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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２８年第２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。 

 

 

◎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 ３点について御報告させていただきます。 

 北海道石狩教育局などの主催で、管内の各市町村において毎年開催されています教育推進会議

についてでありますが、本市では、２月１６日火曜日午後２時から石狩教育研修センターを会場

に開催されます。この会議は、学校教育や社会教育についての課題を共有し、学校運営や教育活

動の充実に資する目的で開催されるものであります。会議では、平成２８年度の石狩管内教育推

進計画を石狩教育局が説明するほか、西の里中学校の小中高一貫ふるさとキャリア教育推進事業

についての発表などが予定されているところであります。 

 次に、インドア子ども相撲大会についてでありますが、２月１３日土曜日午後零時３０分から

総合体育館において開催いたします。この大会は、北広島市相撲同志会との共催により、小学生

の冬期間における健康・体力づくりと交流を目的に、学年別個人戦及び団体戦を行います。現時

点で１５０名程度の参加が見込まれているところであります。 

 次に、健康づくり事業についてでありますが、軽ストレッチスクールを２月１６日火曜日から

全３回の予定で、大曲ファミリー体育館に開催いたします。また、送迎スポーツトレーニング教

室を２月２４日に、総合体育館トレーニング室で開催いたします。これらの事業は、新規の取り

組みでありまして、ストレッチ運動やトレーニング機器を使ったトレーニング方法を学び、継続

的な運動習慣のきっかけづくりを目的として行います。 以上であります。 

○松本委員長 何かございませんか。よろしいですか。 
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◎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、お願いいたします。 

○櫻井教育部次長 報告第１号教育行政報告についてでありますが、別紙のとおり、市議会第１

回定例会に教育行政報告を行うので、教育委員会に報告するものであります。 

 それでは、教育行政報告の内容を説明したいと思います。 

 まず初めに、土曜授業の実施状況についてでありますが、開かれた学校づくりを目指して今年

度から施行し、４月と１０、１１月の計２回、全小中学校で実施したところであります。全小中

学校合わせて延べ７,４００人余りの方々が学校を訪れています。 

 また、平日の授業参観の難しい方にも、子どもたちの様子を見ていただく機会となりました。 

 各学校では、教科指導の授業のほか、ＰＴＡと合同で「家族で学び」と題して、昔遊びや事務

事業を行うなど、市内の地域に根差した特色のある教育活動が展開されました。 

 土曜授業の実施により、充実した学習機会の提供や子どもたちと教職員が向き合う時間の確保

ができたものと考えております。来年度もその効果を検証するため、年２回の土曜授業を実行し

てまいりたいと考えております。 

 次に、中学生の全国大会出場についてでありますが、１月１２日から１４日に札幌市で開催さ

れた第４８回北海道中学校スキー大会におきまして、クロスカントリー女子３キロフリー競技で、

西部中学校１年生の高橋桃子さんが１０位、スペシャルジャンプミディアムヒル競技で、札幌日

大中学校３年生の松本祐依さんが１７位の成績をおさめ、両名とも２月４日から６日に名寄市で

開催された全国大会に出場しました。結果は、後ほど配りますが、網掛けになっています。自分

の持てる力を最大限に発揮し、競技種目を通じて貴重な体験や交流を深めることができたものと

考えています。 

 次に、第１０回はまなす杯全国中学校空手道選抜大会についてでありますが、３月２８日から

３０日までの３日間、総合体育館において開催されました。この大会は平成１９年３月に開催さ

れ、ことしで、本市での開催が最後となります。ことしも全国から訪れる選手、役員など関係す

る皆さんの心に残る大会となるよう準備を進めているところであります。 

 以上申し上げ、教育行政報告といたします。 

○松本委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは、第１回市議会定例会の教育行政報告について承認することといたします。 

 

 

○議案第１号 平成２８年度教育行政執行方針について 

 

○松本委員長 議案第１号についての説明をお願いいたします。 

○櫻井教育部次長 議案第１号平成２８年度教育行政執行方針についてでありますが、市議会第

１回定例会に、平成２８年度の主な施策概要を教育行政執行方針について報告するため、北広島
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市教育委員会事務事業規則第２条の規定に基づき、教育委員会の議決を求めるものであります。 

 それでは、教育行政執行方針を読み上げたいと思います。別冊をご覧ください。 

 １ページ目から読み上げます。 

 平成２８年第１回定例会の開会に当たり、平成２８年度教育行政執行方針を申し上げます。 

 昨今のグローバル化や少子・高齢化など社会の急激な変化により、教育をはじめとする社会生

活の様々な分野に影響が及びつつあります。 

 こうした状況の中、これからの教育には、自立と共生の理念に基づく生涯学習社会の実現が求

められているところであります。 

 平成２８年度は、教育基本計画見直し後の後半５年間の最初の年となります。この計画のもと、

引き続き「大志をいだき学ぶまち・きたひろしま」をテーマに、ウィリアム・スミス・クラーク

博士、和田郁次郎翁、中山久蔵翁という先人たちの精神と行動に学び、「懐く」・「励む」・「挑

む」を人材育成のキーワードとして政策を推進してまいります。 

 とりわけ、学校教育におきましては、「学校教育の推進方針」のもと、義務教育９年間を見通

した連携・一貫教育を推進し、確かな学力や豊かな心、健やかな体を調和よく育成し、一人ひと

りに「生きる力」を身につけさせるとともに、夢や希望を抱き、社会の中で自立していくことが

できるよう、「志を育む教育」に努めてまいります。 

 また、社会教育におきましては、新たに策定しました「社会教育の推進方針」のもと、市民の

多様な学習ニーズに応えるとともに、その学習成果や経験等が広く活かされることで、市民一人

ひとりが生きがいや、やりがいを持って生涯学習活動に取り組めるよう、各分野の施策展開に努

めてまいります。 

 このように学校教育、社会教育を施策展開の両輪とし、家庭、学校、地域の協力のもと、自信

と誇りを持ち、今と未来を生きる「人づくり」の視点に立って、教育行政を推進してまいりたい

と考えております。 

 続きまして、教育行政の執行に当たり、教育基本計画の各分野における主要な施策について申

し上げます。 

 はじめに、「生きる力」を育む学校教育の推進についてであります。 

 変化の激しい時代において、子どもたちが創造性豊かにたくましく生きていくためには、自立、

協調、思いやる心などの豊かな人間性、よりよく問題を解決する資質や能力、たくましく生きる

ための健康・体力など、「生きる力」を育むことが重要であると考えております。 

 幼児教育の振興につきましては、幼児教育の連携に関する懇話会を引き続き開催するとともに、

「北広島市幼児教育連携アクションプラン」に基づき、研修会や情報交流会などを開催してまい

ります。 

 豊かな心を育む教育の充実につきましては、思いやりの心や人とかかわる力を育てる豊かな体

験活動を推進するとともに、市独自の福祉読本を活用するなど、他者を思いやる教育活動を進め

てまいります。 

 また、考え議論する道徳授業の実践に取り組むなど、道徳教育の充実を図ってまいります。 



- 4 - 

 

 確かな学力を育てる教育の充実につきましては、標準学力検査及び全国学力・学習状況調査等

の結果を踏まえ、各学校において学校教育改善プランを改定し、授業改善や個に応じたきめ細か

な指導、教員の資質向上に努めてまいります。 

 また、それぞれの中学校区で策定したスタンダードの実践に取り組み、小中学校の連携・接続

した学習・生活習慣の定着を図ってまいります。 

 健やかな体を育てる教育の充実につきましては、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果

を踏まえ、各校において体力向上プランを作成し、体育授業の充実に努めてまいります。 

 また、幼児期からの体力づくりや運動習慣を確立するため、幼稚園、保育園と小中学校が連携

した体力向上の調査、研究を行ってまいります。 

 学校給食につきましては、安全衛生管理を徹底し、安心・安全な給食を提供するとともに、児

童生徒が将来にわたって健康な生活を送れるよう、食の指導の充実を図ってまいります。 

 また、学校給食費の公会計化の準備を進めてまいります。 

 防災及び命を守る教育につきましては、小学校高学年の児童と中学校の全生徒を対象に、心肺

蘇生や自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の取り扱いに関する授業を引き続き実施してまいります。 

 学校ＩＣＴ環境の整備につきましては、ＩＣＴを効果的に活用した教育を推進するため、引き

続き校務用コンピューターの更新を行うとともに、小中学校で主要教科におけるデジタル教科書

の導入を進めてまいります。 

 また、校務支援システムの導入による校務の効率化を図ってまいります。 

 特別支援教育の充実につきましては、中学校の特別支援教育支援員を増員し、通常学級に在籍

する特別な配慮を必要とする生徒の生活や学習の支援に努めるとともに、教育支援委員会や特別

支援教育アドバイザーを活用し、個々の教育的ニーズに対応したきめ細かな支援を行ってまいり

ます。 

 社会の変化や課題に対応した教育の推進につきましては、子どもたちの成長の足跡を確かめな

がら、自己有用感を高め、夢や目的に向かって挑戦する人を育てる、「きたひろ夢ノート」の実

践を充実していくとともに、たくましい社会性や職業感・勤労感を育成するキャリア教育を推進

してまいります。 

 姉妹都市子ども大使交流事業につきましては、東広島市姉妹都市交流の一環として、小中学生

の相互訪問を行い、児童生徒のふるさと意識の醸成を図るとともに、８月６日に広島市で開催さ

れる原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式典への参列や「ひろしま子ども平和の集い」への参加な

どを通して、平和教育の充実に努めてまいります。 

 次に、信頼され、魅力ある学校づくりの推進についてであります。 

 学校が保護者や地域から信頼され、期待に応える教育を実現するためには、子どもを中心に据

え、地域の声を生かした学校経営を進めるとともに、学校、家庭、地域が連携した取り組みを一

層充実させていくことが重要であると考えております。 

 開かれた学校づくりの推進につきましては、地域との協働により子ども達を育てていくコミュ

ニティ・スクールの充実を図るとともに、学校と地域の双方向の連携を推進してまいります。 
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 なお、西部地区での取組の成果と課題の検証を踏まえ、コミュニティ・スクールの拡大につい

て検討してまいります。 

 また、引き続き土曜授業を施行し、その効果や実施に伴う課題の検証を行ってまいります。 

 教育環境の整備につきましては、子どもたちの生きる力を育むため、義務教育９年間を見通し

た教育計画の一貫や小中学校において一貫した授業方法を確立するなど、小中連携・一貫教育を

より一層推進してまいります。 

 学校施設の整備につきましては、今後も引き続き、施設の長寿命化を含めた大規模改修工事に

取り組み、防災施設としての機能の充実を図ってまいります。 

 また、学校放送機器や暖房機の更新も実施してまいります。 

 地域の教育資源を活用した学校支援につきましては、学校支援地域本部事業の効果的な運営を

進めるため、学校と地域住民が連携して、子どもたちの学びや育ちを支援する体制づくりに努め

てまいります。 

 次に、やさしく支えあう教育連携の推進についてであります。 

 少子高齢化や情報化社会の進展に伴う様々な課題を抱える中、子どもたちが健やかに成長する

ためには、家庭、学校、地域が一体となって、安全・安心で温かく守り育てる環境づくりを進め

ていくことが重要であると考えています。 

 家庭の教育力向上への支援につきましては、ＰＴＡなどと連携して、家庭の教育力向上に向け

た支援を充実するとともに、子どもたちの生活習慣づくりを進める子ども朝活事業に取り組んで

まいります。 

 いじめ、不登校の問題につきましては、北広島市いじめ防止基本方針に基づき、未然防止、早

期発見・早期対応を基本とした「いじめ危機管理マニュアル」の改訂版を活用するとともに、地

域や学校において、いじめ防止のための啓発や学習機会を設けていくほか、関係団体と連携し、

不登校児童生徒へのきめ細やかな対応を進めまいります。 

 また、専門知識を有する人材を活用し、学校と関係機関と連携した相談体制の充実に努めてま

いります。 

 青少年の健全育成につきましては、家庭、学校、地域との連携を強化するとともに、各地区で

の、子どもたちを守り育てる健全育成活動を支援してまいります。 

 青少年の安全対策につきましては、専任指導員による巡回パトロールや札幌方面厚別警察署と

連携した防犯教室等を実施してまいります。 

 また、インターネット上などでの新しい形のいじめやトラブル、犯罪被害や生活習慣が乱れる

ため、引き続きネットパトロールを実施するとともに、家庭への啓発活動を行ってまいります。 

 放課後子ども教室につきましては、児童が地域社会の中で、安全・安心に多様な体験や活動が

できる環境づくりを推進するため、大曲小学校での実績を踏まえ、更に小学校１校を拡大してま

いります。 

 次に、学びあい、教えあう社会教育の推進についてであります。 

 市民の生涯にわたる自主的な学習活動が円滑に行われるためには、必要な情報とニーズに合っ
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たプログラムの提供、学習環境の整備が重要であると考えております。 

 市民の学習活動の支援につきましては、団体が自ら実施する学習活動を支援するとともに、元

気フェスティバルを開催して、学んだ成果の発表と市民相互の交流を促進してまいります。 

 また、地域で身近な学習活動を展開する各地区の生涯学習振興会を支援してまいります。 

 国際交流につきましては、市民の異文化への理解を深めるため、北広島市国際交流協議会と連

携して、カナダ・サスカツーン市から派遣される高校生の受け入れや市民交流事業を行ってまい

ります。 

 また、障がい児・者の学習機会や社会参加の場として、スポーツや文化活動を行ってまいりま

す。 

 公民館などの社会教育施設につきましては、市民が利用しやすい施設となるよう、設備等の点

検や管理運営体制の充実に努めてまいります。 

 次に、郷土愛を育む教育活動の推進についてであります。 

 市制２０周年の節目の年に、「温故知新」の精神に立って、まちの歴史を振り返りながら、郷

土愛を育むとともに未来に継承すべき地域遺産などを見出し、整理する取組が重要であると考え

ております。 

 エコミュージアム構想の展開につきましては、エコミュージアムセンター知新の駅につきまし

て、郷土の歴史や自然に関する企画展のほか、常設の展示や学芸員によるミニ企画などを展開し

てまいります。 

 加えて、学校の学習活動や体験学習でも活用するとともに、今後のサテライトの指定や広報に

努めてまいります。 

 また、地域遺産にかかわる調査研究を深めるとともに、関係する機関等との連携と交流を進め

てまいります。 

 さらに、「まちを好きになる市民大学」の継続により、「まるごときたひろ博物館員」を養成

し、市民参加型のエコミュージックを推進してまいります。 

 文化財の保存・活用につきましては、国指定史跡「旧島松駅逓所」を貴重な観光資源として公

開できるよう維持管理を行いながら、ライトアップなどＰＲに努めてまいります。 

 また、旧島松駅逓所の保存に関する基礎的調査を行うとともに、今後の大規模改修に向けた検

討を進めてまいります。 

 次に、生涯にわたる読書活動の推進についてであります。 

 子どもから高齢者まで、あらゆる世代で読書や学習を続けることができるよう、市民との協働

により、読書環境を充実させることが重要であると考えております。 

 図書館サービスにつきましては、幅広い世代への読書や学習活動が継続されるよう、資料や情

報の充実や、ボランティアとの連携による読書普及事業の開催に努めてまいります。 

 子ども読書活動につきましては、「北広島市子ども読書活動推進計画」に基づき、幼稚園、保

育園及び小学校への図書巡回事業を継続するとともに、学校やボランティアとの協働により、子

どもたちの読書活動を推進してまいります。 
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 次に、芸術文化振興についてであります。 

 芸術文化への理解を深め、素晴らしさを実感し、生涯を通じて文化的な営みを続けることがで

きるよう、環境を整えていくことが重要であると考えております。 

 個性豊かな地域文化の振興につきましては、各種文化団体の特色ある芸術文化活動を支援し、

その活性化に努めてまいります。 

 また、芸術文化ホールの改修につきましても、引き続き計画的に進めてまいります。 

 市民等との連携による芸術文化活動の展開につきましては、市民文化ホール運営委員会などと

の協働により、質の高い芸術鑑賞機会の提供や若手芸術家の育成事業の実施、学校や各地域の連

携事業などの開催を進めてまいります。 

 次に、健康づくりとスポーツ活動の推進についてであります。 

 市民が健康で生き生きとした生活を営むためには、スポーツ・レクリエーションなどの情報と

ニーズや年代に応じたプログラムの提供、地域のスポーツ環境の整備が重要であると考えており

ます。 

健康で生きがいのあるスポーツ活動推進につきましては、スポーツ推進委員や生涯学習振興会

と連携して、各種スポーツ大会や地域での健康・体力づくりを進めてまいります。 

 また、きたひろしま３０キロロードレースにつきましては、全国から訪れるランナーに本市の

魅力を積極的に発信してまいります。 

 競技スポーツの振興につきましては、ジュニアスポーツ活動の振興と子どもたちのスポーツ機

会の充実を図るため、市体育協会などスポーツに関係する団体と連携・協力して、スポーツアカ

デミー事業や各種スポーツ教室を開催してまいります。 

 また、国際大会や全国大会等への出場に対する支援を行ってまいります。 

 スポーツ施設の整備につきましては、大曲ファミリー体育館の改修に向け、実施設計を行って

まいります。 

 以上、平成２８年の教育行政の各分野における主要な方針の御説明を申し上げました。 

 北広島市の未来を担う子どもたちが、その個性を伸ばし、自らの力で明るい未来を開いていく

ことができるよう、家庭、学校、地域が総ぐるみで子どもたちの学びを支える体制を整えるとと

もに、市民の誰もが生涯を通じて豊かに学ぶことができる生涯学習社会の構築を進めることが重

要であると考えております。 

 本年度は、市制施行２０周年の節目の年に当たりますことから、市長部局との連携を図りなが

ら、継承、充実、創造の視点を持って、市民参加による記念事業に取り組むなど、総合的に教育

施策を推進してまいります。 

市議会議員の皆様並びに市民の皆様の御理解と御協力を心からお願い申し上げ、平成２８年の

教育行政執行方針といたします。以上であります。 

○松本委員長 皆様から何かございますか。 

○佐藤委員 １３ページのエコミュージアムセンターは十分機能していていると思うのですが、

その下にある、今後のサテライトの指定や広報に努めてまいりますということで、余り動きがな
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いような気がするのですが、どういう形になるのでしょうか。 

○小島エコミュージアムセンター長 お答え申し上げます。 

 サテライトの指定ですけれども、現在の状況としては、エコミュージアム構想の中に広報紙を

載せております。今年度中にエコミュージアム推進委員会で話し合いをしまして、サテライト指

定に向けて動き始めます。新年度予算の中にサテライトを説明する表示板の予算を要求している

状況ですので、具体的に段々目に見える形にしていく予定です。 

○佐藤委員 具体的には。 

○小島エコミュージアムセンター長 例えば候補地の一つになっている、リクリエーションの森

を中心とするサテライトでは、昔の中学校の跡地が残っているところに説明板を立てたり、昔の

農業用のため池が今現在は池となって、今も残っている場所に説明の看板を設置するといったこ

とです。 

 あるいは島松駅逓所を中心とするサテライトであれば、サテライトであることの説明が必要な

のですけれども、駅逓所の周辺にある地域遺産を説明する説明板を地域遺産の場所に建てるとい

うような形で、誰もが歩けるような看板と案内標柱などを整えていくということにしております。 

○吉田教育長 現在５つ候補地がありまして、その中からエコミュージアム推進委員会の中でも

んでいただき、いっぺんにいくのか、内容と見せ方を検討していただく中で、一つずついくのか、

そこら辺も検討というか、具体化する動きをつくろうと考えています。今後、スピード感が議論

になるかもしれませんし、候補地が議論になるかもしれません。そうしたことと共に、もっとサ

テライトをアピールするために、こういうやり方をしたほうが良い等、幅広い議論が動き出すと

いうことで考えています。 

○松本委員長 期待と注目とがあって、確かに五つ候補地があったのですが、最初に１５でも２

０でも、どこを見てもサテライト、あるいはプチサテライトに関しては、申し上げることもない

わけで、幾つになってもいいと思っているのです。 

 ただ、おっしゃるように、状況を見ながら、急ぐこともないのです。問題は、指定は、誰がど

う指定するかというのもありますが、受け皿があって、エコミュージアムの場合は行政が指定す

ればいいというものではなく、問題は、駅逓なら駅逓、あるいはレクの森ならレクの森で、いわ

ば市民に、民間ベースに、どういう受け皿、市民や民間の活動があるから、そこを受けとめても

らって、共にやっていくかという事が最大のポイントになると思うので、エコミュージアム推進

委員会で十分議論いただければと思いますが、検討はどうなっていますか。 

○小島エコミュージアムセンター長 エコミュージアム推進委員会を年度内にあと２回ほど開催

しようと考えており、今年度に入ってからは、まだ具体的な形は手をつけていないところであり

ます。当然サテライトにかかわる市民活動があるのか、ないのか。例えば、人が集まったりでき

る建物や施設があるのか、ないのか。その他、地域遺産の周辺に発見の小径をつくる展開が可能

かどうかなど、いくつかの観点から検討し、優先順位の高いものから、サテライトとして指定し

ていくということを考えています。 

○松本委員長 よろしいですか。 



- 9 - 

 

 ぜひよろしくお願いしたいと思います。ほかにいかがでしょうか。 

 特に御意見等がなければ、議案の第１号２８年度教育行政執行方針につきましては、原案どお

り可決といたします。 

 

 

○議案第２号 市議会定例会提出議案について 

 

○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 議案第２号市議会定例会提出議案についてでありますが、第１回定例会に、

北広島市いじめ等問題対策委員会設置条例の一部を改正する条例の制定について、市長から意見

を求められましたのでで、教育委員会の議決を求めるものであります。この度の改正は、いじめ

防止対策推進法に基づき、昨年３月に「北広島市いじめ防止基本方針」を策定したこと等に伴い、

設置目的や所掌事務を明確にするため、所要の改正を行うものであります。 

改正内容についてでありますが、第１条の設置目的にいじめ防止対策推進法に基づく対策や調

査の実施、第２条に、いじめの定義を追加するとともに、第３条第１号として、いじめ防止対策

推進法第１４条第３項に規定されている、地域におけるいじめ防止等の対策を、第２号として、

同法第２８条第１項に規定されている、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を追加

し、所掌事務を具体的に明示いたしまし 

た。また、第７条として、第３条第２号の重大事態に係る調査などで知り得た秘密の保持につい

て新たに規定したものであります。 

なお、この条例の施行日は、平成２８年４月１日からとなります。以上が提案の内容でありま

す。 

○松本委員長 よろしいでしょうか。議案第２号につきましては、原案可決といたします。 

 

 

○議案第３号 市議会定例会提出議案について 

 

○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 議案第３号市議会定例会提出議案についてでありますが、市議会第１回定例

会に、平成２７年度北広島市一般会計補正予算を提出することについて、市長から提出されまし

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、６ページをご覧いただきたいと思います。 

 まず、歳出でありますが、教育総務費の事務局費のうち、小中一貫教育推進事業につきまして、

平成２７年度の国の新型交付金である地方創生加速化交付金を受け、講演会開催経費及び先進地

視察旅費として９４万２,０００円を増加するものであります。 

 なお、歳入につきましては、市で実施する他の事業分のも含め、市長部局へ一括して補正する
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こととなっております。 

 続きまして、繰越明許費でありますが、歳出で説明いたしました、教育総務費事務局費のうち、

小中一貫教育推進事業につきましては、年度内に事業が完了しないため、事業費全額を繰越明許

費として計上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、要求レベルであり、今後、理事者査定を経て最終

確定となりますので、その点、御了承をお願いいたします。以上が補正予算の内容であります。 

○松本委員長 ただ今の御説明につきまして御質疑等ございますか。 

○佐藤委員 これが通らなかった場合にはなくなるということですか。 

○櫻井教育部次長 そうですね。通らなかった場合にはなくなることになります。 

○櫻井学校教育課長 国の交付金事業ですから、くれるというものをもらわないていいとはなら

ないと思います。 

○松本委員長 それでは、議案第３号は、原案どおり可決とさせていただきます。 

 

 

○議案第４号 北広島市公民館条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

○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 議案第４号北広島市公民館条例施行規則の一部を改正する規則についてであ

りますが、下記のとおり規則を改正するため、教育委員会の議決を求めるものであります。 

 このたびの改正は、中央公民館の改修による舞台設備の整備のため不要となったボーダーライ

ト、スタンド、スポットライトを廃棄したことにより、附属設備使用料から削除するものであり

ます。 

 なお、この規則の施行日は、公布の日からとなります。以上が提案の内容であります。 

○松本委員長 それでは、議案第４号、原案どおり決定といたします。 

 

 

○議案第５号 北広島市補助金等交付基準に基づく関係要綱の整備に関する要綱について 

 

○松本委員長 議案第５号についての説明をお願いいたします。 

○櫻井教育部次長 議案第５号北広島市補助金等交付基準に基づく関係要綱の整備に関する要綱

についてでありますが、別紙のとおり要綱を改正するため、教育委員会の議決を求めるものであ

ります。このたびの改正は、８ページから９ページにかけて掲載している２２件の補助金、交付

金交付要綱につきましては、補助交付対象事業や補助交付対象経費から控除する収入の取り扱い

などが具体的に明記されていないため、北広島市補助金等交付基準の規定に基づき、所要の改正

を行うものであります。 

 改正の方法につきましては、改正する条項の数が多い場合には、関係する要綱を条単位で一括
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して改正する手法が一般的なため、２２件の補助金・交付金交付要綱に条をつけて一括して改正

するものであります。 

 改正の内容につきましては、１１ページから２０ページまでのとおり、補助金交付対象事業や

補助金交付対象経費から控除する収入の取り扱い等を明記するほか、１３ページの第１０条、北

広島国際交流協議会交付金交付要綱から、１６ページの第１５条、北広島市体育協会補助金交付

要綱においては、別表の補助交付対象経費の項目や内容についての整理を行っているところであ

ります。 

 具体的内容は、１０ページの第２条、幼稚園協会補助金を例にとりまして御説明をいたします。 

 ここにあります第３条の補助対象事業でありますけれども、改正前は、補助対象事業は、幼稚

園協会が実施する事業と、大枠な規定になっておりますけれども、今回の改正では、そこの条文

に教職員の資質の向上に係る事業ということで、補助対象事業を明確化しています。 

 また、第４条の補助対象経費についてですけれども、改正前は、別表に掲げる経費ということ

で、これも具体性が欠けておりますけれども、改正後は、事業実施の際に想定される機械、備品

などの収入額を補助金対象経費から控除するということを規定し、収入補助対象経費を明確にし

て規定しております。 

 なお、この要綱の施行日については、平成２８年４月１日からなっております。 

 一つ一つの条文については説明申し上げません。以上が提案の内容です。 

○松本委員長 これは、今、御説明いただきましたように、やや曖昧な補助対象事業であったも

のが具体的になることと、補助金等を受ける場合は、これは該当する、しないということが明確

になることで、申請する団体側も、担当の方も、全体的にはっきりしてくるということになりま

す。 

 皆さんのほうから何かありますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、異議なしということで、議案第５号については、原案可決と決したいと思います。 

 

 

◎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 それでは、日程の第４ということで、その他ということで、次回の第３回の

委員会について申し上げます。３月８日火曜日３時から、こちらの会議室で３回目を行いたいと

思います。予定議案につきましては、２８年４月１日付の教職員の人事異動に関する内申につい

てを予定しています。よろしくお願いいたします。 

 次に、今後の予定について申し上げたいと思います。 

 一つ目が、北海道白樺高等養護学校の視察研修についてですが、先ほど申し上げました３月８

日の教育委員会会議の前半で実施させていただきたいと思っています。３月８日会議の１時１５

分から２時１５分まで、学校の概要説明、授業風景、校舎の視察について行いたいと思います。
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御自宅のほうの送迎等も検討しておりますので、送迎が必要のない教育委員さんについては、こ

の後、確認させていただきたいと思いますが、現地集合、白樺高等学校に行ってからこちらに戻

ってということになります。 

 二つ目ですけれども、小中学校の卒業式です。中学校は３月１２日、小学校は３月１９日。開

始時刻等についての詳細については後日お知らせいたしますが、別紙で、ローテーション表がお

手元にあるかと思います。松本委員長は、中学校のほうは緑陽中学校。石井委員は大曲中学校、

佐藤委員は西の里中学校。小学校のほうは、松本委員長が双葉小学校、石井委員が東部小学校、

佐藤委員は大曲小学校というふうな予定で考えています。詳しい時間等については後ほど御連絡

をしますので、よろしくお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。また、小学校は、昨年

までメッセージということで対応させていただきまして、教育委員会からの来賓出席は行ってい

なかったのですけれども、次長２人含めて８人で、それぞれ対応できるということで、今年から

初めて小学校のほうも参加をしていきたいということで考えております。よろしくお願いしたい

と思います。なお、松本委員長の御挨拶はこちらで御用意いたします。 

 続きまして、平成２７年度の教員関係機関の合同送別会ですが、市長、松本委員長、教育長等

の日程等も調整させていただく中で、３月２２日の火曜日、これは校長会及び教頭会が主催とな

るので、その関係の学校との関係も含めて、３月２２日火曜日に決めさせていただきたいと思い

ます。１８時からウェディングプラザ入舟を予定しております。その前段に、第４回の教育委員

会会議を３時ごろからいたしまして、そのときには、教育委員会事務局職員の人事異動の内示が

多分出ておりますので、それについて御審議をいただいて、ウェディングプラザに移動と考えて

います。また、当日は、御自宅のほうにお迎えを予定しております。３月２２日火曜日です。会

費等はまたお知らせします。よろしいでしょうか。 

 次に、平成２８年度教育関係機関の合同歓迎会であります。これも日にちを確定させていただ

きます。４月６日水曜日６時から。こちらは、クラッセホテルということで予定をしております。

こちらについては、その日の会議は予定しておりませんけれども、こちらでの送迎を予定してお

ります。４月６日水曜日６時からクラッセホテルです。 

 次に、３月２２日に第４回を予定していますが、第５回の教育委員会議を４月１５日金曜日４

時からクラッセホテルで行いたいと思います。この日に、事務局職員含めました教育委員会全体

の歓送迎会を開催する予定となっています。こちらも送迎等はこちらで対応します。今後の予定

等を申し上げました。 

 続きまして、平成２７年度の土曜授業の実施状況につきまして、事務局より報告をいたします。

お手元に資料があるかと思います。 

○櫻井学校教育課長 お手元に資料があるかと思いますが、私のほうから説明させていただきま

す。 

 平成２７年度の土曜授業につきましては、一覧表にしておりますけれども、小学校、中学校、

４月は２週目から４週目ぐらいの土曜日。小学校については、２回目は１１月７日。中学校は１

０月３１日と、同じ日に各２回ずつ実施をしております。各学校によって公開の時数ですとかは
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違っているのですが、１回目については、この日、ＰＴＡ総会を兼ねた形で開催しておりますの

で、どこの学校も公開時数については少な目。２回目については、おおむね二、三時間の程度の

公開をしております。 

 増えた時数についてですけれども、約７時間から９時間程度ということで、小学校は学校によ

って違うのは、学年によって授業時数が違ったものですから、ちょっと幅がありますけれども、

この増時数の考え方については、４月の１回目については、例年４月の、例えば東部小で言えば、

１８日というのは、土曜日にＰＴＡ総会を兼ねて授業公開をしておりますので、これは増にはな

らず、翌月曜日、これまで振り替え休業をしていた部分が増時数という考え方。２回目について

は、明けた月曜日については、これまでも授業をしておりましたので、実際に土曜授業を行った、

例えば東部小の授業の１１月７日の３時間が増時数という考え方。それを合わせまして、今回の

２回で７時間から９時間程度、各学校のほうで時数として増えた形になります。 

 各回ごとの欠席者時数、要は全校児童生徒に占める、欠席した者の割合なのですが、大体二、

三％程度ということで、下段のほうに書いてありますけれども、大体、ふだんの平日でも、小学

校でいえば全児童の４％程度、中学校では、全生徒の３％程度が欠席する。これは確実な統計を

とったわけではないのですけれども、とある１週間ということで、通行人統計をお願いしました

ところ、大体このような数字になっておりましたので、さほど土曜日に授業をやったからといっ

て欠席者が多かったわけではないです。 

 ただ、少し網かけしてありますが、例えば大曲東小学校の２回目、東部中学校の２回目という

のが、かなり欠席者の割合、欠席率が高くなっています。この日につきましては、大曲東小学校

の野球の少年団の試合、東部中学校は、バスケットボールの管内的な試合が重なったということ

で、こちらのほうに出た児童生徒がいて、欠席率としては高くなったといった状況になっており

ます。 

 来校者数ですけれども、例えば東部小でいえば１回目が４３０人、２回目が２８３人というこ

とで、当然１回目のＰＴＡ総会がある日のほうが多い傾向にあるのですが、中では、例えば緑ヶ

丘小学校、１回目は１８０人ですけれども、２回目は２６１人ということで、これは後ほど御説

明しますけれども、ちょっと特徴的な取り組みをやって、保護者の来校者が多くなったといった

状況にあります。 

 中学校では、例えば大曲中学校の１回目が８２人と、異常に、生徒数の割に少ないのですが、

大曲中学校は、１１月１１日、これは単純に授業公開だけを行いました。大曲中学校は例年、こ

の前の日、１１月１０日金曜日にＰＴＡ総会を夜開いているという、これまでの歴史がありまし

て、ＰＴＡ総会は、今年度もこれまでどおり金曜日にやったものですから、翌１１日の土曜日は、

本当に授業公開だけということで、中学校の保護者ということで、前の日にもＰＴＡ総会に来て

いるということもあって、大曲中学校だけが少なくなったという状況にあります。 

 来校者については、大体合わせて７,０００人超ということで、ほとんどが保護者の方の来校で

はあったのですが、地域の方ですとか、その他関係機関の方も含めて４００人程度は学校に訪れ

ていただきました。 
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 ただ、これが土曜日にやったから多かったのかという部分が、これまでそういった統計をとっ

ていないものですから、多かったのかどうかはちょっと把握できていない状況にあります。 

 ２ページ目をお開きいただいて、当会、学校のほうではアンケート等をとっていただきました。

その際、提出いただいた保護者等からの、今回の土曜授業についての意見になっております。制

度上の部分にありますとおり、少年団等の日程調整を行ってほしいですとか、一番下、広葉中の

ところにもありますけれども、部活動との調整をとってほしいとか、こういった御意見をいただ

きました。 

 真ん中にあります緑ヶ丘小学校、これまた後ほど説明しますけれども、緑ヶ丘小学校で行われ

た取り組みについては、非常に好印象を抱いていただいたと、こういった状況で、アンケートの

ほうにも表れている状況にあります。 

 授業公開をするということで、広く地域のほうにも開いた形で今回行いましたので、各学校の

ほうには、不審者対策、どのような形をとったのかということで、これも答えていただきました。

各学校では、管理職も含めて、あいている先生も含めて、校内を随時巡回するですとか、出入り

口を１カ所だけに絞って、さらに受付をそこに配置をして、来校者名簿に記入をしてもらうよう

にしたりとか、あと、来校者について、特に保護者については、全員ネームプレートをつけてい

ただくといった形で、関係のない部外の方は、不審者を防ぐような取り組みを各学校のほうで行

っております。 

 今回の行った特徴的な取り組み、２ページから３ページに書いてありますけれども、特徴的な

取り組みとしては、西部小学校と双葉小学校で、携帯電話会社のほうが講師として来ていただい

て、携帯電話の安全教育を保護者対象に行うですとか、一番、今回特徴的だったのが緑ヶ丘小学

校の２回目になります。これは、ＰＴＡからの発案で、要は、緑ヶ丘小学校という新しい学校で、

何か特徴があるＰＴＡ活動はできないかというところから、検討をスタートして、土曜授業にあ

わせて、家族で学び、先ほど教育行政報告のほうでも申し上げましたけれども、「家族で学び」

という学校全体のタイトルをつけて、保護参加のもとで学年ごとにいろいろな授業を行いました。

例えば１年生は、地域の高齢者の方を講師として招いて、体育館のほうで昔遊び。２年生は、明

治乳業のほうに依頼をして、講師の指導を受けまして、バターづくり。３年生は、地域のガイド

ヘルパーの方に来ていただいて、白状体験、要は目にアイマスクをして、杖をつきながら、目の

不自由な方というのはこういった状況にあるのだということを、ロビー的なところにちょっと山

坂等もつくって、こういったところを越えるときに、目の不自由な方は困っているのだよといっ

た、こういったことを３年生の授業で行いました。４年生は、知新の駅の学芸員に来ていただい

て、化石のレプリカづくり。５年生は、社会福祉協議会の職員に来ていただいて、高齢者の疑似

体験ということで、これも社協のほうで持っているのですけれども、腕とか足に重りをつけて、

高齢者の方はこれぐらい大変なのだという形での高齢者の疑似体験。６年生は、お菓子のあずま

の社長さんに来ていただいて、ケーキづくりの体験ということで、これは全て保護者と児童が一

緒になって、この授業を受ける形で、２回目の土曜授業は、保護者とともにで。こういったこと

もあって、緑ヶ丘小学校の２回目は非常に保護者の方の参加が多くなっております。 
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 全体では、来校者ですけれども、平均すると大体小学校で３６０人ぐらい、中学校で１３０人

余りということで、やはり保護者の関係ですけれども、中学校は少ないという傾向にあります。 

 欠席状況については先ほど申し上げました。増時数についても先ほど申し上げたとおりです。 

 増えた時数の使い道なのですけれども、ほとんどの学校では、やはり学習指導の充実というこ

とで、増えた時数については、そのまま授業時間に繰り入れる形で使っているのがほとんどです。

ただ、緑ヶ丘小学校のみは、特別に個人懇談の時間ということで、各学年３から４時間、個人懇

談の時間を増やしまして、増時数を活用しているところです。 

 また、中学校のほうもほとんどが授業時数として使っているのですが、９月の暴風雨で短縮に

なった部分をここでカバーしたりですとか、三者懇談の時間をいつもより長目にとったりですと

かというところで、今回の増時数を使っているところであります。 

 教職員の代休についてですけれども、やはりそれぞれの教職員、作業時間内に、例えば４月の

部分でいえば、本来は、前後の週でとるのはなかなか難しい。２回目の１０月、１１月の部分も

普通の２学期の間にというのはなかなか難しかったということで、全ての教職員が夏期休暇、冬

期休暇の中で代休の取得を全員間違いなくとっているところであります。 

 今年度の土曜授業の実施については、以上のとおりでございます。 

○松本委員長 何かありますか。 

○佐藤委員 土曜授業実施状況のこの表ですが、生徒児童数に対して来校者が何人という形での

まとめがいいのかなと思います。 

○石井委員 緑ヶ丘小学校はおもしろいですね。 

○櫻井学校教育課長 かなり準備は大変だったということを聞いています。 

○石井委員 そうですよね。 

○佐藤委員 ＰＴＡが動かなければできないでしょう。 

○吉田教育長 それもありますが、白杖体験、高齢者体験だとか、ケーキづくりというのは、総

合学習で今まで個別に行われていたと思います。それを土曜日に集めてきて、保護者にも来ても

らうというコンセプトであり、カリキュラム等は元々あったものを集中させたのだと思います。

土曜日をうまく使ったのではないかということです。親御さんとか地域の皆さんに来てもらうと

いうねらいを達成している事例と言えます。 

○櫻井学校教育課長 ただ、これだけ保護者の方に来ていただいていもできるというのは、やは

り緑ヶ丘の小ささがあるからゆえというところもあります。見に行ったのですが、例えばケーキ

づくりをやっている家庭科教室は、保護者も含めてほぼ満員、すし詰め状況です。緑ヶ丘だから

保護者を入れてもできる。学校内のスペースについても、体育館だったり、いろいろな場所を使

っても、保護者がこれだけ来ても緑ヶ丘だからできることであって、これが大曲でやってできる

かというと、これは絶対に不可能というところもありまして、学校規模によっては、同じことは、

やはり難しいかなと思います。 

○佐藤委員 別の工夫はできるでしょう。実習ではなくて、別のことはできる。 

○鹿野教育部次長 先ほど教育長も言いましたけれども、今やっていることをここに移動して、
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そこに集中してやることでという工夫は考えられているのかなと思います。西部中学校はコミュ

ニティスクールで小中の連携というのはやっていますから、そういう事業もそこに持っていくと

か。そういうような取り組みにはなっていくのだろうと思います。 

○石井委員 そうでしょうね。 

○鹿野教育部次長 そういう意味では、緑ヶ丘小学校の取り組みは刺激になってよかったのかな

と思います。 

○石井委員 みんながするので、多分、大変といっても大丈夫なのではないかなと。新しい取り

組みですね。 

○佐藤委員 学校全体でやるというのだったらわかりますが、学年ごとにやるというのはすごい。 

○吉田教育長 それぞれの学年がきちんと準備できていることが大事です。 

○松本委員長 この間の説明で、このパターンを来年度も試してみるというようなお話がありま

した。その時はまた、道内でいろいろな取り組みパターンがあるから、北広島バージョンみたい

なものが追い追いできてくるのかなと思います。 

 昨年のこの委員会で、このやり方をするときに、まず１番目に、実施の狙いとして、開かれた

学校づくりということの中で、保護者と地域の方には学校の様子を公開する。期待される効果と

して２番目に、来校された地域の方々等にアンケート調査を実施することによって、その意見を

以後の学校運営に反映できるということがあって、印象深かったのですが、今年、従来データを

とっていませんでしたので、評価は難しいという話があったのですが、単純平均すると、３２９

人というのは、地域の方は１回大体１０人です。この数を、比較データがないといっても、予定

どおりなのか、少なかったのか、多かったのか、そのあたりの評価をして、もし少ないとすれば、

今後、広報を含めて、どんなことが考えられるのかお示しください。これは極めて重要な観点だ

ったと思いますので。 

○櫻井学校教育課長 広報活動としては、市の広報、４月１５日号に全校の日程を掲載して、こ

んな取り組みをやっていますということを広報には載せました。当然ホームページでもお知らせ

をしました。 

 それと、各学校ごとに、学校便り等で、それぞれの学校の日程、細かい時間割も含めて、地域

で回覧板等で回ってくると思うのですけれども、地域の回覧等で周知のほうは出来るだけ図った

という形で今回やってみたところです。 

 ３２９人は、その他の８０人も、おおむねがその地域の方。肩書きのある方、要は、民生委員

とか、そういった方々はその他の部分に入っていますので、おおむね地域の方が約４００人、小

中合わせて１４校、先ほど松本委員長おっしゃったとおり、１０人ちょっとというような数。率

直な感想としては、もう少し来ていただけるのかなという期待はしていたところでありますが、

こういった形で終わってしまいました。 

 ただ、広報を使い、学校便りを使い、ホームページを使いということで、一応我々が今とるべ

き周知手段としては、おおむね。今、回覧で回しているところを学校配布する。そこまでだとち

ょっと大変な部分もありますし、大体とれるべき手段のほうはとったかなというところもありま
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して、さらにもっと広くというふうには、今、具体的な策としてはないというのが現状でありま

す。 

○佐藤委員 生涯学習振興会に回覧を回すというのは。生涯学習振興会は、結構地域のそれなり

のことをやっている人が多いから、そういう人に回してやってもらうというのもいいのかもしれ

ないですね。大曲は特に関係している人が多いから、そういうところで声をかけて行ってという

のも方法なのかもしれません。 

○吉田教育長 私も出て参観しましたら、かなりの方が顔を出してくれています。そこから発信

してもらうというのも一つですし、生涯学習振興会も広報を教育委員会側でやりますので。そう

いう中に土曜授業も入れ込んで発信する方法もありますね。 

 それから、２ページの保護者等からの意見のところで、７番あたりに、来年入学なので、学校

の様子が見られてよかったとあります。つまり、入学前の幼稚園児を持っていらっしゃる保護者、

そういうところも大事だと思うのです。 

○松本委員長 できれば、地域の方々により広く関心を持ってもらって、気軽に顔を出してもら

って、御意見をもらえたほうがいい。広報は、実は伝わっていないという、弱い側面があるので。

例えば、今言われたように、地域で興味のあるのは、学校ってどうなのかな、ひょっとしたらま

だお姉ちゃん、お兄ちゃんが行っていない、保育園とか幼稚園の方々なんかですと、ひょっとし

たら子どもさんの手を引いてくるという。上手に深まれば、確率は高くなるかもしれないという

ようなことも含めて、まだ決定打はないかもしれないけれども、今後、少し検討してもらうとい

いかなという程度で受けとめて、今あったのも一つですね。というような感想を持ちました。 

○吉田教育長 ちょっと気になっているのが、教育委員会は土曜日はお休みです。もし事故等が

起きたらどうするのか。今年は、みんなで手分けして学校を回って、何かあったら、対応できる

ようにしました。課業土曜日の教育委員会対応について検討したいと思っております。 

○松本委員長 土曜授業は、先ほどもあちこちで、さまざまな形で展開という話をちょっとさせ

ていただきましたけれども、結局、文科省が想定しているのは、教育委員会ないし学校が主催と

いうか、このような形だけではなくて、江別で昔からやっているような、子どもの居場所づくり

を含めて、市民サイドが企画して、ただし、出席とか何とかではなく、そういうような展開も範

疇に入っているわけですから、そういう場合の責任の所在とはどういうふうになっているのかと

いうこともあると思うのです。そのあたり、ケース・バイ・ケースで、どういうふうにやってい

るのかなということの情報収集を含めながら、進めてもらえればと思います。 

○吉田教育長 何が起きているかわからない。学校を開けているのに、教育委員会が対応できな

い状態にならないように考えたいと思います。 

○佐藤委員 気になったのが、１年生から６年生までこういうことをやっているのですか。多分

今年のＰＴＡの役員というのは、こういうことをやるというのをわからないで手伝っていると思

うのですけれども、これだけのことをやるといったら、それでなくてもＰＴＡの役員のなり手が

ないのに、これが噂が広まってしまったら、やりたくないとなるのではないでしょうか。 

○櫻井学校教育課長 アイディアはＰＴＡの方からあったみたいなのですが、実際の人の手配だ



- 18 - 

 

とかは学校側、教頭が行っていましたので、学校がやったのが実情です。当然、社会福祉協議会

等にも全面的に手伝ってもらっています。 

○佐藤委員 一番怖いのは役員のなり手がいなくなること。今でさえ手が挙がらなくて、ピンポ

イントであなたにお願いと言っても断られるぐらいですから。 

○松本委員長 そういうことを言うような大人では困るから、総じて、そういうことは言わない

ようになるような児童生徒を育てましょう。 

  

 

  ◎閉会宣言 

 

○松本委員長 それでは、本日、第２回目の教育委員会会議、付議された議事は全て終了しまし

たので、閉じ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 

以上、会議を記録し、正確を期するためにここに署名する。 

 

委 員 長  
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