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開会 午後３時３０分 

 

（ 議 事 の 経 過 ） 

◎開会宣言 

 

○𠮷田教育長 ただいまから、平成２９年第１５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。 

議事に入ります前に、今回、２名の傍聴の申し出がございましたので、非公開案件を除き傍聴を許

可いたします。 

 

 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

 

○𠮷田教育長 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、大山委

員を指名いたします。 

 

 

◎日程第２ 会議録の署名 

 

○𠮷田教育長 日程第２、会議録の署名についてでありますが、平成２９年第１２回教育委員会の会

議録につきまして、署名委員であります成田委員に本会議終了後、署名を頂きたいと思います。 

 

 

◎日程第３ ○議案第１号 平成２９年度北広島市文化財の指定について 

 

○𠮷田教育長 続きまして、日程第３に入りますが、本日は臨時会とさせていただいておりますこと

から、教育長報告につきましては、次回の定例会で一括して報告させていただきます。 

それでは、議案の審議に入らせていただきます。 

議案第１号、平成２９年度北広島市文化財の指定につきまして、事務局から説明をお願いします。 

○佐藤教育部次長 議案第１号、平成２９年度北広島市文化財の指定についてでありますが、本市文

化財の指定にあたり、北広島市文化財保護条例第４条第２項の規定に基づき、別紙のとおり北広島市

文化財保護審議会に諮問を行うため、教育委員会の議決を求めるものであります。 

このたびの諮問につきましては、中山久蔵に関係する史料一式について本市の文化財として指定す

るため、文化財保護審議会における審議をお願いするものであります。 

以上が提案の内容であります。 

 



- 2 - 

 

文化財保護審議会は、近日中に開催を予定しており、後日答申をいただいた後、教育委員会会議に

文化財指定についての議案を提案したいと考えております。 

なお、諮問内容等につきましては、所管のエコミュージアムセンター長から説明いたします。 

○小島エコミュージアムセンター長 それでは私のほうから議案の内容の説明をさせていただきます。 

このたびの議案は、北広島市エコミュージアムセンターが所蔵する中山久蔵翁と旧島松駅逓所に関

連する資料５８０件のうち、中山久蔵翁が直接関係した資料２５３件を資料群として北広島市の指定

文化財とするため、北広島市文化財保護審議会に諮問し、審議していただこうとするものであります。 

お手元の資料の「表紙」をご覧ください。 

エコミュージアムセンターが所蔵している５８０件の資料は、「中山家資料」と「旧島松駅逓所保

存修理工事古文書」の二つに大きく分けられます。 

「中山家資料」は、中山久蔵翁の子孫の方から寄贈を受けた資料群、「旧島松駅逓所 保存修理工

事古文書」は、昭和５９年度以降の旧島松駅逓所の保存修理工事の際に、板壁の下張りなどから発見

された資料群です。 

これらは、いずれも中山久蔵および久蔵が経営していた島松駅逓所の運営について知ることができ

る重要な史料群です。そして、中山久蔵の歴史的な事蹟は北海道史の中で高く評価されていることか

ら、これら資料群の「歴史資料としての価値」も高いものと考えられます。 

そこで、この２つの資料群から、特に中山久蔵に直接関係する資料として、表の☆印を付した「中

山久蔵に関する資料」通し番号１～１３５、１３５件と、「島松駅逓所業務関係」通し番号１６５～

２８２、１１８件、合わせて２５３件を選び出し、「中山久蔵関係資料群」として指定文化財とする

ことを、北広島市文化財保護審議会にお諮りし、文化財としての価値が高いと答申が得られましたら、

改めて教育委員会にお諮りし、北広島市指定文化財として後世へ伝えていくこととしたいと、考えて

おります。 

委員の皆さまのお手元には、審議資料のうち、中山久蔵関係資料群（中山家資料と島松駅逓所保存

修理工事古文書）の目録がありますが、このほかに、中山久蔵と中山久蔵関係資料群についての評価

書、中山久蔵関係文献一覧、中山久蔵年譜（詳細版、簡易版）を作成し、審議会に臨もうと考えてお

ります。 

なお、審議資料の作成業務については、エコミュージアムセンター学芸員・上田哲司が担当いたし

ました。また、特に「島松駅逓所保存修理工事古文書」の目録作成については、元北広島市教育委員

会社会教育課主査で北海道文化財保護協会理事の遠藤龍畝氏の協力を得ました。また、審議資料の作

成業務全般に渡り、元北海道開拓記念館学芸部長で北海道史研究協議会副会長の関秀志氏から、専門

的立場からの助言・指導を得ております。 

以上で、説明を終わります。 

よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第１号、平成２９年度北広島市文化財の指定につきまして、ご質疑等

ございますか。 

（「なし」の声あり） 
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○𠮷田教育長 それではお諮りいたします。 

議案第１号、平成２９年度北広島市文化財の指定につきまして、原案のとおり決することでよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第１号につきましては、原案どおり可決といたします。 

 

 

○議案第２号 北広島市小学校給食のあり方に関する基本方針（案）について 

 

○𠮷田教育長 続きまして、議案第２号、北広島市小学校給食のあり方に関する基本方針（案）につ

きまして、説明をお願いいたします。 

○佐藤教育部次長 議案第２号、北広島市小学校給食のあり方に関する基本方針（案）についてであ

りますが、平成２９年度に開催しました４回の学校給食運営委員会における意見や質問、先進地視察

等を参考に、別紙のとおり基本方針（案）を定め、教育委員会の議決を求めるものであります。 

詳細につきましては、教育部長及び所管の学校給食センター長から説明いたします。 

○水口教育部長 前段、私の方から説明をさせていただきます。 

基本方針（案）を策定する目的でございますが、平成３２年度で現在の教育基本計画が終了いたし

まして、新しい教育基本計画が平成３３年度から始まります。この教育基本計画を策定するにあたり、

これからの学校給食の方向性を定め、施策の展開を検討する必要がある時期となってまいりました。 

基本方針に沿った具体的な施策等を展開することで、より一層の安全・安心な学校給食の充実を図

り、次代を担う子供たちが心身ともに健やかに育つよう、より良い学校給食を実現したいと考えてい

ます。 

また、喫緊の課題としましては、学校給食衛生管理基準への対応や、近年市内小中学校でも申出数

が全児童生徒数の１割を超えている食物アレルギーへの対応が、現在の施設では古く狭隘であり老朽

化も進んでいるため困難な状況となっていることから、これらの課題に取り組む必要があると教育委

員会では考えているところでございます。 

この方針案を策定するにあたりましては、学校給食運営委員会を開催しご意見をいただきました。

学校給食運営委員会につきましては、小学校の学校給食運営委員会を中心に、それに中学校の学校給

食運営委員会の保護者を加えた形で行ってきております。 

これまで４回の運営委員会を開催させていただきました。第１回、第２回、第３回でそれぞれご意

見をいただきました。１０月１６日には先進地視察ということで、教員と保護者の代表の方に参加し

ていただきまして、北海道内では一番新しい給食設備となる「しらおい食育防災センター」を視察し

てまいりました。１１月の第４回の運営委員会の中では、この基本方針（案）に対するご意見をいた

だいたうえで、最終的な案を策定させていただいたところでございます。 

学校給食運営委員会における主な意見としましては、安全・安心な給食の提供につきましては、委

員の方からは、「全ての児童・生徒が一緒の給食を食べられるのが理想だが、食物アレルギー対応へ
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の難しさも感じる」、「子育て支援をうたう市として、近隣市以上の対応ができれば望ましい」、「安

全性を最優先とし、危険を冒してまで、食物アレルギー対応をすべきではない」、「食物アレルギー

のため除去を申し出る件数が増える傾向にあるが、本当にアレルゲンを持つのか疑問の場合もある」

「地元産食材の計画的使用、食育指導、美味しく安全な給食の提供を継続してほしい」等の意見をい

ただいております。 

また、新たな施設・設備等の整備につきましては、「市内の少子化が進む中、予算的には、運営方

式をセンター方式にする方が良い」、「どの学校も給食施設を新たに建てるには、敷地が狭く、グラ

ウンドを狭めてまで無理に自校方式にする必要はない」、「センター方式より自校・親子方式の方が

美味しいイメージがある」、「食中毒が発生した場合、自校・親子方式の方が、影響が少ないと思う」、

「面積的に可能性のある学校を親に、残りの学校を子にする親子方式はどうか」、「自分の子どもは

小学校（センター方式）の時から美味しく食べている」、「子どもたちが調理の際の臭いや音が体感

でき、調理員とのふれあいが可能な施設にしてほしい」等の意見をいただいたところでございます。 

これを踏まえて基本方針（案）を策定させていただきました。 

詳細につきましては、学校給食センター長から説明させていただきます。 

○鈴木学校給食センター長 それではまず初めに、「各課題についての要点」について説明させてい

ただきます。 

食物アレルギー対応の検討等につきまして、１番目は、全ての児童・生徒が一緒に、安全・安心か

つ美味しく給食が食べられる体制・施設を検討します。 

２番目は、食物アレルギー事故防止や子ども及び保護者の不安解消のため、学校・学校給食センタ

ー・各家庭が情報を共有し、相互に連携する体制整備について検討します。 

３番目は、事故を絶対に起こさないため、対象品目について慎重に見極め、アレルギー除去食等の

提供を検討します。 

４番目は、地元産食材の計画的使用や栄養教諭等による食育指導については、より充実させた上、

継続を検討します。 

次に、新たな施設・設備等の整備につきまして、１番目は、文部科学省の定める学校給食衛生管理

基準に適合した施設・設備整備を検討します。 

現状抱えている問題といたしましては、調理場内の温度が学校給食センター調理場内のエアコンの

出力が足りないため、夏季の温度は高く、冬季は寒い状況となっています。また、現在の学校給食衛

生管理基準では、汚染作業区域と非汚染作業区域を完全に別部屋とすることとなっておりますが、学

校給食センター調理場内の現状は、適合したものとはなっておりません。それから、学校給食センタ

ー調理場内の現状は、ウェット方式となっており、ドライ方式化する必要があります。 

２番目の運営方式については、現在ある課題を迅速に克服し、財政的に持続可能な方式を基本に検

討します。 

３番目は、「北広島市公共施設等総合管理計画」を踏まえた施設計画を検討します。 

次に、運営方式について、自校方式・親子方式、センター方式それぞれのメリット及びデメリット

について説明いたします。 
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まず、自校方式・親子方式のメリットといたしましては、管理する給食数が少ないため、食物アレ

ルギーに対して個別の対応が可能です。また、食中毒等事故が発生した場合、材料に原因がある場合

はすべての学校で食中毒等が発生する可能性もございますが、学校の調理施設で発生した場合は、そ

の学校のみの影響となりますので、リスクが分散されます。 

一方、デメリットといたしましては、各学校に一定の調理人や栄養士の配置が必要となります。市

内の学校は、現在地に調理場を備えることを前提としていないことから、必要な広さの用地を確保す

る必要があります。予算措置の面から、全校整備まで相当の年数を要します。その間は現センター施

設・設備を改修、修繕しながら継続使用する必要があります。児童・生徒数は減少傾向にあり、新設

した場合には、施設の効率的な運営につながらず、過剰な投資となることが予測されます。 

センター方式のメリットといたしましては、児童には新施設で調理した給食を全校一斉に提供する

ことができます。給食に係る事務・衛生管理を一括して集中管理することで、計画的・効率的な運営

が図られます。取得する敷地面積について、めざす調理場に合わせた取得が検討できます。食物アレ

ルギー対応や異物混入の防止などについては、経験ある専用調理人の配置および職場ＯＪＴなどの研

修等の充実により、適切な管理運営体制の構築が可能です。建設費の財源として補助率の高い国庫補

助が期待できます。 

デメリットといたしましては、運搬・搬送時間が必要であり、調理から喫食までの時間がかかりま

す。施設内で事故等が発生した場合は、全ての学校への給食がストップします。 

以上のようなことが挙げられます。 

これらを踏まえまして、「基本方針」についてご説明いたします。 

１．安全・安心な給食を提供する、２．より美味しい給食を提供する、３．食の正しい知識と望ま

しい食習慣を身につける食育を推進する、４．施設の複合化・多機能化を図る、この４つの基本方針

を中心に据えております。 

１番目の「安全・安心な給食を提供する」ということに関しましては、学校給食衛生管理基準等に

適合した施設・設備を整備する、食物アレルギーのある児童生徒に対応した学校給食を提供する、効

率の良い運営に考慮した施設・設備等を整備する、という形で考えております。 

特に、効率の良い運営に考慮した施設・設備等を整備することにつきましては、運営方法について

は、リスク分散を考慮し、中学校においては親子方式を継続します。小学校においては、センター方

式を基本に検討することが望ましいと考えます。 

また、施設整備を具体的に進める際には、自校方式と親子方式、それぞれの長所を取り入れるよう

検討します。例えば、自校方式の場合ですと、温かい給食が食べられるのですが、これをセンター方

式で取り入れるためには、運んだりしても温度の下がりにくい最新の食缶を導入するなどの対応方法

が考えられます。また、アレルギー対応につきましても自校方式に劣らない対応を検討していきたい

と考えております。 

２番目の「より美味しい給食を提供する」に関しましては、主食である米については自炊方式を目

指します。今の給食センターでは、既に炊かれた米をセンターに運んできて、各校に配るという方式

をとっています。中学校は自炊方式をとっているのですが、新たな施設では自前で米を炊きたいと考
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えております。自前で米を炊くことによって、炊き込みご飯などの子どもの好きなメニューにも対応

できるようになりますので、自炊方式を目指すということで考えております。 

また、副食につきましては、地元産食材の活用やメニューの研究等を積極的に推進します。 

そして、特別献立につきましては、各季節の行事食について、継続して提供いたします。今の給食

センターには、焼く設備はありませんので、既に焼かれた料理を配っている状況にあります。中学校

はスチームコンベクションオーブンがありますので、その場で焼く調理が可能です。ですので、給食

センターにおいても最新のスチームコンベクションオーブンを導入して、中学校に引けを取らない給

食を提供することを目指してまいります。 

３番目の、「食の正しい知識と望ましい食習慣を身につける食育を推進する」につきましては、地

産地消の取組みを継続する、計画的・継続的・体系的に食育を推進する、食の指導を充実する、環境

に配慮する、という形で望ましい食習慣を身につける食育を推進したいと考えています。 

４番目の、「施設の複合化・多機能化を図る」ですが、食育や災害に備えた機能を整備するなど施

設の複合化や多機能化を図ります。ただの給食センターというだけではなく、いざという時の炊き出

し機能や防災関係の機能も持った施設を検討していきたいと考えております。 

以上であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第２号、北広島市小学校給食のあり方に関する基本方針（案）につき

まして、ご質疑等ございますか。 

○大山委員 小学校のセンター方式のほうに梃入れをして、中学校はそれに続いてまた梃入れをする

という感じになるのですか。 

○鈴木学校給食センター長 中学校の施設は、平成１２年と１４年に設置されているのですが、小学

校のほうは昭和４９年に設置されておりますので、建て替えを検討しているのは小学校の給食センタ

ーです。 

○大山委員 汚染作業区域と非汚染作業区域について、完全に別室にはなっていないとのことですが、

作業上どのような工夫をされているのでしょうか。 

○鈴木学校給食センター長 中学校は汚染作業区域と非汚染作業区域は分かれています。小学校のほ

うは、部屋は分かれているのですが、基準に適合する完全な別部屋とまではなっていない状況です。 

○𠮷田教育長 現時点で、学校給食衛生管理基準において、不適切な状況ということではないのでし

ょうか。 

○鈴木学校給食センター長 給食センターをつくった当時は、ウェット方式でよいとされた時代であ

りました。それをウェットからドライにすることは莫大な費用がかかるということを保健所も理解し

ておりますので、不適切とまではされておりません。 

○𠮷田教育長 基準がもう少し上のレベルであるから、直すことが望ましいということですね。 

○大山委員 課題としましては、学校給食衛生管理基準への適合ということですが、ＨＡＣＣＰなど

を目指すといった段階ではないということですね。 

○鈴木学校給食センター長 はい、ＨＡＣＣＰはいずれ目指すべきであると考えてはおりますが、今

の段階ではまだそこまでには至っておりません。 
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○水口教育部長 基本方針が決定した後に、今後どういう整備をしていくのかという具体的な整備計

画が出てくるものと思います。 

○成田委員 自校方式・親子方式のメリットで、食物アレルギーに対して個別の対応が可能だとあり

ますが、今現在はどのような対応をされているのでしょうか。 

○鈴木学校給食センター長 給食センターでは、今現在は個別の対応はできてない状態にあります。

ですので、アレルギーのある子どもに対しては、申し出があった場合には給食を停止してお弁当を持

ってきてもらう対応としています。 

○成田委員 今後もセンター方式でやるとなったときも、そのような対応となるのですか。 

○鈴木学校給食センター長 センター方式とした場合には、アレルギー対応室をつくり、その部屋の

中でアレルギー食をつくるということを検討しています。例えば、卵アレルギーでしたら卵を抜いた

ものをつくる部屋で作業を行います。また、料理をつくるときの行程も混ざることがないように別ル

ートをつくるだとか、そういう面積も必要だということでございます。 

○成田委員 それに対応する品目をこれから考えていくということですか。 

○鈴木学校給食センター長 はい、そうです。 

○水口教育部長 アレルギーに対応するレーンを何本にするかで対応できる部分と、調理員の数で対

応できる部分というのが決まってくるものと思っています。ですから、広さがあればあるほど対応は

可能となりますが、その分費用もかかるということになります。 

○𠮷田教育長 そのほか何かございませんか。 

○大山委員 アレルギーについてですが、給食センターが改修されて、立派なセンターができたとき

にはアレルギーと非アレルギーが分けられても、実際、学校で給食が出されるときに、誤食は起こり

得ると思います。先生方にも指導等はされているのでしょうか。 

○鈴木学校給食センター長 給食センターと学校教育に関わってくる部分になりますが、実際に食べ

させるのは学校の現場ですから、そこで間違いがないように努めなければなりません。例えば、担任

の先生が休んだらどうするのかなど、そういった対応のことまで考え、絶対に誤食させないようにと

いうソフト面の整備につきましても進めているところです。 

○大山委員 実際に、子どもが気付かないで食べてしまい、アナフィラキシーショックになった場合

には、エピペンをすぐに打ったほうがいいと言われますが、そのような指導体制は先生方の中では大

丈夫なのでしょうか。 

○河合学校教育課長 市内の教職員のエピペンの扱いにつきましては、対象となる児童生徒がいる学

級の担任はもちろん、養護教諭等にも全て研修を実施しておりますので、万が一そういったことがあ

った場合には、どの先生方も対応できるという体制になっています。 

○松本委員 公共施設等の総合管理計画を考える上で、施設を新設するにあたり、イニシャルコスト

やランニングコスト等を含めて総合的な判断をしていく必要があると思うのですが、今回の検討に当

たりまして、ＰＦＩやＰＰＰと言われているような建設や運営方式についての検討はされたのでしょ

うか。 
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○鈴木学校給食センター長 平成２２年度に一度、ＰＦＩについては検討しておりまして、ＰＦＩは

財政負担を平準化できるとされているという部分でメリットがあるのですが、その他にもいくつかの

メリット・デメリットがあるので、早々にＰＦＩはしないという判断をしているところです。 

○松本委員 平成２２年度にＰＦＩについては検討したのだけれども、今回は特にしていないという

ことでよろしいですか。 

○冨田小中一貫教育課長 今回の施設は、まだどういう形で整備するかは確定しておりませんが、い

ずれの場合につきましても、国等の補助の要件が、施設の移転を受けたものになりますので、例えば

ＢＯＴ方式になると補助金も入らないのでコストが高上がりになるというところが一番のネックにな

ります。その点から今回の補助金額等も考慮しますと、ＰＦＩではないほうがいいのではないかとい

うような議論は昨年度の段階でしております。 

○水口教育部長 今は基本方針を定めるということで、センター方式にするのか、あるいは自校方式・

親子方式にするのかという部分につきましては、最終的にはパブリックコメントにより、いろいろな

ご意見をいただいた上で決めることになります。その整備計画の中でどのような手法をとるのかにつ

いては、また改めて検討する必要があると思っております。 

ただし、文部科学省や防衛省の補助金の活用も検討しているという状況でございます。 

○松本委員 運営方式に関しまして、学校の空き教室など、既存の施設を活用することはできないの

でしょうか。また、コスト的にはセンター方式のほうが安いという意見もあるようでしたが、センタ

ー方式、自校方式・親子方式それぞれの場合の補助金制度はどうなっているのかを教えてください。 

○冨田小中一貫教育課長 文部科学省の、給食施設・調理場の整備については、どちらも補助金はあ

るのですが、補助単価が自校方式・親子方式のほうが低い現状でございます。 

○松本委員 単価は大きく異なるのですか。 

○冨田小中一貫教育課長 大きく異なります。それから、比較面積が違ってきます。必要な面積まで

補助金が出るかどうかは重要なことではあるのですが、共有スペースや固定スペースというのがそれ

ぞれの設備で出てくるので、その分を満たすような面積をとっていくと補助金の額としてはセンター

方式に比べると自校方式・親子方式のほうが上がってこないというのが現状であります。 

○鈴木学校給食センター長 試算しましたところ、自校方式・親子方式では文部科学省の補助金の補

助率は１０％程度となります。センター方式ですと防衛省から補助金が受けられますので、７５％程

度の補助率となります。 

ただし、防衛省の補助金は１回で終わりなので、自校方式のように数年間にわたってつくる場合は、

最初の学校しか補助対象とならない等の課題もあります。 

○𠮷田教育長 学校の施設を使って給食調理場をつくったらどうかという意見についてはいかがでし

ょうか。 

○鈴木学校給食センター長 例えば、自校調理で４００食つくる調理場の敷地面積は３００数十平米

となります。これを小学校の図面に落とした場合、建物自体もかなりの面積を取るのですが、食材を

運んでくるトラックの駐車場も整備する必要がありますので、さらにもう１つ調理場をつくれるくら

いの面積が必要となります。 
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それから、小学生と一緒にトラックが入ってくるわけにはいきませんので、トラックが入ってくる

道路の面積もこれに加わります。これら全てを含めるとかなりの面積となります。 

○水口教育部長 空き教室を利用していくという考え方もありますが、各学校も老朽化してきている

状況ですので、新しい給食設備をつくるのであれば大規模改修も考えなければなりません。そうなる

と、相当な年数が必要になってくるものと思います。 

また、複合化に関しましては、学童保育や放課後子供教室等における空き教室の利用というもこと

も考えているところであります。 

○𠮷田教育長 そのほか何かございますか。 

○大山委員 給食で赤毛米を出したことはあったと記憶していますが、地元産食材にこだわらずとも、

例えばＢ－１グランプリとかで優勝したＢ級グルメなど、道外のものであってもメニューが増えるこ

とによって子どもたちの食への感心を引くことができるのではないかと思います。 

また、食べるだけではなく、離れた地域のことを知ろうとするきっかけになったり、世の中でこう

いう仕事をしている人がいるのだなということがわかるような、キャリア教育にもつながってくるの

ではないかと感じました。 

○松本委員 地産地消については具体的には何をどの程度行っているのでしょうか。 

また、食の指導というのは今どのようなことを行っていて、これからは何を行っていこうとしてい

るのかを伺えればと思います。 

○鈴木学校給食センター長 地産地消で一番多いのは豚肉で、北広島産の豚肉を使った「北広島すき

焼き」といったメニューなどがあります。それから、大根やじゃがいもなどを使用したものが多いです。 

食の指導につきましては、栄養教諭が年間一定数、各学校で食の指導を行っています。 

○佐藤教育部次長 食の指導につきまして、中学校に関して申し上げますと、栄養素のバランスのと

れた食生活についてであったり、中学校の子どもたちがどれだけのカロリーが必要であるか、また、

１日の生活の中でどれだけ摂取しているのかということを見つめ直したり、その中で給食はどの程度

を占めているのか、といった栄養にかかわる指導などを中心に行っています。 

○水口教育部長 地産地消につきましては、ホームページでも毎月の献立を掲載していますし、地産

地消で使用している食材についても公表しています。 

○鈴木学校給食センター長 地元産のものだけ太字にして子どもにもわかるように表記しています。 

○𠮷田教育長 そのほか何かございませんか。 

○大山委員 防災に関しまして、有事の際には給食センターも炊き出しに対応できるようにと書いて

ありますが、今現在、もしそうなった場合には対応するという前提になっているのですか。 

○鈴木学校給食センター長 防災計画の中では、給食センターを含む食料生産施設で炊き出しをする

ということになっておりますが、今後は、最初から備蓄する部屋をつくって有事に対応していくこと

を想定しています。 

○𠮷田教育長 そのほか何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○𠮷田教育長 それではお諮りいたします。 

議案第２号、北広島市小学校給食のあり方に関する基本方針（案）につきまして、原案のとおり決

することでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第２号につきましては、原案どおり可決といたします。 

 

 

◎日程第４ その他 

 

○𠮷田教育長 日程第４、その他につきまして、事務局から説明願います。 

○佐藤教育部次長 報告事項でありますが、新学習指導要領の実施に係る小学校外国語教育への対応

につきまして、所管の学校教育課長より説明いたします。 

○河合学校教育課長 それでは私より、事前配布しております「小学校外国語教育に係る北広島市の

取り組みについて」と題しております資料を基にご説明いたします。 

資料の２ページをご覧ください。 

まず、本市における小学校外国語活動の指導実態につきましてご説明いたします。 

現在の小学校外国語活動は、外国語として英語を取りあげ、音声や基本的な表現に慣れ親しませな

がら、コミュニケーション能力の素地を養うことを目標として、学級担任又はＡＬＴとのティーム・

ティーチングによる授業が行われております。 

続きまして、２ページ下、新学習指導要領における小学校外国語教育についてでありますが、新学

習指導要領は平成３２年度に完全実施となり、５・６年生では「外国語活動」から「外国語」へと教

科化され、数値による評価の対象ともなり、３・４年生では「外国語活動」が実施されます。 

続きまして、３ページをご覧ください。 

新学習指導要領における小学校外国語教育の狙いにつきましては、子どもたちが将来どのような職

業に就くとしても求められる、外国語で多様な人々とコミュニケーションを図ることができる基礎的

な力の育成であり、５・６年生では、外国語活動における「聞くこと」「話すこと」の活動に加え、「読

むこと」「書くこと」を加えた領域を扱うこととなり、３・４年生では、外国語を通じて、言語や文化

について体験的に理解を深め、高学年の教科型の学習につなげる指導が行われます。 

続きまして、３ページ下、今後の授業時数についてでありますが、以上のような小学校外国語教育

の充実に対応するため、５・６年生では、年間３５単位時間から年間７０単位時間に授業時数が増加

し、３・４年生では、「外国語活動」が年間３５単位時間導入され、全体的に授業時数が増加すること

になります。 

続きまして、４ページをご覧ください。 

新学習指導要領実施に向けたスケジュールについてでありますが、平成３０年度から３１年度が新

学習指導要領の完全実施に向けた移行措置期間となります。 
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新学習指導要領完全実施に向けた移行措置の内容については、小学校３・４年生へ外国語活動を年

間１５単位時間導入し、小学校５・６年生の外国語活動についても、現行の年間３５単位時間から年

間５０単位時間に増加するものであります。 

特例として、外国語活動の授業実施のために特に必要がある場合には、総合的な学習の時間の授業

時数及び総授業時数から１５単位時間を超えない範囲で授業時数を減じることができますが、この特

例は移行期間のみの措置であり、もし、総合的な学習の時間の授業時数から１５単位時間を減じて外

国語活動に充てた場合は、平成３２年度には総合的な学習の時間の授業時数を戻さなければなりません。 

このような現状を踏まえ、今年度、石狩教育研修センター教育研究所において、「小学校外国語教育

の充実に関する研究委員会」（以下「研究委員会」とします。）を立ち上げ、授業時数増加への対応と、

石狩管内７市町村が一定の考え方を共有し対応していくことが望ましい、という観点で調査研究を進

めてまいりました。 

そして、先月の１０月２０日、研究委員会の調査研究報告書が石狩管内教育委員会教育長会に提出

され、平成３２年度のモデル例や移行期の対応案について提示がありました。 

それでは、４ページ下をご覧ください。 

研究委員会は、小学校外国語教育の中学年・高学年の授業時数増加への対応について、各学校の余

剰時数の見直しを基底に研究を進め、ご欄のとおり１から５の授業形態を、モデルＡからＥとして例

示しました。 

モデルＡにつきましては、体育や図工等、実技教科を対象に６時間目の６０分授業を週３回設定す

る例です。小学校の授業の１コマは４５分なので、６０分授業を週３回実施することで、１週間に１

コマの授業を実施したことになりますので、これによって必要な授業時数を確保しようという例です。 

モデルＢにつきましては、土曜授業の実施や長期休業を削減することで、必要な授業時数を確保し

ようという例です。 

モデルＣにつきましては、１５分の朝学習の時間を活用し、１時間目の授業と組み合わせ週３回実

施することで、必要な授業時数を確保しようという例です。 

モデルＤにつきましては、モデルＢとモデルＣを組み合わせることによって、必要な授業時数を確

保しようという例です。 

モデルＥにつきましては、休み時間や清掃時間を削減すること等により、週２８時間の授業時数を

週２９時間に増加し、６時間授業を週４回設定することで、必要な授業時数を確保しようという例で

す。 

このように研究委員会は５つのモデルを教育長会に提示しましたが、教育長会では、石狩管内７市

町村が一定の考え方を共有し対応していくことが望ましい、という観点の下、各市町村それぞれの実

情に応じ、妥当と考えられるモデルを検証しました。 

検証結果については、５ページをご覧ください。 

石狩管内各市町村の意向として共通しているのが、管内７市町村ともモデルＡが妥当であるという

意向、又はモデルＡと他のモデルを組み合わせた授業形態が妥当であるという意向を示していること

であります。 
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北広島市としての方向性につきましては、５ページ下をご覧ください。 

本市におきましては、余剰時数の少ない中・高学年の実施のみで低学年への影響を回避できること

や、授業日数を増やさなくても安定した時数を確保できること、指導計画が細切れにならず、大きな

まとまりの中で児童がしっかりと学習に取り組めること等を考慮し、モデルＡが有効な方策であると

の意向を示しました。 

最終的には石狩管内７市町村は、新学習指導要領の完全実施に伴う小学校外国語教育への対応とし

て、学校行事の精選等で生じる余剰時数を活用しながら、モデルＡによる各教科の長時間授業を行う

ことを基本として、各学校の創意工夫を持って取り組むことが１１月２０日（月）に開催された教育

長会で決定し、本市の対応につきましても、校長会を通じ、全小学校へ周知したところであります。 

続きまして、６ページをご覧ください。 

移行期の平成３０年度から３１年度における小学校外国語活動１５時間増への対応についてであり

ますが、学校行事の精選や短時間学習の活用、日課表の見直し等の対応が必要でありますが、石狩管

内７市町村で足並みを揃えることが難しいため、移行期については、各市町村の判断で取り組むこと

が同じく教育長会で確認されました。 

本市におきましては、移行期につきましても、モデルＡの６時間目６０分授業を週１回程度試行し、

平成３２年度からの完全実施に向け対応することといたします。 

併せて、実施する教科についても、図工や体育などの実技教科を中心に、各学校の創意工夫により

実施することといたします。 

なお、外国語活動の授業実施のため、総合的な学習の時間の授業時数及び総授業時数から１５単位

時間を超えない範囲で授業時数を減じることができる特例は、あくまでも移行期間に限る措置であり、

平成３２年度の新学習指導要領の完全実施以降は適用されないことを考慮し、本市ではこの特例は採

用しないことといたします。 

次に、本格実施となる平成３２年度の３５時間増への対応についてでありますが、モデルＡの６時

間目６０分授業を週３回実施することを原則といたしますが、各学校が行事等を精選することによっ

て余剰時数が増加することがありますので、このこと等を考慮し、実施する週あたりの回数や時期は

各学校の判断によることとします。 

資料の説明については以上のとおりでありますが、本市教育委員会といたしましては、今後、石狩

教育研修センター教育研究所の本調査資料や同研究所が作成する指導計画例等も参考として、時間割

の工夫等、指導主事による指導・助言を行い、併せて現在予算要求中ではありますが、外国語指導助

手の配置人数拡大により、小学校の外国語教育の充実に向けて対応してまいりたいと考えております。 

以上であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの説明につきまして、ご質疑等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 そのほか事務局からございませんか。 
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○佐藤教育部次長 続きまして、次回の教育委員会の日程についてお諮りいたします。 

次回、平成２９年第１６回の定例会につきましては、１２月１５日の金曜日、時間は１６時３０分

から、場所は同じく市役所４階会議室で開催させていただきたいと思います。 

議案としましては、「北広島市立小学校及び中学校における学校運営協議会に関する規則の一部を改

正する規則」ほかを予定しております。 

以上でございます。 

○𠮷田教育長 次回、第１６回の定例会は、１２月１５日の金曜日、午後４時３０分から、場所は今

回と同じく市役所４階会議室で開催ということで皆さまよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

 

◎閉会宣言 

 

○𠮷田教育長 以上で第１５回教育委員会会議に付議された議事は全て終了いたしましたので、これ

にて閉会いたします。本日はご苦労さまでした。 

 

 

午後５時００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。 
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