、その事業の一環として、

今回、事業名は防災資機材譲渡ということで、災害防止、災害応急復旧のために必要とする防災資機

材、これはパソコン等含むという形で規定されていまして、それを組合が購入して市町村等に譲渡す

るという形になっています。譲渡の条件については、３年から５年以内の償還になっていまして、利

率として年０.１％ということで、例えば５,０００万円程度のリース会社と契約した場合との差額が５

００万円以上になるということになっております。 

 そういうことで、災害がなければ、ためている基金を有効に活用しようということで、そういう形

でこの資金の運用を図っているというような内容になっています。 

 ちなみに、北広島市としても基金には出資していまして、現在、１億４,１６１万６,０００円ほどを

出資しております。 

 今回、調書しかお見せできないのですが、本来であれば、野村家電と備荒資金組合が契約書を交わ

します。本当は契約書を別紙につけたいところなのですが、昨日入札だったものですから、間に合わ

ないので、調書でお配りさせていただいております。 

 野村家電と備荒資金組合が契約をして、１度、備荒資金組合が買った物を市のほうに譲渡するとい

う行為を行って、その譲渡した品物に対して、うちが５年間、０.１％の利率で支払っていくという流

れになっております。 

 以上です。 

○松本委員長 備荒資金組合のことについてもあわせてご説明をいただきました。 

 本件について、ご質疑等ございますか。 

○佐藤委員 これは、同じ機械というか、基準があるのですよね。 

○櫻井教育部次長 基準というか、一応こういう形でパソコン等整備したいと。事務の要領の中で、

学校関係のパソコンにというのを指定されていまして、その中で、一応事前に、前の年にこういうも

のを来年やりたいということを出した中で、内諾をいただく形になっております。ネットワーク用パ

ソコンとかＬＡＮの構築などです。 

○佐藤委員 かなり差がありますが。 

○櫻井教育部次長 金額のほうですか。これは実際に予定していたよりも野村家電の数字は大分低い

数字になっております。 

○佐藤委員 同じ機種で。 

○櫻井教育部次長 もちろん同じ機種で。 
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○大山委員 メンテナンス費用というのはこの中には入っていないのですね。 

○櫻井教育部次長 はい、メンテナンスは別に年契約で。今回は校務用パソコンということですので、

昨年の小学校のタブレットのようなＩＣＴ支援員は入れていません。 

○佐藤委員 安かろう悪かろうになるのかなと。 

○櫻井教育部次長 そうですね、その辺はもちろん契約時に業者と確認した額ですので心配ないかと。 

○佐藤委員 ＯＳは。 

○櫻井教育部次長 ウィンドウズ８.１です。 

○佐藤委員 こんなに差が出るのですか。 

○櫻井教育部次長 そうですね、２番目と４００万円ぐらい、差が結構あるのですけれども、入札の

結果ということで。 

○佐藤委員 大丈夫なのですか。 

○櫻井教育部次長 大丈夫ということで確認しています。 

○松本委員長 ほか、よろしいでしょうか。それでは、議案第３号について、原案どおりということ

にさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○松本委員長 それでは、原案どおり可決とさせていただきます。 

 

 

○議案第４号 市議会定例会提出議案について（平成２７年度北広島市一般会計補正予算） 

 

○松本委員長 議案第４号についての説明をお願いいたします。 

○櫻井教育部次長 同じく市議会定例会提出議案についてでありますが、市議会第３回定例会で、平

成２７年度北広島市一般会計補正予算の提出案件について、市長から意見を求められましたので、教

育委員会の議決を求めるものであります。 

 補正予算の内容につきましては、７ページをご覧いただければと思います。 

 まず歳出でありますけれども、教育総務費の教育振興費のうち、学校図書館活用事業につきまして

は、学校図書購入費として、５月１８日に北広島ライオンズクラブから受けました寄附金１００万円

と、７月２７日に石上車両株式会社から受けました寄附金３０万円と合わせて１３０万円を学校図書

の購入に充てるため、需用費を増額するものであります。 

 次に、社会教育費の公民館費のうち、公民館管理経費につきましては、中央公民館相撲場の冬期間

の使用に対応するため、消耗品費、光熱水費などの需用費１６４万１,０００円と、管理人設置及び除

雪に伴う委託料として４８万７,０００円をそれぞれ増額するものであります。 

 次に、社会教育費の生涯学習振興費のうち、国際交流事業につきましては、国際交流２５周年事業

として、カナダ・サスカツーン市長表敬訪問を行うことから、引率職員等の普通旅費１３０万円を増

額するものであります。 

 続きまして、最後になりますが、寄附金の教育費寄附金につきまして、学校図書購入費として、５
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月１８日に北広島ライオンズクラブから受けました寄附金１００万円と、７月２７日の石上車両株式

会社からの３０万円を合わせて１３０万円を増額するものであります。 

 なお、この補正予算の内容につきましては、現在、要求レベルでありまして、今後、理事者査定等

を経て最終確定となりますので、その点、ご了承をお願いしたいと思います。 

 以上が補正予算の内容であります。 

○大山委員 相撲場の冬期間使用というのは、今回初めてになると思うのですけれども、もう既に冬

場の利用、そういうのはもういろいろ入ってはいるのですか。冬場、何回ぐらい利用するのかという

のがあって、それに伴ってこういう費用が必要になってくるという計算になっているのだと思うので

すけれども、冬場の予約だとか、そういう状況は。 

○棚田社会教育課長 冬期間につきましては６カ月になりまして、今、週３回、北広島の相撲同志会

が使っているということで、これにあわせて回数を含めて整理をしたところです。 

○大山委員 夏場も冬場も週３回行われるということですか。 

○棚田社会教育課長 休み期間が少し増えてくるのです。 

○佐藤委員 冬の合宿というのはないのですか。 

○水口教育部長 合宿につきましては、今、ＰＲしている最中でございます。特に今回、相撲場につ

きましては、ある程度の風よけだとか暖房も設置させていただきましたので、その辺のところも含め

てＰＲをさせていただきながら、中央公民館、相撲場の利用拡大するように図っていきたいなと考え

ております。 

○佐藤委員 ということは、これから予約が入ったら、また予算は上がるということになる。 

○櫻井教育部次長 合宿等が増えたらということですか。 

○棚田社会教育課長 今回の補正につきましては、実際にかかる、例えば燃料費、光熱水費関係の計

算になっておりますので、大幅に伸びれば足りない部分も出てくるかもしれませんが、ある程度、余

裕を見た中で考えたものであります。 

○石井委員 土俵を使わせていただくという形で、申し込みとかは無料なのですか。 

○棚田社会教育課長 条例上は、４月のゴールデンウィーク後から１０月いっぱいということになっ

ておりまして、今回、冬期間については、試行という形の中で進めさせていただきます。ただ、使用

にあたっては、夏期、通常の期間と同様に、使用料についてはいただいていくという考え方で、今整

理を進めているところです。 

○石井委員 無料ではないということですね。 

○佐藤委員 暖房代とかは別にもらわないということですか。 

○棚田社会教育課長 はい。管理費の考え方の中では、全部そういうものを入れ込んだ中での使用料

ということになっておりますので、使用料の中にそういうものが含まれているという考え方での整理

になっております。 

○石井委員 使用料というのはどれぐらいの金額を。 

○棚田社会教育課長 １時間５６０円です。 

○石井委員 ５６０円ですか。 
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○棚田社会教育課長 この使用料の考え方は、市の公共施設全部が統一の考え方になっておりまして、

燃料費等々、全部入れた中で、面積按分をするという考え方になっています。 

○石井委員 プラスアルファにするという考えはないですか。５６０円に上乗せするという考えはな

いのですか。 

○棚田社会教育課長 一定の考え方の中で定義をされておりますので、料金についてはそのまま据え

置きという考え方でございます。 

○松本委員長 しかし、今、質問が出ているように、考え方によっては、今後、冬の暖房費などは、

利用も多くて、日数も増えてくるということになれば、検討する必要が出てくるかもしれません。と

いうのは、今の説明だと、暖房費も含めて料金を設定していると。冬の利用が出てきたので、ここで

その費用分を別途見ているという格好になるわけですから、そこの増嵩分については、使用料の見直

しというのか、上積み分というのがあってもおかしくないのかなという気がしないでもないですね。 

○佐藤委員 要は中央公民館を運営するに当たって、冬期間、相撲の場所も使うということも最初か

ら前提であったはずなのに、今ごろになって追加で暖房費、経費という出しかたは、なかなか納得し

てもらえない気がするのですよね。 

○棚田社会教育課長 今お話いただいたとおりです。期間については、先ほど言いましたゴールデン

ウィーク明けから１０月までの、この期間での積算で使用料をはじいています。これが今、冬期間試

行という形で、今後、そこの部分を、例えば年間通してですとか、そういう形でやるということにな

れば、改めて積算はしなければならないということになります。 

○松本委員長 そういう理屈になってきますよね、今後は。 

○石井委員 除雪の委託料とかありますしね。 

○佐藤委員 多分、一般市民から見たら、垂れ流しにしか見えないと思うのですよね。１時間560円で、

では一体そこに１時間で幾らかかるのかと考えたら、１６０万円ということは、月に２０万円はいく

ということですよね。２０万円いくということは、１日１万円で２０日間ですから、１万円かかって、

入ってくるのが２,０００円とか５,０００円とかといったら、多分、一般の市民から見たら、垂れ流し

と言いますよね。 

○水口教育部長 今回、中央公民館、相撲場をリニューアルということもございまして、利用拡大に

つきましては、交流人口を増加させるというまちづくりの方針もあり、今後数年間の中で、いろいろ

な可能性というものを、中央公民館を使っての事業、あるいは相撲場を使っての事業を教育委員会と

しても考えていかなくてはいけません。その中で、今回、冬期間使用の試行期間を、２年と決めさせ

ていただいた中で、利用拡大が図られなければ、それは冬期間の使用というのはあきらめるしかない

のかなと私どもでは思っております。ただ、冬期間使用できる、こういう施設があるということで、

ＰＲしながら利用拡大を図っていきたい、そういう考えでございます。 

○松本委員長 ほか、よろしいでしょうか。 

○佐藤委員 期間が設定されているのであれば。 

○松本委員長 それでは、ただいまの議案ですけれども、今年から相撲場が整備されたということで、

この先、事業の推移の中で検討すべきことも出てくるのだろうと思いますけれども、今回のこの提案
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については、了解ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○松本委員長 それでは、原案どおりということで決定をさせていただきます。 

以上で議案は終わりましたので、日程の第４になります。 

 

 

◎日程第４ その他 

 

○松本委員長 日程の第４になります。日程第４、その他をお願いします。 

○櫻井教育部次長 では、その他ということで、まず次回の教育委員会の日程でございますが、８月

２５日火曜日から予定をしております。前のご案内のときは９時半開会というご案内をしたかと思い

ますが、予定事案等を考慮いたしまして、申し訳ないのですが、９時からということでこちらの会議

室で行いたいと思っています。 

 議案内容については、２８年度に使用する小中学校用教科用図書の採択と、同じく特別支援学級で

使用する教科用図書の採択、その後、その日に行きます北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会分

科会テーマであります、教員の勤務負担軽減についての勉強会をしていきたいなということで、時間

を３０分繰り上げさせていただきました。 

 これが終わった後、苫小牧のほうへ出発をしたいということで、苫小牧のほうは、ご案内している

と思いますが、８月２５日から２６日、北海道都市教育委員会連絡協議会の定期総会という形で考え

ております。 

 当日の送迎については、別紙でお手元にあるかと思います。うちのほうから各委員さんのほうに公

用車で回りますので、この時間について了解いただければ、河合、熊谷が回って、こちらのほうに行

く予定をしておりますので、お願いいたします。 

 これが１点目です。 

 ２点目、その他の予定といたしまして、北広島西高校の視察の関係ですけれども、学び直し、キャ

リア教育等の特色ある教育活動についてということで、授業風景を参観したいということですが、学

校側としての都合で、９月以降に予定をしておりますので、よろしくお願いいたします。その後、そ

この場で事務局の会議室をお借りして教育委員会会議をするようなことも少し考えております。詳細

が決まりましたらご案内します。 

 それと、平成２７年度の石狩管内教育委員会委員研修会が決まりました。今年は会場が新篠津村の

自治会館でございます。１０月２１日水曜日、１時半からということになっております。北海道新篠

津高等養護学校等の視察も入っておりまして、研修会後は懇親会も予定されております。これも送り

迎えについてはこちらのほうで、公用車を手配します。 

 ここまでよろしいでしょうか。 

○松本委員長 はい。 

○櫻井教育部次長 ３番目として、平成２７年度の第２回定例会、先の定例会の時の一般質問の内容
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報告を部長からお願いします。 

○水口教育部長 ６月の定例会で、６名の議員から教育関係のご質問をいただいております。 

 まず、川崎議員のほうから、安全で安心できる学童通学路の確保等についてということで、通学路

の安全確認について質問をいただいております。安全点検の項目ですか、助言、指導を要する案件で、

連絡した事例はあったかどうかということも出ております。 

 大迫議員のほうからは、子どもたちを育むまちについての中で、奨学金支給事業について、重複す

る、しないの部分がよくわからないので説明してほしい。最終的に、今年度、市からも、北海道から

も支給されない子どもがいるのか。今後、奨学基金制度はどう考えているのか。奨学基金の現状と、

基金が枯渇した場合はどうするのかということが出ました。 

 ２日目には、藤田議員のほうから、コミュニティスクールについてということで、具体的な質問を

受けました。さらには、ゲームやスマートフォンなどのメディア使用についての取り組みで、保護者

や子どものインターネットの使用実態をまめにチェックするのは大変と思われる。例えば何らかのル

ールを定めているような事例はないかということで、学校の例を挙げ、答弁しているところでござい

ます。 

 同じく藤田議員の中で、ファミリー体育館等のトレーニング機器の設置についてということで、総

合体育館のほかにも、各地域の体育館に、トレーニング機器を置けないものかという質問をいただい

ております。 

 さらには、高齢者スポーツ教室についてということで、気軽に参加できるスポーツ教室の開催など、

どんなものに取り組んでいくのかというようなご質問等もございました。 

 山本議員のほうからは、給食についての中で、学校給食の役割と課題について質問があり、答弁で

は、教育委員会としての考え方を述べております。 

 さらに、学校給食施設の整備ということで、質問をいただいております。 

 読書活動についてでは、読書と学校司書の配置についてということでご質問があり、読書の果たす

役割、効果について、小学校への学校司書の配置について質問されています。 

 さらに、学校司書業務についてということで、学校からの指示にかかわる対応について、現状、ど

う対応しているのかということ。学校司書のあり方について質問でありました。 

 さらに、島崎議員からは、スポーツ庁発足に伴う市の体制についてということで、北広島市の組織

について、どう再編等を考えられているのかということを聞かれております。 

 最後に、鶴谷議員からは、子どもや若者の政治参加についてということで、若い世代の選挙におけ

る投票率の対策等について聞かれたところです。また、学校教育の取り組みについてということで、

各学校での事例をあげながら回答させていただいたところでございます。 

 さらに、議場体験等も考えたらどうかというような質問があったところでございます。 

 詳細については、質問・答弁書を記載しておりますので、ご覧いただければと思います。 

 以上です。 

○松本委員長 ありがとうございました。何か皆さんのほうから質問等ございますか。 

○大山委員 本物の投票箱を、実際の生徒会役員選挙で使っていると書いてあったと思うのですけれ
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ども、実際、何処の学校なのですか。 

○櫻井学校教育課長 学校は西の里、緑陽だったと思います。 

○大山委員 ２校だけ。 

○櫻井学校教育課長  はい。 

○佐藤委員 どこの地域でも出てくると思うのですけれども、どういう紹介の仕方をするのですかね。

政党とか。 

○櫻井学校教育課長 授業の中でですか。 

○佐藤委員 ですよね。授業の中でやるのですね。 

○吉田教育長 今でも教科書の中に、政党のマニフェストを並べて、自分たちで比較して調べて終わ

るという教材はあるのです。しかし、今度は、それをさらに進め、１８歳未満の義務教育でどこまで

指導するのかが一つの課題となっています。例えば、模擬投票というのは妥当かどうか、などがあり

ます。 

 もう一つは、今、与党のほうで、いわゆる教職員の政治参加に係る制約が議論されております。そ

れは罰則規定がないので、不用意な取り扱いをしたら罰則を与えるというものであり、もしそれがで

きますと、また指導の範囲が狭まるかもしれないです。現時点では、そこはまだ流動的であります。 

○佐藤委員 例えば先生方というと、結構民主党というふうに見られる部分があって、民主党の人が

教えれば、民主党寄りになるかなという部分が少しあって、そう考えると、例えば全校集会で、各党

派から代表が出てきて発表してもらって、それでやるとかというのもありということですかね。 

○吉田教育長 そういう例もあり得ると思います。今でも、例えば弁護士だとか、外部講師を持って

きて、フラットだよとやるのですが、結局、聞く人によっては、こっちに寄っていたのではないかと

か、講師が妥当だったのかみたいな話が結構あるのです。ですから、今言ったように、やるならみん

な公平になっていないとできない状態が生まれる可能性もあります。もう少し動向を見ないと、やれ

る範囲がどこまでなのかというのはまだ見極められないところです。 

○佐藤委員 難しい気がしますね。 

○吉田教育長 罰則規定ができると、学校教育の中でどこまでできるかというのは、範囲は大分狭ま

ってしまうと思います。動向をよく見ないと、ここまではだめ、ここはいいというのはなかなか言え

ない状態です。 

○石井委員 スマートフォンとかインターネットの子どもの規制とかとあるのですけれども、保護者、

ＰＴＡの理解は得られそうでしょうか。 

○鹿野教育部次長 理解を得るというよりも、それぞれの学校もＰＴＡも非常に危機感を持っていま

して、保護者対象の研修も含めて進めています。その研修会に来ていただく親がまず限られていると

いうか、いつも決まっている人、家庭でスマホの部分について子どもをしっかり指導している親が多

いというような現状もあるのかなと。子どもたちへの研修や指導も徹底はしてきているのですけれど

も、やはり家庭に戻って１人になったときに、スマホで友達とつながりを持つということでは、自分

が頑張ってやめようとしても、友達からの誘いでのってしまうというところもあり、時間どおりにや

めるとかというところについては難しいと感じているところです。それぞれの学校で約束事を決めて、
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保護者にも周知して、みんなで、学校全体でやっていきましょうという機運にはなってきているとは

思います。 

 この前の新聞に出ていましたけれども、小学校に入る前の子どもたちもそういうメディアに触れる

機会がすごく増えているという記事を見ました。その中で、親が留守番をさせている間、遊び道具と

して与えているという現状があり、そういうところも解決していかなければいけないのかなと思って

います。 

○佐藤委員 昔は任天堂のＷｉｉとか、ゲーム機でしたが、通信ができるようになって、今度は時間

があって、何時の間にゲームをしないとポイントがとれないとかというものがあって、結局それがあ

ると、その時間になったらやると。そうすると、その時間帯が勉強する時間帯だったら、勉強しない

でそっちに行ってしまう。寝る時間にやらないと、今アイテムがとれないとかというのもありますよ

ね。そうなると、親の言うことよりは、そのゲームを何とかしなければということが優先になるので、

言うこと聞かないですよね。そこら辺も、親だ、子どもだというより、製造元の会社のほうにもちょ

っと提唱してもらってという話が出てくる可能性もある。 

○石井委員 これからそういうこともあるかもしれませんね。 

○鹿野教育部次長 子どもたちに、だめだ、だめだというだけではなく、うまくつき合う使い方につ

いて、学校としては教えていかなければいけないのかなと思います。 

○大山委員 １日何時間と決めるという、その前提には、やはりどうしてそうなのかと考えてもらわ

ないと、ただ時間で縛ってしまうと、言われたとおりの行動しかできないので、だから、このままず

っと１日やっていたらどうなってしまうのかとか、自分で考えながら、今日はいっぱいやるかもしれ

ないけれども、明日、明後日はやらないとか、そういうただ時間で縛るだけだと、うまく伝わらない

ですし、発展性もないですよね。 

○佐藤委員 さっき言ったように、時間帯でやるのだったら、子どもとしての言い分もあると思うの

です。それと、友達同士の中で、ＬＩＮＥをやり出すと、相手の時間関係なしにＬＩＮＥが入るので、

さっき言ったように、自分はやめようとしても、ほかから来たら見なければいけないし、すぐ返さな

ければいけないとなったら、自分だけではなくなってしまうから、そういう部分はやっぱり話をして

いかないと、どこまでいってもいたちごっこになってしまうのかなと。 

○吉田教育長 教育委員会としては、そういう情報モラル教育と、操作、扱い方については、各学校

として自校で行うとか、地域やPTAと一緒に行うとかの取り組みをしてもらっています。また、家庭

内で約束を決めましょうという網かけだけはしています。例えば常に時間は一時間以内と決めても、

いま大山委員がおっしゃったように、理解していなければ意味ないということからです。一応親御さ

んだとか学校が指導するときに、教育委員会はこう言っているよというのが言うことができる程度の

効果でしかないと思うわけです。いま、緑陽中学校区では、８時以降は親にスマホを預けるなどのル

ールを決める動きが出てきています。教育委員会が１時間ですとか、８時になったら使用禁止という

より実効があるのではないかと思っています。 

○大山委員 学校とかいろいろなところで教わる、話を聞けるだけではなくて、家族の中で話し合う

だけでも限界があるので、当人同士というか、一番使っている年齢層の当事者同士で話し合いをさせ
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ながら、一緒に考える時間というのもあるほうがいいのではないかなと思います。話を聞いた後、そ

ういうディスカッションをするとか、そういう工夫もあるといいのではないかなと思います。 

○松本委員長 学校、塾、その前の段階があるので、幼児教育学会あたりでの最重要テーマなので、

こういう場面で議論して考えているという側面と、さらに別次元というか、もっと基礎的なところで

このテーマは扱っていかないと、多分だめなのだろうなというのが印象です。ほかに。 

○櫻井学校教育課長 お手元に都市教育委員会連絡協議会の分科会の資料ということで、配りました

ものと、学校教育課としてあります意見交換検討資料としたものと、今お手元にあると思うのですけ

れども、分科会の資料の提出ということで、今年度の２５日の都市教育委員会連絡協議会定期総会分

科会で、先ほど教育長から話がありましたけれども、教員の勤務負担軽減についてということがテー

マとなっております。めくっていただくと、分科会の概要というふうになっている部分があるかと思

いますけれども、１０人程度で１グループとしまして、調査票に基づく資料で自己紹介及び各市の取

り組み紹介ということで、各２分程度、その後、四、五十分の意見交換ということになっているそう

です。 

 今回のテーマのもとになっておりますのが、その次のページに参考となっておりますけれども、６

月にＯＥＣＤが、要は日本の教員が非常に忙しい、多忙だというところの報告を出してきているとい

うところも受けての話であります。 

 一応その後に調査票ということで、これは事前に提出しなければならないものですから、北広島市

のバージョンを一応つくって入れております。これで報告しようと思っております。市における教員

の勤務実態に関するデータがあれば記入してくださいということで、特に教員の時間外勤務の状況だ

とかというものをとらえたデータというのが特に市内ではございませんので、ここはありませんとい

うことにしてあります。 

 その次のページに札幌市のできている例があるかと思うのですけれども、札幌市は、昨年度、アン

ケート調査を行っておりまして、そのデータがあるものですから、こうやって出てきているのですけ

れども、うちの市内も１校だけ、抽出で同じアンケート調査をやっているのですが、調査されたのが

２名の教員だけなものですから、ちょっとそのデータを出してもあまり意味合いがありませんので、

データとしては出しておりません。 

 教員の負担となっていると考えられているものですとか、これまで行った取り組みですとか、今後

必要だと考える取り組みというものを記載してあります。 

 これについてと、その次の分科会検討資料ということで、私のほうでちょっとつくらせていただい

たものなのですが、これは基本的に、まず１、２ページのほうで、公立学校の教員については基本的

に時間外勤務は命じることができないという状況にあります。 

 その次の３ページ、これは市内のある学校にちょっと調べてもらったのですが、ある学校、小中学

校の教員、教頭の１日ということで、このようなタイムスケジュールで学校で１日を過ごしています

よという、これがある１日の実態ですが、このような感じになっています。要は、時間外勤務は命じ

られていないのですが、学校から帰るのが９時とか１０時とか８時とかという状況に実際にはあると。 

 その次の４ページ、５ページ、６ページが、これが７月、先月なのですけれども、文科省のほうか
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ら、学校現場、先ほどのＯＥＣＤの調査結果を受けて、業務改善のためのガイドラインというものを

文部科学省では出してきました。要は何が負担になっていて、何が問題で、今後どういうふうに改善

していけばいいのかという文科省のほうの考え方が出ておりましたので、これもちょっと参考までに

つけてあります。 

 その次の７ページから１０ページまでについては、中教審のほうのチームとしての学校教職員のあ

り方に関する作業部会というところが中間まとめというのを、これもつい先日出たものの概要版です。

要は教員の多忙化、子どもと向き合う時間をつくるために、チームとしての学校という考え方で、少

しでも子どもたちに向き合う時間を作っていこうということでの考え方を出してきたものであります。 

 １１ページが、２７年度の石狩管内時間外勤務、業務縮減に向けた重点取り組みということで、や

はりこういった教員の多忙化を受けて、業務縮減していくために管内ではこういったことに取り組ん

でいきましょうということを打ち出しております。 

 その次の１２ページが、これは同じ重点取り組み、２６年度、内容的にはほとんど変わらないので

すけれども、重点取り組みを受けた市内の各学校の取り組みです。月２回以上の定時退勤日の設定を

しているとかしていないとか、それと、週１日の部活動休養日を設定しているかどうかというところ

での各学校の取り組み状況を調査したものです。 

 こういったところで、教員の勤務負担軽減という部分を、２５日の日に行く前にちょっとご説明さ

せていただきたいと思っております。 

 一番最後の１３、１４ページが、もともとの教員の勤務負担の軽減というところの前に、教育長の

会議の中で、管理者を目指す教員が減少傾向にあることというところを受けての今回のテーマという

ことになっておりましたので、管理者受験者の動向がどういうふうになっているかというところをち

ょっと調べましたので、これも資料としてつけさせていただきました。 

 これを２５日にご説明させていただいて、その後、定期総会のほうに臨んでいただくと、そういう

ふうに考えておりますので、２５日までにちょっとこの資料のほうに目を通していただきたいと考え

ております。 

○松本委員長 ほか、よろしいでしょうか。 

○櫻井教育部次長 小島センター長が業務の関係で欠席をさせていただいております。ライトアップ

活動のＰＲをしたいということでありまして、お手元に、先ほどカラーでお配りしましたが、今週の

土曜日から１６日まで、旧島松駅逓所で初めて夏のライトアップを開催いたします。６時半から８時

まで、さらには夜間、８日、９日、１５日、１６日は５時から８時まで、いずれも無料で見学ができ

るという内容になっておりますので、お時間がありましたら。ハスの花は中旬以降がおすすめという

話になっております。ご覧いだければと思います。 

 以上です。 

○松本委員長 他になければ、日程第４、終了してもよろしいでしょうか。 
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◎閉会宣言 

 

○松本委員長 それでは予定された議案すべて終了いたしましたので、以上をもちまして第 12回の教

育委員会会議を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

午後４時１０分 閉会 
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