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開会 １６時００分 

 

（ 議 事 の 経 過 ） 

◎開会宣言 

 

○𠮷田教育長  ただいまから、平成３０年第１４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 

 

○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、松本委

員を指名いたします。 

○𠮷田教育長 日程第２に入ります前に、本日は、報告第３号及び議案第１号が教育委員会会議規則

第１６条第１号に該当いたしますことから、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」の声あり） 

○𠮷田教育長 異議なしと認め、報告第３号及び議案第１号につきましては、非公開といたします。 

 

 

◎日程第２ 教育長報告 

 

○𠮷田教育長 日程第２、教育長報告に入らせていただきます。 

○𠮷田教育長 今回は、教育長報告として５点、一般行政報告として２点報告させていただきます。 

平成３０年度北海道都市教育長会秋季定期総会についてでありますが、１１月７日（水）に小樽

市において開催され、出席してまいりました。 

総会では、２０２０年度の文教施策に関する要望事項など４議案について審議し、原案のとおり

承認されました。２０２０年度の文教施策に関する要望事項につきましては、これまでの要望に加

え、栄養教諭の配置基準の改善、デジタル教科書の無償化、校務支援システム導入に係る地方財政

措置の拡充など新たな教育課題に関する事項について要望することを決したところであります。 

また、国立アイヌ民族博物館設立準備室から事業の進捗状況等について情報提供があったところ

であります。 

次に、札幌地区私立中学高等学校ＰＴＡ連合会（会長：本田浩文札幌静修高等学校父母と先生の

会会長）からの陳情についてでありますが、１１月２９日（木）に私学助成等についての陳情書を

受けたところであります。 

陳情では、札幌地区における平成３０年度からの大幅な中学校卒業生の減少を念頭に長期的な展
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望に立ち、私立学校の経営の健全性確保についての配慮と、私立学校に通う保護者の経済的負担を

軽減し、教育の振興に向けた私学助成の拡充について、ご要望があったところであります。 

私からは、本市の札幌日本大学高等学校への支援策や高等学校入学準備金支給事業等の保護者負

担軽減の取組について説明するとともに、今後も私立学校が、その建学の精神のもと、自主性を保

ちながら教育活動が充実されるよう協力・連携していく旨をお話したところであります。 

次に、北広島市教育予算要望委員会（委員長：大西二生大曲中学校長）との懇談についてであり

ますが、１１月１６日（金）に、上野市長とともに、学校現場を取り巻く教育情勢や、平成３１年

度の教育環境の整備などについて、懇談を実施いたしました。  

予算要望委員会は、北広島市小中学校長会や北広島市ＰＴＡ連合会など８つの団体から構成され

ており、これらを代表して、放課後子供教室の拡大、プログラミング教育導入に向けた教員研修予

算の確保や学校施設の改善等について要望がありました。  

市長からは、部活動や不登校児童生徒への取組等に対する教職員への感謝と、要望を踏まえ、教

育環境の整備・充実に努める旨のお話をいただいたところであります。 

次に、いちにのジャンプ大会についてでありますが、１１月２４日（土）に総合体育館において

開催いたしました。 

誰もが気軽に取り組める競技として、今年は市内６小学校から２３チーム２６０名の参加があり、

西の里小学校の５年生チームが６０８回跳び優勝したところであります。なお、決勝及び予選を通

じて最も多く跳んだチームに送られる最高記録賞は、６３３回跳んだ西の里小学校の５年生・６年

生混合チームが受賞したところであります。 

次に、学校支援ボランティア交流会についてでありますが、１２月４日（火）に芸術文化ホール

において、学校支援ボランティア２１名、地域住民１名、大学生２名、教職員１４名の参加のもと

開催いたしました。 

交流会では、学校支援ボランティアの現況についての報告の後、「学校支援地域本部に携わって」

をテーマに６グループに分かれ意見交換を行い、参加者の交流と相互理解を深めたところでありま

す。 

私からの報告は以上であります。 

○千葉教育部長 続いて、一般行政報告に入らせていただきます。 

平成３０年７月豪雨災害に係る東広島市への職員派遣についてでありますが、災害復旧・復興に

係る業務量増加に伴い職員不足に直面している姉妹都市・東広島市を支援するため、９月１日（土）

から市職員を派遣しており、教育委員会からは、第２期派遣として１２月１日（土）から 

来年３月３１日（日）までの間、社会教育課の山田孝博主査を派遣したところであります。 

山田主査につきましては、建設部用地課に配属され、治山事業に係る地権者の調査業務等に従事

しております。 

次に、寄附についてでありますが、１１月２０日（火）に公益財団法人日本公衆電話会（北海道

統括支部長 前川二郎）様から、ネットに潜む危険について、自ら解決する力の習得を期待して編

集された「ネット安全 Guidebook」５７５冊を贈呈いただき、中学校７校に配布したところでありま
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す。今後、技術家庭科の時間等に副教材として使用するなど、幅広く活用していくよう考えており

ます。 

また、１１月２４日（土）に国際ソロプチミスト北広島（代表 大谷順子）様から、本市図書館

に資料充実のため１０万円相当の図書の寄贈、エコミュージアムセンターへ、展示活動の充実のた

め２万円相当の展示用具の寄贈の申し出がありました。同会からの寄贈は、図書館開館以来継続し

ていただいているものであり、本年度は、図書館には、子どもたちの読み聞かせに適した大型絵本

やシリーズものの図書、お年寄りに適した大活字本等を、また、エコミュージアムセンターには、

映像資料活用のためのＤＶＤプレイヤーを寄贈いただき、本市からは感謝状を贈呈させていただい

たところであります。 

また、１２月７日（金）に株式会社丸升増田本店（代表取締役社長 内山謙士郎）様から、奨学

金の充実を図ってほしいとの申し出があり、奨学基金として１００万円の寄附をいただき、市から

は感謝状を贈呈しております。 

寄附金につきましては、３月の第１回市議会定例会において、奨学基金積立金として補正予算案

を提案することとしております。 

以上であります。 

○𠮷田教育長 以上、教育長報告として５点、一般行政報告として２点報告させていただきました。

皆さんからご質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それでは、教育長報告につきましては、承認とさせていただきます。 

 

 

○日程第３ 報告第１号 教育行政報告について 

 

○𠮷田教育長 続きまして、日程第３、議事に入ります。報告第１号、教育行政報告につきまして、

説明をお願いいたします。 

○佐藤教育部次長 報告第１号、教育行政報告についてでありますが、前回会議後に行われた庁議を

受け、別冊１のとおり修正し第４回定例会において報告しておりますので、教育委員会に報告する

ものであります。 

修正内容についてでありますが、当初、「４ 平成３０年度石狩管内教育委員会委員研修会につい

て」としておりましたが、本項を削除し、新たに「４ 就学援助新入学準備金の増額について」、 

「５ 芸術文化ホール及び図書館開館２０周年記念事業について」を加えたところであります。 

それでは、追加した４及び５について、報告内容を読み上げます。 

 

４ 就学援助新入学準備金の増額について 

次に、就学援助新入学準備金の増額についてでありますが、国の要保護児童生徒援助費のうち、

新入学児童生徒への入学準備金の単価が本年度末に増額改正されますことから、本市の就学援助新
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入学準備金につきまして、増額するとともに入学前の適切な時期に支給することといたしました。 

なお、本定例会において、必要な経費の補正予算を提案させていただいたところであります。 

 

５  芸術文化ホール及び図書館開館２０周年記念事業について 

次に、芸術文化ホール及び図書館開館２０周年記念事業についてでありますが、本年度開館２０

周年を迎えた両施設において記念事業を開催したところであります。 

芸術文化ホールでは、札幌日本大学高等学校吹奏楽部がゲストとして出演した札幌交響楽団の記

念公演や読み聞かせ公演などを開催、ギャラリーでは、過去に展覧会等で受賞歴のある市民の作品

や星槎道都大学からの出展による展示会を催し、多くの方々に鑑賞していただいたところでありま

す。 

また、図書館では、開館以来１４,０１８冊の最多貸出し冊数となった家族を「ベストリーダー家

族」に認定し読書活動を紹介させて頂いたところであります。 

今後も、ご支援頂いているボランティアの皆様との協働により、本市の文化芸術の振興に努めて

まいりたいと考えているところであります。  

 

以上が修正した内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの報告第１号、教育行政報告につきまして、質疑等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それでは、報告第１号につきましては、承認とさせていただきます。 

 

 

○報告第２号 教育長の臨時代理に係る報告について 

 

○𠮷田教育長 続きまして、報告第２号、教育長の臨時代理に係る報告につきまして、説明をお願い

いたします。 

○佐藤教育部次長 報告第２号、教育長の臨時代理に係る報告についてでありますが、前回会議にお

いて議決を頂いた第４回定例会に提出します平成３０年度一般会計補正予算について、その後、市

長から再度意見を求められましたので、北広島市教育委員会事務委任等規則第３条の規定により教

育長が臨時代理しましたので、同規則第４条第２号の規定により教育委員会に報告するものであり

ます。 

補正予算の内容につきましては、議案書３ページから５ページをご覧ください。 

前回の提案内容から変更のあった点につきましては、朱書き・下線でお示ししており、変更点に

ついてご説明いたします。 

はじめに、３ページ、歳入についてでありますが、前回会議後、北海道防衛局から市に対し再編

交付金が交付されることとなり、この交付金のうち、２,２３２万６千円を教育費国庫補助金として

増額するものであります。 
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次に、４ページ、歳出についてでありますが、小学校及び中学校管理経費のうち燃料費について

でありますが、小中学校で使用する重油が予算示達時から９月時点で１リットル当たり１９円上昇

したことに伴い、今後、予算不足が生じることから、小学校管理経費として１,０２８万円、中学校

管理経費として８５７万８千円をそれぞれ増額するものであります。 

次に、小中学校費の教育振興費の要保護・準要保護児童援助事業につきまして、当初増額後の合

計額としておりましたが、財政課と協議の結果、増額分のみを提案することとなり、小学校費につ

きましては１７７万３千円から９６万２千円に、中学校費につきましては２８５万７千円から 

１３８万８千円としています。 

 次に、中学校管理経費のうち、前回議決いただきました広葉中学校の車いす用階段昇降機の設置

につきましては、先程ご説明しました再編交付金の内９００万円を充当することとしております。 

次に、公民館管理経費についてでありますが、再編交付金２２０万円を活用し、老朽化している

展示パネル等の更新を行うものであり、備品購入費として２９０万２千円を増額するものでありま

す。 

次に、図書館運営経費についてでありますが、再編交付金６５０万円を活用し、老朽化している

図書館ＡＶサロン調整室内機器の更新を行うものであり、備品購入費として９２７万８千円を増額

するものであります。 

次に、青少年安全対策事業についてでありますが、再編交付金６０万円を活用し、各学校におけ

るネットパトロール用のパソコンについてＯＳの保守終了に伴う機器更新のため、備品購入費とし

て７９万９千円を増額するものであります。 

次に、文化財保護活用事業についてでありますが、台風２１号により破損したプレハブの解体撤

去について、当初補正予算により対応する予定としておりましたが、流用により対応することとな

ったため、取下げております。 

次に、５ページをご覧ください。 

次に、体育施設管理経費についてでありますが、再編交付金４０２万６千円を活用し、老朽化し

ているトレッドミル、筋力トレーニング器具、体組成計等の更新を行うものであり、備品購入費と

して５１８万７千円を増額するものであります。 

次に、中学校給食運営経費についてでありますが、広葉中学校給食調理場給湯管修繕に係る費用

について査定の結果、修繕料を２千円減額し、７６５万８千円とするものであります。 

備考欄につきましては、一般会計補正予算の通し番号であり、第９号につきましては初日に即決

いただき、第１０号につきましては本日２１日に成立しております。 

以上であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの報告第２号、教育長の臨時代理に係る報告につきまして、質疑等ございま

すか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それでは、報告第２号につきましては、承認とさせていただきます。 
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○報告第３号 教育長の臨時代理に係る報告について【非公開】 

 

【非公開案件の審議等の結果】 

原案のとおり可決した。（質疑等省略） 

 

 

○議案第１号 北広島エコミュージアム会議委員の委嘱について【非公開】 

 

【非公開案件の審議等の結果】 

原案のとおり可決した。（質疑等省略） 

 

 

○議案第２号 北広島市立学校における働き方改革推進計画の策定について 

      

○𠮷田教育長 続きまして、議案第２号、北広島市立学校における働き方改革推進計画の策定につき

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、北広島市立学校における働き方改革推進計画の策定についてであり

ますが、別冊２のとおり策定したいので、北広島市教育委員会事務委任等規則第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。 

計画の内容につきましては、担当の河合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、私の方から、ご説明いたします。 

なお、「北広島市立学校における働き方改革推進計画」という呼び名は、少々長いので、これか

らのご説明では「本市の計画」という省略した呼び名でご説明させていただきますので、あらかじ

めご承知おき下さい。 

まず、北海道教育委員会は、道内全ての学校において働き方改革を進めるため、「学校における

働き方改革『北海道アクション・プラン』」を平成３０年３月に作成しておりますが、全道の市町

村教育委員会には、北海道アクション・プランに準じて、所管する学校に対する時間外勤務の縮減

に向けた業務改善方針・計画を策定するとともに、それぞれの地域の実情に応じた取組の実施が求

められているところであります。 

学校における働き方改革に関する取組については、本市も含め、石狩管内の市町村が一定程度、

取り組む内容を揃えることが望ましいという共通認識の下、本市といたしましては、石狩管内他市

町村との連携を重視し、また、国や北海道教育委員会の働き方改革に関する取組動向を注視してき

たところでありますが、この度、北広島市立学校における働き方改革を進めるため、本市の計画を

策定するものであります。 

なお、本市の計画は事前配布しておりますことから、項目一つ一つの説明は割愛させていただき、

本日は概要についてご説明いたします。 
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それでは、本市の計画素案１ページをご覧ください。 

３番の「計画期間」や、４番の「計画が目指す当面の目標」については、北海道アクション・プ

ランの内容に準じたものとなっております。 

なお、本市の計画は、北海道アクション・プランと同様に、教育委員会及び学校が行う具体的な

取組として、４つのアクションを掲げております。 

４つのアクションに掲げる取組のうち、今年度から取組を進めている重点項目としては、４ペー

ジの「アクション３勤務時間を意識した働き方の推進と学校運営体制の充実」の（３）、５ページ

にあります「学校閉庁日の設定」と、戻りまして、３ページの「アクション２部活動にかかわる負

担の軽減」の（１）、「部活動休養日等の完全実施」であります。 

なお、３ページの枠内にあります、部活動休養日の実施や、その下の部活動の活動時間について

は、北海道アクション・プランの取組内容に準拠しているものですが、北海道教育委員会は、本年

３月にスポーツ庁が策定した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」の内容等を踏

まえ、「北海道の部活動の在り方に関する方針」(案)を策定し、今後、道議会や部活動関係者会議

などでの議論を経て、平成３１年１月を目途に方針として策定する予定です。 

北海道が策定する方針では、学期中は、週当たり２日以上の休養日を設け、平日は少なくとも 

１日、土曜日及び日曜日は少なくとも１日以上を休養日とすることや、１日の活動時間は、長くと

も平日では２時間程度、学期中の週末を含む学校の休業日は３時間程度とすることを内容としてお

ります。 

このため、北海道の方針が策定された段階で、本市の計画も見直しする必要がありますことから、

改めて教育委員会会議で提案させていただく予定です。 

以上、北広島市の実情に応じた取組を主体的に実施するため、国や北海道教育委員会の働き方改

革の動向を注視し、石狩管内市町村教育委員会などの関係機関等と連携しながら、学校における働

き方改革に関する取組を推進してまいりたいと考えております。 

なお、教育委員の皆様からも、本市の取組に対してご助言をいただければ幸いですので、今後と

もどうぞよろしくお願いいたします。 

  以上が、提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第２号、北広島市立学校における働き方改革推進計画の策定につきま

して、質疑等ございますか。 

○松本委員 １週間当たりの勤務時間が６０時間を超える教員は、どれくらいいるのですか。 

○河合学校教育課長 現在、本市の教職員の実態につきましては、管理職が目視で出退勤の時間を把

握しているため、正確な時間は把握できておりませんが、今後はシステムを活用した集計方法など

により実態を把握していきたいと考えております。 

○松本委員 教員の業務については、あらかじめ仕事の段取りが決まっているものではないという実

情があると思いますが、今後の改善のため、業務内容と時間の関係の把握について、本市としてで

きることを期待したいと思います。 

○𠮷田教育長 そのほか何かございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それではお諮りいたします。議案第２号、北広島市立学校における働き方改革推進計

画の策定につきまして、原案のとおり決して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、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第３号  北広島市まちづくり基本構想（案）及び 

          北広島市まちづくり基本計画（案）について 

      

○𠮷田教育長 続きまして、議案第３号、北広島市まちづくり基本構想（案）及び北広島市まちづく

り基本計画（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３号についてでありますが、別冊３－１、３－２のとおり北広島市まちづ

くり基本構想（案）及び北広島市まちづくり基本計画（案）を策定したいので、北広島市教育委員

会事務委任等規則第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。 

詳細につきましては、千葉教育部長と担当の須貝学校給食センター長からご説明いたします。 

○千葉教育部長 防災食育施設整備についてでありますが、本年度から新たな小学校給食調理場の整

備について着手しているところであり、整備に係る基本計画の案を策定しましたので説明いたしま

す。 

本日配布しています資料ですが、「まちづくり基本構想案」・「まちづくり基本計画案」・「まちづく

り基本計画案概要版」、「別紙」でございます。 

はじめに経過でありますが、別紙Ａ４判の資料をご覧ください。 

本年２月に教育委員会において「学校給食のあり方に関する基本方針」を定め、この基本方針に

沿って事業を進めているところでありますが、この方針では４つの柱として「安全・安心な給食」、

「美味しい給食」、「食育の推進」、「施設の複合化・多機能化を図る」としています。 

方針策定後、５月に学校給食運営委員会において新たな給食調理場の整備を進めるにあたり、建

設予定地等について説明し、６月の第２回定例会において整備位置の決定及び用地費について予算

の議決をいただいたところであります。 

別紙の右側をご覧ください。 

まちづくり支援事業（策定委員会）となっていますが、配布しております構想案・計画案の表題

が「まちづくり」となっております。この名称についてでありますが、下段の囲みにありますとお

り、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第８条の規定に基づく補助事業であります「ま

ちづくり支援事業」の採択を受けるための呼称となっております。採択を受けるために必要な計画

の策定にあたり、検討及び調整を行い、計画案を策定するための委員会を設置し、副市長を委員長

とし、記載にあります部長職が委員、危機管理課が事務局となり、８月２０日から全５回の会議を

公開で行ったところであります。 
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この会議において、防災の観点から市にとって必要な施設整備の検討を行い、まちづくり基本構

想を策定することとし、この基本構想において、「災害時において、避難、支援活動の拠点となり、

平常時においても、市民・防災関係者が集まり、学べる『防災活動の拠点』が必要とされている」

とされたところであります。 

この基本構想の考え方は、現在進めている新たな給食調理場の基本方針の目的や方向性が重なり

ますことから、給食調理場の整備については、この「まちづくり支援事業」として、「災害時には炊

き出し機能」などを備えた防災施設、「平常時は給食提供や食育機能」を持った複合施設として、整

備する基本計画を策定して進めていくこととし、給食調理場整備の基本計画を兼ねるものでありま

す。 

平常時の大部分を小学校学校給食調理場として活用するとしましたことから、まちづくり計画策

定委員会には学校給食センターが事務局として加わり、さらに検討を重ね、１１月２９日の５回目

の委員会において基本計画案をまとめ、１２月１０日の庁議において決定したところであります。 

本来であれば、策定委員会における計画案を教育委員会会議にお諮りし、その後、庁議により決

定とする手順でありますが、時間的に調整を行うことができませんでした。この点についてお詫び

申し上げます。 

今後の予定でありますが、別紙をご覧ください。本日よりパブリックコメントを１月２１日まで

行います。また、パブリックコメント期間中の１月１２日に夢プラザ、１６日に市役所においてそ

れぞれ計画案の市民説明会を実施することとしています。 

その後、基本計画につきましては、１月下旬に教育委員会会議及び庁議を経て決定する予定とし

ております。 

さらに、本事業につきましては、防衛省の補助事業として採択を受ける必要がありますことから、

今後、北海道防衛局と協議を進めてまいります。採択後は、平成３１年度に実施計画、平成３２年

度実施設計、平成３５年度完成・供用開始を目指しております。 

計画の概要につきましては須貝学校給食センター長から説明いたします。 

○須貝学校給食センター長 それでは私から計画の概要についてご説明申し上げます。 

災害に強いまちづくりの実現を図るため、防災活動の拠点となる施設整備の推進を目指すとした

「まちづくり基本構想（案）」を受け作成した、新たな給食調理場施設整備に関わる「まちづくり基

本計画（案）」につきまして、資料の「概要版」に沿いご説明いたします。 

まず、災害時対応施設建設の目的ですが、災害時には支援物資の受入や一時退避、炊出しなどが

でき、平常時には学校給食を提供するなど防災と食育機能を備え持つ複合施設として、耐震性が高

く省エネで災害時・平常時とも効率的に活用できる施設として整備することを目的とします。 

災害規模は、最大震度６強の地震による被災を想定、炊出し対象者数を約８,０００人として、 

一人一日一回以上、おにぎり２個と汁物を提供することとし、３日分の米の備蓄を想定します。 

平常時は、「北広島市学校給食のあり方に関する基本方針」に基づき、５年後の児童数推計から、

約３,０００食分の給食提供が可能な調理場施設を計画します。 

  また、平成２６年に、陸上自衛隊第７師団（第７２戦車連隊）と災害時連携協定を締結しており、
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今後も連携の継続について検討いたします。 

次に、計画敷地概要ですが、住所が北広島市大曲２番地１ほか３筆、敷地面積が 

２万３，３００.２７平方メートルです。用途地域は市街化調整区域で、建ぺい率・容積率は指定が

ありません。上下水道は接続可能であり、電気・ガス設備等は今後敷設予定です。 

次に、防災機能の検討ですが、敷地出入り口は国道・市道それぞれ２ヶ所を想定し、関係車両等

の進入がスムーズに行えるよう計画します。また、災害時の一時退避・一時集積場所、あるいは防

災イベントなどの催し物を想定したオープンスペースを設けるなど、多目的な利用が可能な配置計

画とします。 

施設は、災害時も安全で継続的に利用できる、安全性の高い鉄筋コンクリート造と鉄骨造の合築

型で、耐震性能の高い構造を想定し、防災施設と食育施設の機能が融合しながら、災害時と平常時

とで利用形態が転用可能な計画とします。 

 災害発生後３日分程度の炊出し提供が可能な設備計画とし、食材備蓄庫や炊出しに必要な調理器

具の設置計画などについても検討します。 

また、容量に余裕を持つ給水設備や汚水排水設備、非常用電源確保のための自家発電装置の設置

を計画します。 

次に、食育機能の検討ですが、食に関する興味、食生活・食文化を大切にする気持ちを育む食育

の発信地となり、災害拠点機能と融合した施設を目指すこととします。 

  最新の学校給食衛生管理基準等に適合し、アレルギー食にも対応した食育施設として、衛生的で

ローコスト・省エネ仕様の厨房計画とするとともに、食器や食缶類はより安全性が高く、丈夫で使

い勝手のよいものを導入することとします。 

また、施設の場所が変わることから、配送計画を見直し、学校給食衛生管理基準にある「調理後

２時間以内喫食」を遵守します。 

最後に、環境への配慮ですが、建築計画では、自然エネルギーを有効活用し、ＬＥＤ照明器具を

採用や、複層ガラスの使用や外断熱の採用など、断熱性能の向上を図るとともに、適正な室区画に

より空調負荷を低減・抑制し省エネに徹した計画とします。 

  厨房設備機器では、節水仕様、インバーター搭載機器、低輻射仕様機器などの採用による省エネ

化や、全自動厨芥処理システム導入によるゴミの減量化を目指すこととします。 

 以上が、提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第３号、北広島市まちづくり基本構想（案）及び北広島市まちづくり

基本計画（案）につきまして、質疑等ございますか。 

○大山委員 先日、岩見沢の給食センターを視察しましたけれども、今度できる北広島市の給食セン

ターは、北海道内で最先端の給食センターと考えてよろしいでしょうか。 

○須貝学校給食センター長 厨房機器等においては、最新鋭のものの導入を検討したいと思います。 

○吉田教育長 そのほかに何かございませんか。 

○松本委員 計画の名前に防災・食育等の言葉が入っていませんが、こうした言葉を入れたほうが市

民にとって分かりやすい計画名になるのではないでしょうか。 
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○千葉教育部長 パブリックコメントの中では、市民の方に対しては防災食育施設という言葉を用い

ております。 

  来年度、実際に実施計画をつくるときには、「食育防災センター」など、分かりやすい名称にな

ろうかと思います。 

○𠮷田教育長 そのほかに何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それではお諮りいたします。議案第３号、北広島市まちづくり基本構想（案）及び北

広島市まちづくり基本計画（案）につきまして、原案のとおり決して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３号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第４号 平成３０年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

          「北海道版結果報告書」への結果掲載について      

 

○𠮷田教育長 続きまして、議案第４号、平成３０年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海

道版結果報告書」への結果掲載につきまして、説明をお願いいたします。 

○佐藤教育部次長 議案第４号、平成３０年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海道版結果

報告書」への結果掲載についてでありますが、北海道教育委員会が作成する「北海道版結果報告書」

に、本市の調査結果を掲載することに同意したいので、北広島市教育委員会事務委任等規則第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。 

北海道版結果報告書は、国の「平成３０年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査に関する実施

要領」において、「都道府県教育委員会は、域内の市町村教育委員会の同意を得た場合には、市町村

名を明らかにした公表を行うことができる」とされていることから、北海道教育委員会が道民に対

し、より一層きめ細かく分かりやすい調査結果の公表を行い、広域的な行政施策の成果を説明する

ために作成するものであり、平成２９年度の報告書には全道で１７４市町村（３５市・１３９町村）

の結果が掲載されております。 

この度、平成３０年度の本市の調査結果を公表することについて、別冊４の１ページのとおり、

北海道教育委員会から各市町村教育委員会に対し同意について照会があったところであり、 

１月１７日を回答期限としております。 

掲載の内容につきましては、現時点では、本市の調査結果が国から送付されていないことから、

別冊４の２及び３ページのとおり、レーダーチャートで各種目別の数値を示すことを基本とし、各

種目や児童生徒質問紙調査の結果の他、分析結果や体力向上策を市民に対しても分かりやすいもの

となるよう工夫し、２月に予定している北海道教育委員会の公表までに、石狩教育局と協議しなが

ら小中学校別にそれぞれ１枚にまとめていきたいと考えております。 

なお、本市の公表内容につきましては、今後、国から調査結果が届き次第、集計作業を行い、あ
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らためて教育委員会会議でお諮りしたいと考えており、あわせて「北海道版結果報告書」に掲載す

る内容についてもご報告したいと考えております。 

以上が提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第４号、平成３０年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海道

版結果報告書」への結果掲載につきまして、質疑等ございますか。 

○𠮷田教育長 平成３０年度の結果については、いつ頃届くのでしょうか。 

○佐藤次長 例年、各都道府県の結果が発表された後ですが、詳細は未定です。 

○𠮷田教育長 そのほかに何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それではお諮りいたします。議案第４号、平成３０年度全国体力・運動能力、運動習

慣等調査「北海道版結果報告書」への結果掲載につきまして、原案のとおり決してよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第４号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第５号 平成３１年度全国学力・学習状況調査への参加について      

 

○𠮷田教育長 続きまして、議案第５号、平成３１年度全国学力・学習状況調査への参加につきまし

て、説明をお願いいたします。 

○佐藤教育部次長 議案第５号、平成３１年度全国学力・学習状況調査への参加についてであります

が、平成３１年度全国学力・学習状況調査に参加したいので、北広島市教育委員会事務委任等規則

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。 

全国学力・学習状況調査につきましては、文部科学省が、東日本大震災があった平成２３年度を

除き、平成１９年度から小学校６年生、中学校３年生を対象に実施してきております。 

平成２２年度及び平成２４年度は、抽出による調査でありましたが、北海道では、抽出校以外の

学校においても、希望利用調査を実施するとしていたことから、本市では、これまですべての小中

学校が参加し、平成２５年度からは、悉皆により全国すべての小中学校を対象として調査が実施さ

れてきたところであります。 

各学校では、これまでの全国学力・学習状況調査等の結果を活用し、継続的な学習状況等の把握

を行うとともに、調査結果を踏まえた学校改善プランの作成や学力向上の取組を進めてきておりま

す。 

平成３１年度調査については、平成３１年４月１８日（木）に全国すべての小中学校において実

施することで予定されており、別冊５のとおり、平成３０年１２月１７日付けで北海道教育委員会

より、平成３１年度の調査に参加することについて照会があり、１２月２５日が回答期限となって

おります。 
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なお、平成３１年度調査から、中学校調査で新たに英語が追加されること、教科に関する調査に

ついては、知識・活用を一体的に問う調査問題に改められることとなっております。 

中学校調査で新たに追加される英語につきましては、「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと」、「書

くこと」の４技能に関する問題が出題され、「話すこと」に関する問題につきましては、各学校のコ

ンピュータ教室等のＰＣ端末等を活用し、音声録音方式で実施するものです。 

「話すこと」に関する問題につきましては、市町村により学校のＩＣＴ環境が様々であることから、

設置管理者において、各学校の状況を十分踏まえた上で検討し、実施の可否について判断すること

とされています。 

本市におきましては、市内全ての中学校が「話すこと」の調査に参加する予定でおりますが、来

年１月に、文部科学省がＷｅｂシステムを通じて配布する「事前検証ツール」により動作環境の確

認を行い、その結果を踏まえ判断したいと考えております。 

以上が提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第５号、平成３１年度全国学力・学習状況調査への参加につきまして、

質疑等ございますか。 

○松本委員 次回から英語が追加されることによって、全国でどのくらいの予算になるという情報は

ありますか。 

○下野教育総務課長 文部科学省の概算要求の中で公表されていると思いますが、詳細につきまして

は把握しておりません。お調べして、後日報告させていただきます。 

○𠮷田教育長 そのほか何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それではお諮りいたします。議案第５号、平成３１年度全国学力・学習状況調査への

参加につきまして、原案のとおり決して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５号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第６号 北広島市教育委員会の共催及び後援の取扱いに関する 

規程の一部を改正する訓令について 

      

○𠮷田教育長 続きまして、議案第６号、北広島市教育委員会の共催及び後援の取扱いに関する規程

の一部を改正する訓令につきまして、説明をお願いいたします。 

○佐藤教育部次長 議案第６号、北広島市教育委員会の共催及び後援の取扱いに関する規程の一部を

改正する訓令についてでありますが、別冊６のとおり規程の一部を改正するため、教育委員会の議

決を求めるものであります。 

これまで教育長賞の名義使用につきましては、申請があった場合、その都度使用の可否について

判断しておりましたが、後援承認の一環として取扱いについて規程上、明文化するとともに後援申
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請様式等を改正し、申請者及び教育委員会事務局の負担軽減を図るものであります。 

以上が提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第６号、北広島市教育委員会の共催及び後援の取扱いに関する規程の

一部を改正する訓令につきまして、質疑等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それではお諮りいたします。議案第６号、北広島市教育委員会の共催及び後援の取扱

いに関する規程の一部を改正する訓令につきまして、原案のとおり決して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６号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

◎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、事務局から説明をお願いいたします。 

○佐藤教育部次長 （１）次期教育振興基本計画（２０２１～２０３０）策定に向けた有識者等アン

ケートについて、（２）コミュニティ・スクールの拡大に向けた動きについて及び（３）次回、平成

３１年第１回会議の日程について、各担当からご説明させていただきたいと思います。 

○下野教育総務課長 それでは私の方から、次期教育振興基本計画（２０２１～２０３０）策定に向

けた有識者等アンケートについてご説明いたします。 

このアンケートにつきましては、すでに教育委員の皆さまにはご送付させていただいたところで

ありますが、あらためて、アンケートの趣旨等につきましてご説明させていただきます。 

それでは、参考資料１をご覧ください。 

実施要領の「１目的」ですが、次期教育振興基本計画（２０２１～２０３０）策定に向け、アン

ケートを通じて市民のニーズ等を的確に把握し計画に反映させることをもって、市の教育の振興を

図ることを目的としております。 

次に、「２位置づけ」ですが、次期教育振興基本計画につきましては、市の次期総合計画の一部を

構成することとしていますが、市の企画課において、次期総合計画策定に向けて市民を対象に無作

為抽出で３,０００人に、社会教育関係団体等６０１団体を対象にアンケートを実施したところであ

ります。この企画課が実施したアンケートを基礎調査と位置づけ、本アンケートは関係者を中心と

したより専門的なものと位置付けて実施したものであります。 

 次に、「３対象」についてでありますが、区分Ａは、教育委員の皆さまをはじめ教育委員会附属機

関等の委員として、専門的知見のある方を対象としております。次に、区分Ｂについてであります

が、学校長など市内の教育関係機関等の代表の方を対象としております。なお、区分Ｂに該当する

方で、区分Ａの委員等として選出されている方につきましては、区分Ｂでアンケートをお願いして

おります。次に、区分Ｃについてでありますが、社会教育関係団体及び市内のＮＰＯのうち教育関

係の事業を行っている団体を対象としております。 
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次に、区分Ｄについてでありますが、２０２１年度の計画初年度に、小学校１年生、中学校１年

生、高校１年生になるお子さまがいる方で、現在、市内の幼稚園等、市立小学校、中学校に通われ

ている方全員を対象としております。 

次に、区分Ｅについてでありますが、２０２１年度の計画初年度に、中学校１年生、高校１年生

になるお子さまで、現在、市立小学校４年生、中学校１年生全員を対象としております。 

アンケートとしては、区分ＡからＤの成人対象で１,８９８通、児童生徒で９８５通発送しており

ます。 

次に、「４実施期間」についてでありますが、１２月５日から１２月７日までに発送し、 

１２月１０日から１４日の一週間を回収期間としたところであります。 

現在集計作業を行っているところでありますが、速報値ですが、成人につきましては、 

１,８９８通発送し、１,３０１通の回答、回答率６８.５％、児童生徒につきましては、９８５通発

送し、７３２通の回答、回答率７４.３％となっております。 

次に、「５公表時期」についてでありますが、この後、集計作業を行い、来年４月中旬に開催予定

の教育委員会会議でご報告させていただいた後、市のホームページで公表してまいりたいと考えお

ります。 

最後に、アンケートの内容についてでありますが、はじめに、成人向けのアンケートについてで

あります。設問１についてでありますが、次期教育振興基本計画の終了期間である２０３０年度以

降の日本の社会について、到来すると考える社会及び実現すべき社会について質問しています。 

次に、設問２についてでありますが、北広島市で育つ子どもに身につけて欲しい力の重要度につ

いて質問しており、設問３において、設問２の選択肢以外の力につきまして自由記述としています。 

次に、設問４についてでありますが、北広島市教育目標に対するご意見として自由記述としてい

ます。 

次に、設問５についてでありますが、今後、北広島市が取り組むべき教育施策の重要度について

質問しており、設問６において、設問５の選択肢以外についてのご意見を自由記述としています。 

次に、児童生徒向けのアンケートについてでありますが、子どもが教育や教育環境等について、

①今、感じていることや②大人になったときのことを想像して、自分の考えにもっとも近いものを

答えてもらっています。こちらの設問につきましては、成人向けのアンケートの設問２と設問５の

選択肢を簡略化したものであり、成人の考えと子どもの考えを、間接的にですが、比較したいとの

考えで聞いております。 

以上であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの次期教育振興基本計画（２０２１～２０３０）策定に向けた有識者等アン

ケートにつきまして、質疑等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 次に、コミュニティ・スクールの拡大に向けた動きにつきまして、説明をお願いいた

します。 

○冨田小中一貫教育課長 それでは、私からコミュニティ・スクールの拡大に向けた動きについてご
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説明させていただきます。参考資料２をごらんください。 

  まず、これまでの経緯について説明いたします。以下の説明につきまして、地教行法に基づいて

設置された組織を学校運営協議会、学校運営協議会を設置した学校をコミュニティ・スクールとさ

せていただいております。 

 平成２４年度、文部科学省の指定により委託を受け、西部中学校・小学校に学校運営協議会を設

置するための準備のための委員会を立ち上げました。その年度末には、教育委員会規則を制定し、

平成２５年度から西部中学校区において学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとなっ

たところであります。 

  その後、地教行法などの改正などがあり、昨年１２月、小中一貫教育の導入に伴って、学校運営

協議会を原則として中学校区での設置とするため、この教育委員会規則を一部改正するとともに、

当会議においてコミュニティ・スクールの拡大方針について説明させていただいたところです。ま

た、今年の３月に校長会において、市のコミュニティ・スクール拡大方針を提示したところです。 

  今年度になって、文部科学省のＣＳマイスターの方をお招きし、教職員の研修と保護者、地域へ

の周知啓発を兼ねて、８月にコミュニティ・スクールに関する講演会を開催いたしました。１０月

になり、校長会でモデル中学校区への拡大に向けた内容とスケジュールの説明を行いました。また、

三笠市で開催されました全国コミュニティ・スクール研究大会に各中学校区から参加したところで

す。 

  その後、校長会の特設研修において、全市展開についての詳細な説明を行うとともに、各中学校

区において導入する際の課題について熟議を行っていただきました。そして、このときに２小１中

地区、１小１中地区、少なくとも各１校区のモデル中学校区を募集しましたところ、１１月に大曲

中学校区と緑陽中学校区から応募があり、モデル中学校区として決定をしたところです。 

  今後の動きですが、今年度中に各モデル中学校区で準備検討委員会構成員の人選をしていただく

こととなっております。また、市教委共々周知啓発活動をしていくこととしております。現在も教

育委員会だより「つなぐ」において、コミュニティ・スクールのコラムを掲載しておりますが、来

年２月の広報きたひろしまでコミュニティ・スクールの特集を掲載する予定としております。 

来年度には、準備検討委員会を開催し、また、研修など周知啓発活動を引き続き行っていく予定

としており、平成３２年度からモデル中学校区において学校運営協議会を設置することとしており

ます。 

  最終的な全市展開は、以前にも説明いたしましたとおり、平成３５年度を予定しているところで

あります。 

 以上、簡単ではありますが、コミュニティ・スクールの現状と今後について説明を申し上げました。 

○𠮷田教育長 ただいまのコミュニティ・スクールの拡大に向けた動きにつきまして、質疑等ござい

ますか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 次に、平成３１年第１回会議の日程につきまして、説明をお願いいたします。 

○佐藤教育部次長 次回、平成３１年第１回教育委員会会議についてでありますが、１月２２日（火）
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１５時００分から、場所は市役所において、開催させていただきたいと思います。 

以上であります。 

○𠮷田教育長 次回、平成３１年第１回教育委員会会議は、１月２２日（火）１５時００分から、場

所は、市役所内の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１４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。 

 

 

１７時３０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。 

   

   

教 育 長  

   

   

署 名 委 員  

 


