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平成 28 年度 第 1 回 稚内市総合教育会議 議事録 

 

 

� 日 時：平成 28 年 12 月 16 日（金） 午後 2 時 00 分 開会／午後 3 時 40 分 閉会 

 

� 場 所：稚内市役所 4 階 第一委員会室 

 

� 出席者：（構成員）市  長   工 藤   広 

        教 育 長   表   純 一 

        教育委員   井 上 幹 雄 

          教育委員   大 山     隆 

教育委員   森   容 子 

        教育委員   佐 賀 孝 博 

（職 員）まちづくり政策部長  川 野 忠 司 

総務部長         布 施   茂 

        生活福祉部長    岡 田 睦 良 

        教育部長        枡 田 紀 行 

        教育総務課長    大 谷 貴 美 

        教育総務課主査    橋 本 英 一 

（事務局） 秘書政策課長    渡 邊 祐 子 

秘書政策課主査    荒 山  朋 実 

 

◆ 報告事項： 「稚内市総合教育会議運営要綱」の一部改正について 

 

◆ 協議事項： （１）「稚内市教育大綱」の進捗状況について 

       （２）その他 

 

� 議事録 

 

１. 開会のことば 

○事務局（渡邊秘書政策課長） 

それでは、本日は、年末の大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございま

す。ただ今から、今年度第 1 回目となります、稚内市総合教育会議を開催させていただきます。 

私は、事務局を担当しております、秘書政策課長の渡邊でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 
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２. 市長あいさつ 

○事務局（渡邊秘書政策課長） 

まず始めに、会議の開催にあたりまして、工藤市長からご挨拶申し上げます。 

 

○工藤市長 

今年度、第 1 回目総合教育会議の開催にあたりまして、大変お忙しい中こうしてご出席を賜り

まして、まずもってお礼を申し上げます。 

既に皆さんご案内のとおり、「地方教育行政組織及び運営に関する法律」が大幅に改正された

ということで、昨年、新教育委員会制度に移行し、本市も昨年、この総合教育会議を設置して教

育大綱を策定いたしました。 

また、本年 11 月 1 日からは、今、同席しております表教育長が再任同時に新教育委員会制度

における新教育長としてスタートしたところでありまして、これまでの皆様のご協力に、改めて

この場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。 

昨年度、ご案内のとおり、この教育会議 2 回開催いたしました。その中で、平成 28 年度から

平成 30年度までの 3年間を期間とする教育学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、

根本となる本市の教育大綱を策定させていただきました。 

本年度は、その第 1 年次目でもございますので、本日はこの会議で大綱に掲げられている 3 つ

の基本方針に基づく個別の取組、これらの進捗状況を説明させていただきまして、皆様からの忌

憚のないご意見をいただき、また今後に向けてご協議いただければと、このように考えていると

ころであります。 

昨今の子どもを取り巻く状況、依然としていじめ問題、あるいは、貧困問題等々、根が深く一

朝一夕に解決できないような問題が取り上げられ続けている一方で、わがまちの嬉しいニュース

としては、スポーツにおきまして、本市の小中学生が水泳、野球、スキーなどのそれぞれのスポ

ーツ分野で、国際的に脚光を浴びるような目覚ましい活躍を果たしているということは、本当に

心強い限りであります。 

そんなことで、市が一丸となって、子ども達を取り巻く教育環境を改善していきたい、また、

本日ご出席の皆様とより一層連携を深めながら、本市の教育のさらなる充実に向けて、共に一層

努力をしたいとそのように考えておりますので、重ねてお忙しい中ご出席をいただきましたこと

に感謝を申し上げまして、租辞でありますが開会の挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（渡邊秘書政策課長） 

工藤市長ありがとうございました。 
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３. 報告事項 

「稚内市総合教育会議運営要綱」の一部改正について 

○事務局（渡邊秘書政策課長） 

それでは、早速、会議に入って参りたいと思います。これからの会議の進行につきましては、

運営要綱第 4 の規定により、市長が議長となり進めさせていただきます。 

また、本日の議事録の署名については、同じく運営要綱第 7 の 3 の規定により、森教育委員を

指名させていただきます。よろしくお願いいたします。 

なお、議事録につきましては、事務局が作成いたします。 

それでは、工藤市長、このあとの進行についてよろしくお願いいたします。 

 

○工藤市長 

それでは、早速、会議を進めていきたいと思います。 

3 番目の報告事項であります。稚内市総合教育会議運営要綱の一部改正ということでこれを事

務局から説明お願いいたします。 

 

○事務局（渡邊秘書政策課長） 

それでは、報告事項の稚内市総合教育会議運営要綱の一部改正について、説明させていただき

ます。資料の 1 をご覧ください。 

これにつきましては、本市の機構改革の見直しにより会議の庶務が、本年 4 月 1 日付で教育総

務課から秘書政策課へ移行したことに伴い、運営要綱第 8 会議の庶務を秘書政策課に改正するも

のです。 

また、附則につきましては、本日付で施行することとしております。説明は以上でございます。 

 

○工藤市長 

ただ今、報告事項の 1 番について説明させていただきましたけども、この件について何かご質

問等ございますか？よろしいですか？ありがとうございます。 

 

 

４.協議事項 

（１）「稚内市教育大綱」の進捗状況について 

○工藤市長 

それでは、報告事項については、このように承認されたということで次、協議事項に移って参

ります。1 番目の稚内市教育大綱の進捗状況について、これから協議を進めていきたいと思いま

すので事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局（渡邊秘書政策課長） 

教育大綱の進捗状況につきましては、表教育長からご説明申し上げます。 

教育長、よろしくお願いいたします。 
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○表教育長 

それでは、私から稚内市教育大綱に関わる進捗状況について説明をさせていただきます。地域

家庭教育の関係、それから、学校教育の関係、そして、社会教育の関係、この大きな 3 点を 1 点

ずつご報告させていただきます。 

最初に、子育てファイル「あゆみ」の導入についてであります。 

これについては、子ども達の教育を社会全体で応援していこうという子育て施策を作っていき

たいということで、本年度から実施することが可能となりました。今年度 5 月から産まれた赤ち

ゃん、幼稚園、保育所の 4 歳児、小学校の 1 年生に配付をしております。ただ実際のところ、今

年から始まったばかりなので、詳しい活用状況について把握しているわけではありません。ただ、

配布している状況を各学校から聞くと、各家庭においてはこういうのがあることは大変素晴らし

いことだと、そういう肯定的な意見が多かったと聞いています。 

今後、各学校にアンケートを配布して状況を把握し、次年度以降のさらなる活用方法を考えて

いるところであります。 

2 点目は、子どもの貧困対策であります。 

本市においては、全道、全国に先駆けて子どもの貧困問題、悩みについて取り組んできており

ます。本年度、幼・保・小・中・高・大が一体となり、そして福祉関係も入った教育連携会議を

新たに設置して、その中で 3 回の会議を行い、それから、プロジェクト会議を 3 回開催して、稚

内における子どもの貧困の対応について協議をさせていただいております。 

その提言書をまとめており、12 月 28 日に市長に報告をしたいと考えているところであります。 

子どもの貧困に関しては、先般もシンポジウムも兼ねた研修会に、非常に多くの市民の皆さん

が参加してくれているということ、関心の高さを感じています。 

私は是非、今のこの機運もしっかりと捉えながら、来年度以降も教育連携会議を行い、稚内北

星学園大学と連携しながら、今、課題となっている「各中学校地区単位におけるネットワークの

強化」について、そのネットワークの軸になるような人をなんとか養成するために、北星学園大

学と一緒になって養成プランを作りながら進めていきたいと考えています。 

3 点目は、いじめや不登校対策であります。 

いじめに対しては、ここにあるとおり、6 月末時点で小学校 10 件、中学校 6 件と、いずれも

解決済みですが、認知数としては、また最近増えている状況にあります。これは、いじめの認知

をためらわなくなったというか、各学校においては、子ども達へこれはいじめに該当するという

ことを、しっかりと授業の中で報告しているという状況もあり、各学校でしっかりと対応して多

くは解決に至っていると考えています。 

不登校児童は、各学校とも最近は増加傾向にあります。家庭内で深い問題を抱えたり、通級に

来ている子ども達もなかなか通級に来れないということがあり、市や学校、教育相談所をあげて

取り組んでいるんですけども、全員が解決方向に向かっているとは言えない状況であり、これら

を注意深く進めていかなければならないと思います。 

ただ、1 点、先程の貧困のところでもお話しさせてもらったとおり、教育連携が非常に進んで

います。中高の連携も非常に進んでおります。そういう意味では、今、小中学校ずっと不登校だ

ったが、高校で復帰できるということが増えてきております。定時制への復帰でもって、学校復
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帰を果たせるというようなそんな状況も、定時制との連携の中で生まれているところなど、今後

もうまく進展させながら、子どもたちが 1 日でも早く学校復帰できるように継続して取り組んで

いきたいなと思っています。 

病児保育所の設置、これも大きな要望の事案でしたので今年度、国の補助制度を活用しながら

稚内市の事業として実施を進めているところであります。今、ほぼ建物は完成し、備品等を入れ

ていますので、何とか 1 月くらいからできる状況になると思っているところですが、人員の配置

が済んでいないということで保育士を確保すべく、進めている状況であります。 

第 1 点目の地域、家庭における教育力の向上について説明をさせていただきました。 

 

○工藤市長 

1 つ目の家庭教育をテーマにしての取り組み状況を教育長から説明してもらいましたけれども、

この件についてご意見、ご質問等がございましたら、ご発言をいただければと思いますが如何で

しょうか？ 

 

○大山委員 

子育てファイルについては、初年度でもって活用されている状況では無いというのは、やむを

得ないのかなと思います。ただ、子育てファイルあゆみを導入した意義というのは、1 人の子ど

もが成長していくたびに、例えば、学校ですとか家庭のお互いを申し送っていくという共通理解

を深めるんだっていう意味での大変意味のあるファイルでありますので、今は理解度が低いのか

なと思いますので、是非、この「あゆみ」がどのような活用目的でされているのかというものを

今後、いろんな学校での集まりや、保護者等が集まる場でお知らせしていくということが頻繁に

成されることを望みます。 

 

○佐賀委員 

この「あゆみ」についてですが、私、途中からだったので、つい先程、拝見させていただきま

したが、個人情報書く欄、心配事書く欄もたくさんあったんですが、逆に取り外せるようになっ

ていましたので、そういうみんなにシェアして良いものは、持ち寄ってみんなで自分達の子ども、

あるいは、周りの子ども達の成長を共に分かり合えるような仕組みを作れるとみんな喜んで書く

というか。保護者に任せっきりで好きなように書いてねっていうアルバム的な感じにしちゃうと

やる保護者とやらない保護者とが出てくるような気がするので、是非、そういうふうにみんなで

盛り上げて、みんな大きくなったよねっていうような形になっていけば良いのかなと思って、拝

見させていただきました。 

 

○表教育長 

配布したばかりなので学校においても、佐賀委員おっしゃったような活用状況を含めて検討し

ていきたいと思います。小学校 1 年生に配付したものについては、来年以降、家庭訪問時におい

て、「そのファイルを中心に今後やっていこうね」とするだとか言ったように、クラスで集まっ

て会議、交流をするとかそういうのも含めて、今後、少し知恵を出し合って進めて行く課題なの
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だろうと思っております。 

 

○森委員 

今、聞いていて思ったのですが、5 月前に生まれた子どもに対しては、いつからの配布になり 

ますか。 

 

○表教育長 

4 歳児です。 

 

○森委員 

4 歳になるまでは手にはいらないのですか。 

 

○表教育長 

ただ、手を挙げて欲しいという方がいれば、配布するということにはなっております。 

 

 ○森委員 

  そのような働きかけや呼びかけの場はありますか。 

 

 ○枡田教育部長 

  保健福祉センターの方で啓発をしております。 

 

 ○森委員 

  そうですか、わかりました。  

 

 ○井上委員 

  期間的なものではないと思いますが、8 月に上げるとするとさっぱり使われてないような雰囲気が 

あるから少し心配だなという気もしています。働きかけるっていうのは大事なことだと思います。 

 

○工藤市長 

そうですよね。そういう懸念は議会でも意見が出ています。 

  

○森委員 

配布されるのを待っていたという、お母さんたちの声も聞いたことがあるので、そういうのもある 

ということはわかってもらいたい。 

 

○佐賀委員 

  結構、厚みがあったので難しいのかもしれない。ホームページでは、PDF で何となくこのよ 

うなイメージですというのがあると、イメージがこういうふうに使っていくんだというふうなの 
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がわかるのかなと。全部じゃなくてもいいかもしれませんけど。 

例えば、ここに写真貼るとか、心配事はこのページに書くとかなど、いろんな制限があるかもしれ 

ないですが、そのへんができれば良いのかなと思います。 

 

 ○表教育長 

  今回は、市教委の方で直接配ってお母さん方にアンケートをしたわけではなくて、学校にアン 

ケートを出しており、学校では把握してないということです。 

そういう意味では、まだ時間が経ってないものですから、直に来られた人がたへの意見聴取が 

終わってないということで、決して、活用されてないということではないというふうに私達は理 

解をしています。 

 

○工藤市長 

ありがとうございます。他よろしいでしょうか？ 

１点お願いがあるのは、子どもの貧困対策でせっかく今月の末に提言書が上がって来るのであ

れば、もう少し早めてくれれば、ここでもってそれに対する議論が深まるなという具合に思って

います。 

この会議も今年度中にまだあると思うんだけど、出来ればせっかくこうやって顔を合わせてい

るので。こういう提言がという示し方ができる。それを是非、お願いしたいと思います。 

 

 ○井上委員 

子どもの貧困対策についてです。昨年、講演会、シンポジウムが開催され、どちらも 200 名以

上の参加者があって、非常に多くの市民が、関心があるということで頼もしく思っていますけれ

ども、貧困対策の予算というのは全然無いですよね？講演会とか． 

 

○工藤市長 

講演会に対して予算がない？ 

 

 ○枡田教育部長 

「貧困対策」という事業がなく、これにかかる予算を特別に持っていないので、今、既存の予

算の中で何とかやり繰りをしています。 

 

○工藤市長 

「貧困対策に取り組みましょう。」ということでやっているのに。 

 

○井上委員 

それで、新しく、そういうような予算を付けていただきたいということです。 
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○工藤市長 

ここで査定をやっているわけではないので。当然、貧困対策の事務を進めていて、そういう事

業を起こしているので、そこは、しっかりと整理してほしい。 

 

○井上委員 

多くの市民が貧困対策に対して関心を持っていただいている時であって、冷めないうちに議論

を進めていきたい。 

 

○工藤市長 

私の理解は、去年も提言いただいていますが、各課、関係する会議、それぞれフィードバック

をして、それに対してどんな事業で対応していくのか。それは当然事業ですから、それぞれの予

算については、どこかでもって要求が出てくるだろうという認識をしているけど。そのものの経

費がどこにもないというのは、それはちゃんとどこかでもって整理をしてくれないと。 

 

 ○枡田教育部長 

はい。 

 

○工藤市長 

ありがとうございます。 

この件について、他よろしいでしょうか？ 

  

○大山委員 

子どもの貧困という言葉が、教育関係や関心のある方は、それぞれその定義を理解されている

と思いますが、社会一般的に貧困という言葉が、我々が理解している貧困とは違う意味での貧困

で、「そんなに今の日本に貧困で困っている子ども達がいるの？」って、いうような理解しかし

ていただけない面もあるのかなと思います。子どもの貧困に関する講演会等に行って、聞いても

らって、ようやくそういう意味なのかというようなことはあると思うのですが。理解していただ

くための努力をしていかなければならないのかなと思います。 

 

○工藤市長 

多分、去年のシンポジウムでたくさん来たという反響もあれに出て、言われたとおりですけれ

ども、その後、逆に意識してその言葉でもってテレビだとか新聞に接していると、やたら子ども

の貧困っていう言葉が出てくるのだなと思って、つくづくそれに関心をしています。 

だから、子どもの貧困というその言葉自体は、随分、社会的に認知されているというか、そん

な感じだというのは、逆に気付かされています。そのへん、何か教育長の方でありますか。 

 

○表教育長 

この子どもの貧困は、総体的貧困という定義があって、家族構成によって違いますが、大体、



- 9 - 

 

平均の金額の半分以下の人を貧困層と言っています。最近の調査では、これが少しでも減ってい

るということです。 

特に一人親家庭は、その層に入ると何らかの連鎖をしており、そこから中々抜け出せないとい

うのは、大きな課題だと思っている。そこは、この街だからこそ、子育て運動を精一杯やって、

何とかこういう人達が自立していく道筋を作れるように、教育だとか福祉だとか、そういうとこ

ろが頑張れば、少しは好転するのかなという想いで、子どもの貧困対策というのをやっている。

そこは意外と多くの人たちに理解してもらえるのではないかと思っています。貧困と一括りにし

てしまうと難しいところもあるが、子どもの貧困が連鎖しないように、自立させるという道筋を

みんなで考えようという方法で、教育連携会議で行っているというのが現状です。今ある自治体

も十分に解決してきているところもあるのではないかと思います。 

 

○大山委員 

印象的には、いわゆる、経済的な貧困という。「経済的には、それほど裕福ではないが、子ど

もとしては、食べられない状況ではないけれども、他の子どもが一般的に所有している物だとか

楽しめているものに「いけない」っていうことが、1 つの子どもの貧困なんだよ」というような

事を言われている専門家もいらっしゃるので、そのへんが私も最初はよく理解をできなかったの

ですが、それらも貧困のうちに入るではないかと思っています。 

 

 ○工藤市長 

  何と言いますか、育った環境だと思います。私たちの年代というのは、今で言う「貧困」は当 

たり前の話で、むしろ贅沢と言うか、今で言う普通の所得水準の人達は珍しい時代に育っている 

ので、余計にそのような感じは受け、私個人としては、そのような話はよくわかります。そうい 

う話というのは、時代が違うのだろうと思います。 

 

 ○井上委員 

例えば、経済的に貧しい家からは、必ず立派な子どもが出るということは、それはいみじくも教育

だと思います。ですから、それからいくと貧困対策に対する教育と言うのは、一番大事だということ

は、昔のことわざにもありますけれども、そのへんかなと思います。 

だから、その当時、貧困はなかったと思います。例えば、経済的な貧困もあるだろうし、親の子育

てに対する貧しさもあると思うし、だから、諸々含めた貧困の中から子どもがそういう影響を受けて

いるということを含めた方針になっていると思います。ですからやはり、貧困対策に対しては、教育

からが 1 番だという大々的な部分であれば、先程言いましたように、貧困対策に対してのある程度の

予算付けしていただければというふうに思ったりするような気がします。 

 

○佐賀委員 

逆に子ども達には、「勉強して何になるの」みたいなふうだと結局、「教育したって」という意

味合いになってしまうので、それは、大人の責任としてきとんと「勉強すればこうなる」とか、

夢がしっかりと見られるような社会というか、そういうことを語れるような大人がたくさんいな
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いと、なかなか難しいのではないかとは思います。「結局、やったってやらなくても一緒でしょ」

となると、わざわざ「辛いことはやらない」とかいうことにもなるのではないかなと思います。 

 

○森委員 

シンポジウムに参加して先生のお話を聞いた時に、貧困問題が「まちづくりなんだ」というこ

とにそういう私見を与えられたことをすごく大きかったなというふうに思います。 

稚内のまちで貧困に困っている子どもがいるというのは、聞きたくないですし、そういう言葉

は聞きたくないなというふうに思っています。 

子育て都市宣言をしている稚内だからこそ、まちをあげてそういうところにも関わっていける、

そういうふうになっていきたいなと思います。 

 

○工藤市長 

他、何かございますか？ 

この件については、ここで締めてよろしいですか。 

それでは、次の時代に即した学校教育、お願いします。 

 

○表教育長 

柱の 2 で時代に即した学校教育の推進について進捗状況を説明させてもらいます。 

1 点目が、学力向上の課題ということです。 

先般、市長のところにも学力向上プロジェクト会議の方から提言がありましたが、我々の大き

な課題は子ども達の学力問題であります。ずっとこれは、最重点というふうに進めてきておりま

すけれども、全国学力学習状況調査の結果を見る限りにおいては、なかなか改善できないでいる

というのが今の状況であります。その中で大きな課題は、家庭での学習時間が少ないということ

と、教師の授業力が改善の余地があるという、この 2 点だろうと思っています。 

この課題に焦点を当てて進めてきてはいます。永遠の課題なのかもしれませんが、全国学力学

習状況調査においては、一定程度全道や全国との差を縮め、その位置にまではいきたいというこ

とで進めて来て、我々としては、4 月 1 日に調査を行っていますが、これに関して言うと、今の

5 年生は大体ずっと数字が上がって来ているので、そういう意味で改善効果は、少しずつはある

のだろうと思っています。 

ただ、今までの全国学力学習状況調査の結果については、非常に厳しい。これは、全ての各学

校にもその状況というのは、直ぐに開示をして、今、先生方に置かれている状況をしっかりと把

握するようにという話はしておりますし、学校にも投げかけてそのような対応をしております。

少しずつ改善の兆しもあるということを報告させていただきます。 

2 点目の放課後グングン塾と土曜授業についてであります。 

グングン塾は 3 年間やらさせていただいております。これは、概ね 6 割の子どもが参加してお

り、そのうち 9 割効果があると言っていただいております。 

この事業については、非常に効果があると思っています。ただ、上との関係から言うと、参加

しない 4 割の子ども達への対応は、学力という問題だけを考えるとそういうことはあるのかなと
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いうふうに思っていますし、参加しない 4 割の子ども達の学力への取り組みをどうするのかとい

うことは、また、1 つ課題であります。 

土曜授業においては、今年度から市内 5 つの中学校において授業を行っていて、これは大きな

混乱もなく、各学校でなかなか平日では出来ないような、特にキャリア教育を中心に地域の人が

たの意見を聞く機会などを増やして取り組みを進めてきています。 

実際、子ども達の状況というのは、大きく変わってはいませんが、先生方の対応としては、学

校管理上、先生方は代休を長期休業中に取ることになっているのですが、そこに関しては、長期

休業中に取る休暇がスムーズに取れるようなしっかりとした対応が必要だろうと改めて思って

おりますし、また、学校なりにしっかりと調整するように指導しているところであります。 

学校施設の整備に対しましては、耐震化、南小学校の改築を含めて順調に推移をさせてもらっ

ていて、耐震化 1 校、南小学校ができれば 93％で、概ね今の整備計画としては、ほぼ計画通り

に進んできているというふうに考えております。 

学校給食の安心、安全な提供、そして、給食費助成事業に対してでありますけれども、これに

関しては、地場産品を提供しようということで稚内ブランド等を中心に提供しており、好評であ

ると報告を受けています。 

また、給食費助成事業につきましては、低所得層を中心に半額助成をするということで国の子

育て支援事業の中で、一定程度の低所得層という層をある程度国が基準を設けていますので、そ

の層を支援するということで、これは相乗効果があって非常に評価が高まっているのではないか

と思っています。この事業に関しては、今後も継続をしてほしいと思っております。 

大学に関しては、公設民営化ということもあり、稚内市としていろんな手立てをしてきており

ますけれども、今年度に関しましては、運営費補助の拡大をし、大学的にも常勤理事の配置を含

めて、その中で大学も新たな事業展開を行ってきている。その中で本市の貸付金や運営費補助を

合わせて学生の確保、それから、安定的な学校経営に向けて進めてきており、その効果が見えて

きている。後は、学生をある程度確保すると継続的に安定的な学校経営が見えるような、そんな

状況を作るべく頑張っているということで、当分の間は今のような支援を続けながら大学の改革

を見守っていきたいと考えています。以上です。 

 

○工藤市長 

はい、ありがとうございます。 

では、今の学校教育分野の進捗状況についてご意見等ございましたらご発言いただければと思

います。 

 

 ○大山委員 

学力に関しては、口が重たくなってしまうのですが、グングン塾も含めての話になりますが、

やはり学力調査の結果を見ましても、我々が期待するような数値になってきてないということが、

少し心配というよりもどうしてなのかな、「こういう事やっているんだよな」、「結構やっている

んだけどな」という思いもあります。 

ただ、グングン塾を始めた目的を考えると、3 年生、4 年生あたりで勉強を理解するというこ
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とによってそれ以降、5 年、6 年、中学に行っての勉強がもう少し理解が進んで自分で意欲的に

なれるのかなと思ってやっていると。その中で参加率が、若干少し下がってきているなというの

も心配です。それから、どうしても学校の授業やグングン塾にも参観させていただきますけれど

も、本当に手厚く、なかなか学力が必要な子ども達に一生懸命両方ともやっていますが、やはり、

そこにばかり力をいくというのは、どうなのかなと私も思っていました。上で頑張って意欲のあ

る子を、如何に伸ばしていくっていうことも大切な役目ではないかと思ってはいます。あまり、

過去になかなか意欲的に取り組めない子ども達を一生懸命上げようとするのも私は大切だと思

いますけれども、意欲のある将来をしっかりと「何かをしたいな」と思う子ども達も伸ばしてや

るということを学校にも求めていきたいなと思っています。それをやはり忘れないような現場で

の指導なり、お願いなりをしていくべきではないかなと思ってはいますけれども。どうなんでし

ょう。 

 

○工藤市長 

何かありますか？ 

 

○表教育長 

私の方で市長にお願いしてグングン塾やって、正直こんなに時間がかかるとは思わなかったで

す。校長会にもこの問題は深刻だということで我々のおかれている意識が相当低いところにある

ということを明確に示しながらやってきたつもりでありますが、なかなか実際的には平均点が上

がらない。ただ、そこには一つ地域差があるのも事実であります。課題があった学校、小学校、

中学校通じた地域が最近、ここ 2、3 年くらいは、ずっと全体的に見ても状況が下がっていると

いうことがある。そこは、次からはやっと改善が見えてきたというのは、それは、まだ抜群とは

言っていいのか、来年、来年と言うと笑われる話ですけれども、そういう改善点の兆しも見える

ということで、もう少し長い目で見守っていただければ必ず数値も少しずつ改善していくという

ふうには思っています。 

 

○工藤市長 

大変なのはよくわかりますが、ただ、この重点施策で使う言葉のように本当に子ども達が夢を

広げたり、希望を持つためには、一定の学力が無いと何も出来ない。自分の将来がどんどん狭ま

っていくということは、わかってもらわなければならない。 

全員の平均点が低いから上げるとか、それは、ある程度の努力はそのとおりであるけれども、

でもやはりうちの組織だってどこだってそうだけれども、皆が優秀なことはありえないわけで、

積曲線を書いて優秀な人と優秀でない人というのは、一定の比率でいるということは、そのとお

りなのですが、今、問題なのは全体的に非常に低いという話。 

それから、子ども達に夢も希望も与えられないとしたら、私は、大変申し訳ないと。親に申し

訳ないかは別にしても、子ども達に申し訳ないなという気持ちがある。 

だから、例の医療に関する市民会議の中で、この間も提案していますが、そういう一部の人で

良いのですが、優秀な子ども達が育ってその人達がふるさとに愛着を、先ほど森さんが言ってい
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たようなまちづくりみたいな話でもって愛着を持ってくれることによって、一定の道を開いて医

者になって地域に戻ってくるみたいな話が初めて出来上がる。どこもそんな何もないからどうす

ればいいのかなというのは非常に悩みどころで、それは、宛ての無いままに初期研修医を捜し歩

いていますが、何かそういうような事もひっくるめて、子ども達にいわゆるここに書いているよ

うな希望を与えるというか、夢を持ったって、希望を持ったって現実ではないよというのを示さ

ざるを得なくなってしまっているというのが、今の現状だから。本当に何とかしたいと思ってい

ます。 

 

○井上委員 

学校の先生方を責めるわけではないですけれども、本当にある意味では成績で認識しているの

かどうかというのも気になるときもあるので、我々、こういうところでこうやる。それが、子ど

も達がいるところは現場の学校というところをもう少し意識してくれているのかということが

気になるところです。 

 

○森委員 

この間、とある学校の土曜授業に参加させてもらいました。そのときに稚内北星学園大学が中

学生に対するオープンキャンパスという内容のものであったのですが、それを見てすごいマッチ

ングだなと思いました。変な言い方かもしれないけど、学生がほしい北星大学さん、先を高校よ

り上を見て例えば、大学に行きたいなと思った時に、それではその手前にある高校に入るために

は、今の自分をどうしなければならないかということが考えられるようなマッチングだなと思い

ました。私も参加させてもらった時に北星学園の学長の先生が最初にお話して下さったのですけ

れども、北星学園大学に中学生が行くかどうかはわかりませんが、北星学園大学が、なぜ、今、

稚内にあるのかというところもきちんと話して下さって、稚内として必要なのだから、ここで学

んだことは、稚内に還元するんだよというような、そういう循環の話して下さった時に、とても

いい授業だなと私は思いました。そのようなことが、もっともっと広がっていけばいいなと思い

ました。 

 

○表教育長 

学力の問題について話をしていく上で、やはり中学校の課題の中で、高校の問題もあります。

かつてのような、高校の競争という、良いか悪いかという問題は違うと思いますが、かつての競

争があって、そこを踏み抜けるために受験勉強が必要だったというような、それがほとんどの人

がたがそのことが必要だったというところから、今逆に言うと、稚内大谷高校には 90 人以上入

る、これ全部専願という形で試験をしないで入ります。これが良いか悪いかはちょっとわかりま

せんが、そういう課題を今の子どもの進路にとっては、それはそれでいい事だとは思いますが、

学力という問題からすると、これは推論になりますが、押しされる方の段階だっていうことで全

道から比べると中学校はものすごく低いですから、そういうふうな事もあるのではないかと思っ

ています。 
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○工藤市長 

そこに普通高校は 1 を切っていて、こっち側の方は定員を超えるみたいな話が普通であるとい

うのは、どこかでみんな子ども達や家庭の責任だけでなくて、先生だとか指導する人は、そこは

一体どう考えているのか。非常に私から見れば歪であり、言うとおりに、まさに単純に勉強しな

くてもいいという話がまかり通ってしまう社会になってしまっているのかなという心配はある。 

 

○表教育長 

これは、ここからは外れるのですが、昨日、「稚内の高等学校のあり方懇談会」というのを最

終になりますが開催し、後で市長に提出する文書をまとめているところです。 

そこで稚内高校のあり方を含めて、もう少し先程、市長がおっしゃったような大学、いわゆる

選択制の高い大学と言うか、良い大学を目指してほしいし、ある程度、稚内市の学力を底上げす

るといことも。かといって、低い子ども達にももう少し手を指し伸べることを含めた提言を今後

の新しいタイプを含めたその提言を今回提出させてもらおうというふうに進めています。稚内高

校のあり方にも関わることができたと思っている。 

 

○佐賀委員 

ちょっと話が戻って申し訳ありませんが、放課後学力グングン塾、私的なことで申し訳ないの

ですが、うちの子どももお世話になりまして、そういった意味では、非常に学習するリズムがき

ちんとできるというところは評価するというか、ありがたかったかなというふうに思っています

ので是非、いろいろとある部分を継続して続けていただければありがたいなと個人的に親として

は、思っております。 

あと、学習調査になりますけれども、これは親も一緒にやってみたらおもしろく、結構歯ごた

えがあると思うのですが。子ども達、「できない、できない」ではなくて親も一緒にやって子ど

もと一緒に、「だからこうなるんだ。」とかいうような仕組みが出来ると結構おもしろいかなと思

いながら私は問題を見ながら思っていたのですけれども。 

 

○大山委員 

私もグングン塾は継続すべきだと思います。やはり毎回経過を聞きますが、参加している保護

者に大変感謝されていて、それなりに子ども達が机に向かう意欲が出てきているというのもあり

ますので全体を上げるという意味では、今の稚内で継続して授業を進めてもらいたいと思ってお

ります。 

もう 1 つ、土曜授業ですが、先日、東中学校の方で勤医協の先生が全校生徒を相手に講演され

たのを見てきたのですが、ある意味子ども達には刺激的なのかなと思いました。キャリア教育と

いうか、医者になれるかどうかは別としましても、実際にどのような経緯をもって「お医者さん

がこうあるんだよ」というような事を間近で聞くことによって、何かになるためには、資格を取

る。資格を取るためには、やはり勉強をそれなりに学力を伸ばさなければ駄目だということで、

少しでも意識するという意味では、土曜授業の意義があるのかというふうに評価はしています。 

是非、いろんな学校でも子ども達にちょっとした将来に対する光が見えるようなとりよし物で



- 15 - 

 

続けてくれればなというのは希望します。 

 

○工藤市長 

学力グングン塾やなにかも決して、今止めるとか考えているわけではないけれども、ただ、私

個人的に見ていると、グングン塾もそうなのだけど、じゃあそれだけ時間をかけて子ども達に勉

強する機会を与えるのは、じゃあ今までの学校教育というのは、勉強時間が短いのか、先生の指

導力が悪いのか、さっき言ったようにそういう問題もいっぱいある。そこに問題を投げかけてい

かないと、ただ、我々だけで抱えて、我々だけ何かを解決しなければならないという話だけで物

事を排除しないと。どっかにひとつひとつの問題がそれぞれ存在するわけだから、それもどこか

で教育委員会が中心なのだろうけれども、投げていかないと何の解決にも繋がらない。やること

は大変良いことだし、評判が高いということもわかっているからそれは良いのだけれど、そのま

まで 1 年経ったら卒業、1 年経ったら卒業という話ではないよなと常々思っています。 

 

○表教育長 

そのとおりです。我々はだから、学校教育は習得ですよね。先生が教えてそのことがわかると

習得する。次は、覚えたものをしっかり自分のものにしていく。まず、学校で習得させてもらう

のだったら先生は、授業時間、習得させることが前提でそこが弱いと。習得ということでは、家

庭学習を行い、自分のものにするというところも弱いということはずっと言っている。習得も弱

いというのは事実なので。ここは、我々もそこは、学校にもしっかりと、はっきり言って「俺た

ちは、初めてグングン塾行ってわかった。」という人がいっぱいいるので、まさに、習得という

ところに課題があるのは事実なので。そこは、やはりグングン塾は全部だよということではなく

て、本来は、習熟をやるところだというふうに思っていますが、今、習得するというところに先

生の力が足りないというのは、それも事実だと思っております。そこは、学校の先生方の授業力

をアップしていくことが大事であると校長先生にはしっかりと伝えていきたい。それは、本当に

全部が教育委員会で抱えられる問題ではないなと思っています。 

 

○工藤市長 

他、何かございませんか？ 

進捗状況、この分野では確認できたということでよろしいですか。3 番目の社会教育の分野の

説明をお願いします。 

 

○表教育長 

3 点目の事業計画について説明させていただきます。 

最初にスポーツの振興と総合型地域スポーツクラブの設立ということで、これは会場の新設と 

また、旧大谷高校の施設を活用して冬期間も含めたいろんな今まで稚内で要望の多かったもの、 

武道場等も含めて総合的な施設となっています。 

それに併せて、地域スポーツクラブ、これもなかなか今まで実現しなかったのですが、そうい

う施設を活用しながら、こういうものを作っていくということが、これからの稚内市のスポーツ



- 16 - 

 

振興に重要なのだろうということで、今、カーリング場含めてこの基本設計を今やっているとこ

ろであります。もし、実施設計へ移り、継続費や経常費について、しっかりこれが通れば、我々

としても教育委員会としてもスポーツクラブのスキルの提案をしていくようなそんな方向をス

ポーツでやっていきたいと思っています。 

2 点目は、フルマラソン大会になりますが、これに関しては、平成 30 年度の実施を目途に委 

託料も経常させてもらっています。概ねコースを今検討していて基本的には、北防波堤ドームか 

ら最北端の碑のまでで 42.195 のフルマラソンを実施したいということで今、検討を重ねていま 

す。いろんな大きな課題はあるのですけれども、なんとかそこは実施していきたいと思いますし、 

かつての平和マラソンについても小学生対象の 2 キロ、5 キロぐらいに関しては、引き続きやっ 

ていきたいとうことでこれも考えています。 

次は、樺太連盟との連携・推進ということですけれども、樺連と言われている全国樺太連盟が 

もう解散が決まっていて、戦後何十年も進み、樺太出身者も非常に高齢化してきて、今ちょうど 

日ロ首脳会談もやっている中で、樺太関係の資料をしっかりと展示し、後世に繋げていったり、 

新たな樺太との関係を構築できるようなものをこの地で多くの人に見てもらうということが重 

要な使命だろうと考えていて、その資料展示のためのいろんな費用も含めて、これは樺連から協 

力をしてくれるという形もありますので、今その話を進めています。 

4 点目は、文化協会との連携・推進であります。なかなか、自分の文化については、弱いなと 

いつも思っています。そういう意味で文化協会、文化団体、各団体も非常に人口減少と高齢化と 

いうダブルパンチで団体も活動に危惧していて、そこに我々は、どういうふうな支援ができるの 

かについて、有効な手立てが実際は無いというのが事実なのですが、何とか我々も子ども達の活 

動も盛んですので、そういうことには、市として支援したいなということでやっていますし、弱 

体化してきている文化団体、文化協会への支援は今後どうするべきなのかというのは課題だとい 

うふうにして取り組んでいるところであります。 

5 点目は、生涯学習基盤整備ということで、これも古くなった社会教育センターの代替え施設 

として、また、生涯学習を総合的に担う施設として、旧商工の大谷高校が使わない部分を改修し 

て、人的にも集約していつでも誰でも来て生涯学習を学ぶ機会を見つけられるような学習の場を 

作りたいということで、いろんな検討をしているところであります。うちの市全体の財源の問題 

もありますけれども、どこかの段階で見つけよう、そういうふうにしていこうといことで今進め 

いているところであります。以上、社会教育に関して 5 点ほど説明をさせていただきました。 

 

○工藤市長 

社会教育の進捗状況について説明させていただきましたけれども、この件についてご意見、ご

質問等ございましたら、発言していただきます。 

 

○佐賀委員 

文化協会の支援についてですが、これは、先程、中学校の土曜授業と連携させるとかは難しい？

そういう問題ではない？若い子達があまり興味を示さないとかそういうことではない？ 
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○工藤市長 

どちらかと言うと、絵画だとか書道だとか様々な団体があるじゃないですか？俳句だとか。そ

れが緩やかにくっついて、きっと協会をつくっている。体育協会と同じように。人口が減ってい

るからそうなのだろうけれども。趣味を持つ人も少ない。高齢化している。実際、見に行けば美

術なんかは高校生だとか色々いるのだけれども、それをなんとか、このまちの文化か一言で片づ

けるのは失礼だけれども、文化の底支えようする団体の運営するのが良いかどうか別にしても、

そこをしっかり維持していくという意味での運営を体育協会のように目に見える形で支えてい

きたいなと思うのだけれども、それでは何をするのよと言われるとなかなかでてこない。 

 

○井上委員 

その窓口である文化協会から抜けていく団体があるのだけど、それはちょっと寂しい。だから、

文化協会のそのものがあれだとか、文化協会に入らなくても独自にやっていけるというそういう

は団体もあると思うし。 

 

○工藤市長 

スポーツの場合は、種目は違うけど、目指すところは似通ったところはありそうな気がする。 

文化って書道と彫刻だとか何を目指しているのよというところが1つまとまるようなものでは

ないのかなと思って見ていますけどね。それだけにみんなで集まって、そのまちの、口で言うの

は簡単なのだけど、「文化水準守りましょう」と言ったって、「私達何やればいいの」と。それを

具体的に示さないと。我々も、行政側も。それでは、「こんな感じで、こんな具合に」って言え

ないものだから、結局そのままのそれぞれの力でもってどんどん高齢化して力が落ちていくとい

う。 

 

○森委員 

いろんな文化的な事をたくさんやるのではなくて、何かに特化すればいいのかなと思います。 

留萌とかは、音楽合宿でたくさんの吹奏楽を呼んで音楽のまちみたいだとか、そう言ったよう

に、「書道は稚内すごいね」、書道のまちとかそんなふうに特化すればいいのかなと思うのですが。 

 

○工藤市長 

秋の発表会の「あぽろん展」だとかにやっている人たちが出している物を見せてもらって、お

茶だとかみんな一生懸命やっているので、発想をもっと変えて体育協会のような傘下のスポーツ

種目の団体を集めて何かをやるということではなくて、もっとそれぞれの自主性を維持しながら

今、言うように発表会を行政としてこんな機会を作るだとか、それで底上げするとか維持すると

か。スポーツと文化では全く展開が違うのかなという気はしています。ただ、それをどうすれば

いいのかは、なかなかわからない。 

 

○森委員 

次の世代でそういう協会の代表になっていろんなところと繋がっていこうという世代が育っ
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ていないのではないですか？ 

みなさん仕事とか忙しいから、そういうところまでいかないのではないか。 

 

○表教育長 

難しいところで、例えば、スポーツだとチームはあるけれども、協会はバスケットだったらバ

スケット 1 本なのだけど、文化はサークルの話題で言うと、同じ書道でもいろんな会派があって

全然違うだとかはある。 

 

○大山委員 

先ほど、森委員がおっしゃったとおり、今、いろんな新しいもの、例えばキッズダンスみたい

なスタジオ使ってやるというようなそういうちょっと新しいものなのだけれども、文化としては

なかなか、目を向けてもらえないところの団体などの支援を育成していくというのもひとつの活

性化につながるのではないか。それは文化協会に入るかは別としましても、いずれそれが定着し

て活発なものになってくるとそこが改めてもう１度そういう団体を見つけるかなとか、もう少し

入って頑張らせるかなというような動きになって来るのではないか。もうちょっと新しい活動を

している人達を支援していくことも必要なのではないかと思います。 

 

○井上委員 

やっぱり今いる子ども達のために文化的なものも必要なのだろうけれども、例えば経済的に出

来ないとか習い事なんかもお金かかるものですし、そういうことで考えるとなかなか難しい。 

その一方で行政は手が出せないということもあるだろうし、それから子どもの達に何か文化的

なものを作ってもらえれば、今の子ども達に教えるという部分につながると思います。 

 

○工藤市長 

そうだよね。スポーツと違って、スポーツは、まだ、クラブ活動だなんだってうるさくいろん

な話が出てくる。文化活動は、そんなに学校生活の中でもうるさく言わないで、好きな人は絵描

いたり、音楽やったり、いろいろあるんだろうけれど、それはなんとなく学校生活の一つで終わ

ってしまって、そういう具合に眺めるとスポーツと文化は全く違うものなんだなと。もちろん、

それは違うんだけれども。展開の仕方も行政の関わり方も違うんだなというのがよくわかるんで

すけどね。それを全体的にどれでもいいのだけれども、そういう人達が集まって、このまちの文

化水準という言葉が正しいかどうかわからないけれど、それを維持しよう、あるいは、もっと好

きな人を集めようといったときにそれだけではなくて、いろんなところにあるだろうと。そこを

維持してあげるための応援というか、それは行政として何ができるのだろうと。体育協会はスポ

ーツ種目が違うというだけの話でもって、なんとなくそこでもってみんな一緒になって、そこで

行動するというごくごく単純な話で展開していくのだけれど、文化というのは難しい。 

 

○森委員 

文化って、それこそ文化的な舞台を観るだとか、文化的なものに触れることが文化だけでもな
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く、家庭の中から例えば、日本人だからお箸正しく持てるようになろうとか、ご飯食べるときい

ただきますと言おうとか、そのようなことから家庭の中からそういうところで育てていくものだ

と思います。 

 

○工藤市長 

文化の定義はいろいろとあるのでしょうけれども。これは、私個人の話だけど、体育協会は、

体育協会としてこのまちのスポーツをある意味守ってくれているように、文化協会という名前が

良いとかそういう団体が良いかどうかは別にしても誰かがというか、そういう基本的にはそうい

う好きな愛好家がばらばらあるわけだから、そこをしっかり維持できるようなものが体育協会と

同じように存在するとしたら、そこを支えればいいわけだから、それは大事なことなのだろうけ

れど、どう考えても今そんな機能は果たしていないので、行政としてこの先そこにどう関わって

いけばいいのかというのは非常に難しい話だなと。そのうち、じり貧になってあれも無くなる、

これも無くなるという話に向かわざるを得ないかもしれないし、それは、決してまちとして望ま

しい話ではないので。スポーツもいろんなスポーツ種目も機会を提供してあげたいのと同様にそ

ういう文化的ないろんな集まりというか、関わりというか、それも行政として出来る範囲は限ら

れているだろうけれども、支えてあげたい。でもどうすればいいかというのは、わからない。何

回も同じ事を言うけれども、体育協会と違って、文化協会って難しいなと思いますけれども。 

 

 ○森委員 

  そのような団体からの要望は多いのですか？ 

 

○表教育長 

個々の団体の要望を聞いてということが、稚内の文化振興として良いのか、文化協会をもう少

し強化して、その中で多くの人が文化協会に集まってもらいながらやるということを目指すのか、

ここまでの選択をもう一度どうするかということは定まってはいないのだけれども、そこを決め

ないと一つ駄目なのかなという気はします。文化協会ということではなくて、個々の文化団体、

サークルを含めて支援しようとするのか、もう一度文化協会を中心としたそこにみんなが集える

ようなそんなようなことをまず、行政として支援をしていくのか、そこの想定化が必要なのかな

という気がします。なかなか要望となると難しいので。 

 

○井上委員 

昔に福島の郡山の市民がやくざの人達がまちに入り込んでしまって増えてしまって、まち全体

が荒れたまちになってしまったときに、まちづくりをしようということで、音楽でまちをおこし

た。すると、稚内市がスポーツ宣言都市、子育て平和都市宣言をしたように、音楽の宣言として

今でも郡山でやっている。それがそこで伝統的に合唱コンクールだとか、小中高でいつも木に登

ったりだとか、郡山市の学校で行われ、それがそのときのまちづくりを大きなまちにしようと郡

山市は再生した歴史があるので、そういう真似するわけではないけれども、何か一つを例えば、

熱々おでんを取り上げてそれでこのまちで一つのそういう考え方でも良いのではないかという
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気がします。大きく何かでもって稚内が取り組めるようなまちづくりみたいな方にするためのポ

イントになる文化のものであっても良いなという気がします。 

 

○佐賀委員 

フルマラソンについてですが、絶対流行ると思うのですが、とりあえず私の方の認識が全然不

足しているので、30 年に開催するということは、来年は広報をたくさんしないといけない年に

なるかと思うのですが、そういうロードマップは大体、出来上がっているのですか？ 

 

○表教育長 

ほぼ出来上がっています。 

 

○佐賀委員 

逆にたくさん意見が出過ぎて、どう制限するのかとかいうことを稚内に行けなくなるのではな

いかなという心配をしておりました。 

 

○工藤市長 

再来年というのは、今、かえって使わないで市政執行 70 年と周年ではないよな。いろんな記

念行事というのは、まだ全部出揃ってない、そんなところにみんな集中して出てくるからね。他、

何かないでしょうか？ 

 

○大山委員 

市長が言った、カーリング場、それから屋内多目的運動場という同じくカーリングだけが取り

上げられているのですけれども、いる人にも一体としてその他屋内多目的運動場ですとか、武道

場や、アーチェリーとかそういうのも含めて大事な計画だということを、私はそういう理解をし

ている。多くの人にスポーツ愛好者は楽しみにしていますし、あの地区の人が交流できるような

場所になるのではないかと思っているので、是非、進めていただいて無事完成していただきたい

と思っております。それに付随して総合型地域スポーツクラブも長年待ち望められてはいるので

すけれども、その施設の管理も含めて初めての総合型のスポーツクラブも設立できればなと思い

ます。希望として。 

 

○工藤市長 

3 月に出るのか？予算が。前回の轍を踏まないようにしっかりと、どうしても何が正しいのか、

間違っていのるか言うつもりはないけれども、何かを建設しようとすると必ず箱物という批判が

伴って、それの対費用効果を問われて、それはそのとおり、正しくないとは言わないのだけれど

も、元々これには行政目的、金が付いて回る話で今回の議会でもずっと言っている。 

私は別にスポーツのこっちが好きで、あっちが嫌いでとか１回も言ったことはないし、我がま

ちのスポーツ都市宣言をしている我がまちの冬のスポーツを考えた時に、スキーは高い山が無く

てこの状況、宮崎栞奈ちゃんみたいな選手が出ることはあるんだけれども、でも私もやっていた



- 21 - 

 

けれども、なかなかスキーは。だから、市民スキー場が無くなってしまった。スケートも同じで

す。今や学校でそういうものが何も教育できないとしたら、一方教育現場では、スマホだやれな

んだ、冬は出て歩かないだとか、だとしたら出て歩けるようなものを考えるとすれば、それは私

が力説するのは今これなんですと。これは、そういう事情ですという話で言って、それは良いか

悪いかは別にしても、必ずその議論がずっとつきまわって「駄目だ」、「良いだ」、「高い」、「安い」

だとそんな話ばかりになってしまうのだけれども。「でも、見てください。」と温水プール当時の

お金でもって、今から 21 年前だよ。建ててあのとき 32 億で建てている。毎年１億以上の経費が

掛かるとあの頃大問題になっていた。今、そんなことを言う人は誰もいないけれども。20 年か

けて短水路だから、なかなか全道大会も出来ない。結果として 20 年経ったらあんなすごい子が

生まれてきたのはないかと。国際大会まで出られるような子。何か建てたら、そのスポーツです

ぐ活躍するのか、しないのか、やれなんだかんだってすぐいろんなこと言う。そんな話ではなく

て、育てたいと。その子を育てたいのではなくて、スポーツを親しむ子を育てたいと。勉強を一

生懸命やる子を育てて、その環境を作ってやるのが行政の仕事なのだと言っているのだから、そ

このとこはしっかりと説明してくれないと、誰それが言ったからだとか、言うと飛びついてかか

るから。反対だ、反対だって。「金をかけないのが、１番良いんだ」、「何もしないのが、１番良

いんだ。」そんな話ではないんですと。何回たたかれても良いんだけれども。 

 

○井上委員 

カーリングの選手を育てるのではなくて、カーリングをここで稚内のスポーツとなるような、

オリジナリティをもって、カーリングそのものをもっともっと進めてもらいたい。優秀な選手が

出ることだけが素晴らしい事だけではなくて、競技することを、カーリング場を作って競技その

ものをもっともっと、稚内市民あるいは、稚内からもっとカーリングという競技を派生して行け

ば、稚内としても、いい方向になるのでないかと。だから、稚内だけのことではなくて、そうゆ

うふうに考えて、カーリング競技という寄与する中の一つの役割でもあるのでないかという気が

します。 

 

○表教育長 

教育委員会はかつて、私達も聞いたんですけど、はまなす国体、監督と会った時にカーリング

の当時正式競技ではなかったが、デモンストレーションだったんだけど、その競技場を是非、稚

内にという話が来て、それを当時、教育委員会がうまく処理をしきれなかったことで、常呂町に

いってしまったというのは、これは事実なものですから、決して、当時、稚内は常呂以上に競技

が盛んだったのに結局施設を整備出来なかった上に、結局常呂に先を越されてしまったという大

きな本当に消えた何十年を作ってしまった。次の将来の子ども達のために是非、そこは、何とか

つないでいきたいなというふうに思っています。 

 

○工藤市長 

他に何かございますか？ 
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○大山委員 

時間も無いのですが、戻るんですけども、この会議自体「いじめ」の会議でいかないといけな

いと思いますので、何月の報告の進捗状況であります。また、全国的にはニュースになっていま

す、いじめ問題で話をしています。私の理解の中では、その問題が起きた時に教師、その個人で

何とか対応しようというようなことが不幸の始まりなのかなと思っています。 

やはり個人間が教員の間で、学校でどういったその問題を共有して解決にあたるんだよという

ことをずっとここ何年か言われているんですけれども、まだまだ全国の現場の中では、個々の先

生が対応してこういう悲惨な結果になったということであります。と私は理解しております。 

我が町を見ますと、この報告のとおり、「いじめ」というものは現実的にあります。でも幸い

にしてその中身の程度の大きい、小さいはあるにしても個々で担任の先生が対応するのではなく

て、最初は校内で、教員皆でチームを作ってそれに対応してあたっていく。そしてあるいは、そ

れでも中々、解決できないときには、以前から作っています教育相談所も含めたプロジェクトチ

ームで対応するんだという体制をとっているということが幸いして、今この報告にあるとおり、

解決済みであること。また、大きな事件、事故になってないのかなと思っていますので、本当に

そういうような対策、対応をできるようなひとつはとって良かったなと思っています。そのへん

について教育長の方から改めてこの実際あった解決がそういうことであるのかなという確認を

取りたいですね。 

 

○表教育長 

近いうち教育委員会会議の場で報告させていただきます。 

 

○工藤市長 

こういう会議に合うかどうかわからないけれども、プライバシーにはまらない範囲でできれば

どんないじめなのよっていうのは１回聞いてみたいね。「いじめ」、「いじめ」という名前で全部

語られるんだけれども、「それは一体何なんだろう？」という思いがあります。 

 

 ○表教育長 

  以外と、「からかう」などと言ったことで、意外と重い事ではない、あとは同意的もので「蹴

とばした」などがある。 

 

○工藤市長 

他いかがでしょうか？ 

いずれにしても時間があるものですから。もしよろしければいろいろご意見いただきましたけ

れども、これをしっかりとこのあとに反映させていただきたいと思っていますので、引き続き皆

さんのご協力をお願いしたいと思います。 
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（２）その他 

○工藤市長 

次第でいきますと、その他というのがありますけれども、今の協議事項も含めて何かありまし

たら、この際ですからご発言をいただければと。よろしいでしょうか？  

 

5.教育長あいさつ 

○工藤市長 

 では、教育長挨拶。 

 

○表教育長 

一言だけお礼の挨拶をさせていただきます。今日は、総合教育会議に招集をしていただきまし

て、教育委員、私、そして市長との間で建設的に活発的に意見交換ができたことを大変うれしく

思っています。 

また、今日指摘のあった事項については、しっかりとまた教育執行委員機関のある教育委員会

としても、しっかりと取り組んでいきたいと思っています。 

市長の話にあったようにスポーツでは、非常に成果を出している子もいっぱいいるんですけれ

ども、学力でもそんな成果を、身をはって出せることが大きな課題だろうと思っていますので、

しっかり今後、取り組んでいきたいと思います。また、市長におかれましても行政として教育委

員会の支援をいただけるよう、よろしくお願いします。以上です。 

 

6.閉会のことば 

○工藤市長 

それでは、予定していた事項が過ぎてしまいましたので、私は進行役を終わらせていただきま

す。事務局から。 

 

○事務局(渡邊秘書政策課長) 

それでは、第 2 回目の会議についてお知らせいたします。次回は、3 月中の開催を予定してお

りますが、急遽、案件が出た場合には、随時、開催のご案内をさせていただきますのでよろしく

お願いいたします。それでは、以上を持ちまして第 1 回稚内市総合教育会議を終了いたします。 

お帰りの際は、天気が悪くなっておりますのでどうぞお気をつけてください。 

本日はどうもありがとうございました。  
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