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平成 27 年度 第１回稚内市総合教育会議 議事録 

 

 

◆ 日 時 ： 平成 27 年 8 月 11 日（火）午後 3 時 30 分 開会 ／ 午後 4 時 20 分 閉会 

 

◆ 場 所 ： 稚内市役所 3 階 市長会議室 

 

◆ 出席者 ： （構成員） 市長      工藤  広 

             教育委員長   井上 幹雄 

             教育委員    大山  隆 

             教育委員    今田 雄一 

             教育委員    森  容子 

             教育長     表  純一 

              （職 員） 総務部長     布施  茂 

             生活福祉部長  岡田 睦良 

             政策調整部参事 川野 忠司 

       （事務局） 教育部長    枡田 紀行 

             教育総務課長  大谷 貴美 

             教育総務課総務管理グループ主査 太田  潤  

〃        橋本 英一 

        

◆ 協議事項： （１） 稚内市総合教育会議運営要綱（案）について 

       （２） 稚内市教育大綱（案）について 

       （３） その他 

 

◆ 議事録 

 

□開 会 

 ○事務局（枡田教育部長）   

定刻になりましたので、ただいまから平成 27 年度第 1 回稚内市総合教育会議を開催い

たします。 

 本日、稚内市総合教育会議運営要綱が定まるまでの間、司会進行を務めさせていただき 

ます稚内市教育委員会の枡田です。よろしくお願いいたします。 

 

 １．市長あいさつ 

  ○事務局（枡田教育部長）   

それでは、まず初めに工藤市長からご挨拶をお願いいたします。 

 

  ○工藤市長   

見慣れない会議の名称でありますけれども、第 1 回の総合教育会議の開催にあたりまし 

て一言ご挨拶申し上げます。 

 すでにご案内のとおり、長く親しんできました「地方教育行政の組織及ぶ運営に関する 

法律」が大きく改正をされ、それに伴って、本日集まって頂いております。 
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  地方自治体にそれぞれ総合教育会議が設置されることになり、これまでと何が違うか 

 というところも話題のとおりでありますけれども、まさに市長である私の教育行政に対し 

て果たす責任、あるいは、役割というものが明確になるとともに、私が公の場で教育政策 

 について発言し、議論することが可能になったということであります。 

  ここに至るまで、様々な事件、あるいは問題が国内のあちらこちらで発生したことも事 

実でありますし、首長と教育委員会が協議・調整するということで、双方がその街の教育 

政策の方向性を共有する。そして、一致して素早くと言いますか、タイムリーにしっかり 

と執行にあたるということが求められ、期待されていると思っております。 

 もちろん、この改正についてもそれぞれのご意見は別といたしましても、これまでも我 

が街においては、すでに総合計画を策定して、まさに教育、あるいは文化という分野も含 

めて、その総合計画に基づいて行政を運営しておりますし、よく言うように「子育て運 

動」を基本とした我が街の教育に対する取り組みが、今こちらにおられる教育委員の皆さ 

んと、単相異にしているということは全くないと思っております。そう言うことも含めて 

毎年度、適切な時期に教育委員の皆さんとの意見交換する場も設けてきたということもご 

ざいますから、決して新しいことではないのだろうと思いますし、また、この総合教育会 

議がそれらに置換えられるということではありますけれども、「新制度に臨む」、そういう 

意味では、従来のスタンスを何も変えていないという想いであります。そんなことで、教 

育委員の皆さんには、新制度におきましてもこれまで同様、引続きご協力を頂き、また連 

携を深めながら、取り組んでいきたいと考えております。伝わったかどうか、わかりませ 

んが、最初の総合教育会議にあたって、私から一言ご挨拶させて頂きました。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

  ○事務局（枡田教育部長）   

工藤市長、ありがとうございました。 

 

 

２．教育委員会教育委員長あいさつ 

  ○事務局（枡田教育部長）   

続きまして、教育委員会を代表いたしまして、井上教育委員長からご挨拶をお願い致し 

ます。 

  

○井上教育委員長   

皆さん、こんにちは。教育委員長の井上でございます。第 1 回総合教育会議の開催にあ 

たりまして、ご挨拶申し上げます。 

  さて、厳しい事がでるかと思いますが、これからの教育委員会の役割というものを含 

 めながら、また、他の委員さんの想いを込めながら、今一度知ってもらいたいと思ってい 

 るので、よろしくお願いいたします。 

 本年は、戦後 70 年という節目の年でありまして、今まで 60 年間続いた現行の教育改革 

が、すごいスピードで進んでおります。また、国の教育改革が、あちらこちらで議論され 

ております。まずはこの 4 月から今、市長からお話しがありましたけれども、教育委員会 

制度が変わりました。教育委員長と教育長が一本化になり、「新教育長」が置かれること 

になることで、その権限が一層強くなります。 

教育委員会としては、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確実に保ちながら、執行 

機関としての役割を果たし、また、権限が強化される「新教育長」による事務執行を住民 
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の目線による第三者の立場からチェックするとともに、「基本的な施策が住民の期待に応 

える成果となっているか」、「取り組みの方法が効果的なのか」といった観点から、ある意 

味では厳しい点検・評価を行う重要な役割をこれからも担っていくことになると思います。 

首長との連携も含め、議案によっては迅速な対応が求められ、現実を見れば格差の下で繰 

り広げられている「学力競争」、「いじめ」、「不登校」など、また、親の教育力の低下も相 

まって、「子育ての貧困」、「経済貧困」などによる家庭崩壊、障がい等により厳しい環境 

に置かれている子ども達がいることも確かであります。突然の災害や事故、あるいは病気、 

失業等により、家庭が貧困状態になるリスクは誰にもどんな所にも存在します。何かの原 

因で親が貧困状態に陥る。子ども達は、様々な機会を奪われ低学力に陥ります。そして、 

将来就業も不安定になり、貧困を背負っていかなければなりません。貧困は次の代まで連 

鎖していきます。この連鎖を断ち切るのは、何と言っても「教育」です。 

この総合会議で示されるであろう「大綱」をもとに首長と教育委員会が連携を強化し、 

信頼し合い、教育行政を推進していくことが重要であろうと思います。 

 本日の総合教育会議において、活発な意見が出されることを期待しながらご挨拶といた 

します。 

 今日はよろしくお願いいたします。 

 

  ○事務局（枡田教育部長）   

井上委員長、ありがとうございました。 

 

 

３．協議事項 

（１）稚内市総合教育会議運営要綱（案）について 

○事務局（枡田教育部長）   

それでは、早速本日の協議事項に入らせていただきます。 

まず、1 点目の協議事項（1）稚内市総合教育会議運営要綱（案）について、事務局よ 

  り説明をお願いいたします。 

 

○事務局（大谷教育総務課長） 

 それでは、「稚内市総合教育会議運営要綱（案）」を説明いたします。 

要綱（案）につきましては、お手元に 4 つの資料をお配りしております。 

資料①「運営要綱（案）」は、条文のみを記載しており、両面 6 ぺージ 3 枚もの別添「運 

営要綱（案）の解説」は、要綱の条文ごとに解説しているものです。 

また、総合教育会議の設置に関して規定している「地方教育行政の組織及び運営に関す 

る法律」の抜粋も参考①とし、「稚内市教育委員会傍聴人規則」を参考②として、お配り

しております。 

なお、この総合教育会議に関しては、首長が召集するため、本来であれば会議の庶務等 

は首長部局で行うことが原則となっておりますが、本市においては、会議を円滑に運営す 

るために、首長と教育委員との連絡調整、教育の諸問題等の整理など、庶務として進めや 

すいことから、教育委員会が市長の権限に属する事務の補助執行を行い、会議に関する庶 

務を教育総務課が担当することになります。 

それでは、要綱（案）の説明に入ります。 

要綱（案）とその解説については、事前に配布しており中身をご覧になっていただいて 

おりますので、主だったところを中心に説明していきたいと思います。 
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それでは、参考①をご覧いただけますでしょうか。 

参考①は、本年 4 月から施行されました地方教育行政法の抜粋でございます。 

第 1 条の 3 が本日の協議事項になります大綱の係る規定でございまして、次の第 1 条の 

4 が総合教育会議についての規定となっております。 

総合教育会議は、地方公共団体の長が設置し、教育に関する大綱の策定、重点的に講ず 

べき施策、緊急の場合に講ずべき措置について、協議・調整を行うこととなっております。 

その参考①の一番下の第 9 項をご覧いただけますでしょうか。 

総合教育会議の運営に関し必要な事項は、会議が定めるとされており、そのため、運営要 

綱を決定いただこうとするものでございます。 

資料①にお戻りいただけますでしょうか。  

この要綱におきまして、会議の開催や招集、議長、会議の非公開、傍聴、議事録、庶務 

などを定めてまいりたいと考えております。 

第 2 に会議の開催について記載しておりますが、会議は基本的に市長と教育委員の皆さ 

まのご出席を頂いて開催するものでございますが、緊急の必要があるときには、市長と教 

育長、万一教育長が出席することができないときは、教育委員のうちから尐なくとも 1 名 

の委員の出席により会議を開催できることとしたいと考えております。 

また、第 6 では、会議の傍聴について記載しておりますが、これについては、配布して 

おります参考②「稚内市教育委員会傍聴人規則」の規定を準用したいと考えております。 

説明は以上でございます。 

 

○事務局（枡田教育部長）  

    はい、ありがとうございます。それでは、ただ今、事務局の方から説明がありましたが 

ご意見、ご質問等があればお願いいたします。 

 

○大山委員 

  今の運営要綱について、概ねは了承しております。ただ、ここで一つ確認をしておき 

たいことがあります。 

 庶務の関係で第 8 になります、説明の中でもありましたが、本来であれば市長が招集 

するこの会議は、首長部局で庶務を担当することも考えられたとは思いますが、今一度、 

教育部の教育総務課が庶務を担当することについて、説明をしていただきたいと思います。 

 

○事務局（枡田教育部長）  

    はい。事務局、説明をお願いします。 

 

○事務局（大谷教育総務課長） 

  この会議を円滑に運営するためには、これまで教育関係を一度も触ったことのない首長 

部局が担うよりも、やはり「教育」のことは教育委員会で担った方が市長、教育委員との 

連絡調整、教育の諸課題等の整理など庶務として進めやすいことから、教育総務課が担当 

することになります。 

 

○事務局（枡田教育部長）  

    よろしいでしょうか。 
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○大山委員 

  私も教育委員の立場からすると、教育委員会の総務課が庶務を担当する方がスムーズに 

いくように思っておりますので、敢えてその説明を求めたわけです。はい、了承いたし 

ました。 

 

○事務局（枡田教育部長）  

    他に何かございませんか。 

 

 ○井上委員長 

  今の件に関して、今でさえ忙しい教育総務課が庶務を担うことについて、大丈夫なのか 

と心配しているところがあります。 

  確かに今、大山委員が言われたように、教育委員会で進めた方が色々な面でスムーズに 

 いくことは確かにあります。でも、「総合教育会議」の開催、「大綱」の策定など仕事量が 

 半端なく増えることで本当に大丈夫なのだろうか。 

この際、例えば人員を増やすなど、来年からもしできるのであれば、そういう部分も含 

  めながら、考えていただければというふうに思います。 

 

○工藤市長 

 その件については、むしろ私の方からお話しをした方がいいと思いますけれども。今、 

教育委員会だけではなくて、この行政組織全般について、実は機構の本来あるべき姿はど 

うなんだということは、昨年には結論を出したかったが、色々な問題があり、結果として、 

現在の年度において「よく検討しなさい」という話しをしております。 

ただ、どの部門も人が極端に増えるわけではありません。人を一気に増やしながら、組 

織を作るという考え方はありませんけれども、そういう意味では、仕事量に応じた組織は 

当然新しい所では検討していかなければならないと思っております。 

 冒頭でのお話しのとおり、まさにこの法律の趣旨にも書いておりますけれども、「その 

地域の実情に応じ」という意味で言えば、まさに教育問題については、これまでずっと教 

育委員会で取り組んできた経緯もありますし、それから、その教育委員会の方でもって、 

こういう仕事がどこに最も適切かということを考えながら、今回、教育総務課というのが 

最も望ましいだろうと、今一番この課題に対して対応していけるだろうということで教育 

総務課にしていますけれども、未来永劫そういう形というか、そもそも教育で今まであっ 

たものについても、法律で色々なことを触っていますので、それに対応したこれからのス 

ポーツであったり、あるいは文化であったり、そういうものもひっくるめて、きちんと整 

理していかなければならないだろうという想いでおります。 

 御心配いただいて、本当に申し訳ないですが、今のところこの姿が一番望ましいだろう 

とそのように思っております。 

  

○事務局（枡田教育部長）  

    よろしいでしょうか。 

 

○井上委員長 

  わかりました。 
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○事務局（枡田教育部長）  

    他に何かご意見等ございますでしょうか。 

 

○今田委員 

 要綱の会議の開催に係ることで、第 2 の 2 になりますが、緊急時、市長が総合教育会議 

として緊急に会議を招集する場合、市長と教育長の出席により総合教育会議を成立すると 

いうようなことになるのだろうかと思うのですが、これはまさしくその市民の生命に係る 

ようなものが当然発生するということで、これは理解しますが、その内容に関することに 

ついては、我々も教育委員として情報を共有したいという気持ちもあるので、できれば 

速やかに連携できる体制をとりたいと思っています。 

 

○工藤市長 

 緊急避難みたいな決め方ですよね。 

 

○事務局（枡田教育部長）  

 委員の全員には連絡はしますが、市長と教育長での開催も可能にし、迅速な対応を図 

っていくということになります。 

 

○表教育長 

 これについては、法律にも書いてありますが、新教育長になっても教育委員会として意 

思決定しなければならないことは、市長と教育長の間で話しがあっても、一旦、教育委員 

会会議に持ち帰り、決定するというようなことも記載されていますので、決して二人で全 

て決めるということではありません。 

 

○今田委員 

 わかりました。 

 

○事務局（枡田教育部長） 

 その他、ご意見等ございますでしょうか。 

 

○森委員 

 先ほどの庶務のところですが、ずっと今まで教育委員会と足並みを揃えてきたところが 

あって、これから教育総務課で担当することがスムーズに行くということでしたけれども、 

客観性というところから見たら、どうなのかなということを思いました。ですから、そこ 

が保たれることを望みます。 

 

○工藤市長 

 おっしゃるとおりだと思います。そこに置いて、どちらかに傾斜するというような話し 

ではなくて、まさに冒頭にもお話ししたつもりですが、今回このような制度改正というの 

は、フレキシブルに、スピーディーに、その世の中の動きというか、子どもの動きについ 

ていけないのではないかという批判から始まっていると思います。 

 組織全体、稚内市役所全部を挙げて、その問題に取り組んでいきたい。また、どこかと 

どこかの窓口が対峙するみたいな話しではなくて、まさに皆で力を合わしていきましょう  

という趣旨ですので、ご理解を賜れればと思っております。 
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○事務局（枡田教育部長） 

 はい、よろしいでしょうか。 

 

○森委員 

 はい。 

 

○事務局（枡田教育部長） 

 ありがとうございます。 

 その他、何かご意見等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、この原案につきましては、決定とさせていただきますが、よろしいでしょう 

か。 

 

○全員 

 はい。 

 

○事務局（枡田教育部長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、これからの会議の進行につきましては、要綱の規定によりまして、市長が議 

長となり進めさせていただきます。 

 また、議事録の署名についてですが、こちらも要綱の規定により、井上教育委員長を指 

名させていただきます。 

 よろしいでしょうか。 

 

○井上教育委員長 

 はい。 

 

○事務局（枡田教育部長） 

 それでは、これからの進行について、工藤市長よろしくお願いいたします。 

 

 

（２）稚内市教育大綱（案）について 

○工藤議長 

 今日、与えられた協議事項ということで、もう一つ「教育大綱」というものについて議 

論していただきたいと思いますけれども、今、色々な話しがありました。まさに、スピー 

ディーに、しっかりと連携をしながら、一緒に取り組んでいきたいということで、改めて 

連携を図っていかなければいけないというふうに思っております。 

皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、協議事項の 2 番目の「稚内市教育大綱（案）」について、事務局からその内 

容について説明して下さい。 

 

○事務局（大谷教育総務課長） 

 それでは、「稚内市教育大綱（案）」を説明いたします。 

 資料②に沿って説明していきます。 
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大綱の位置づけは、首長の権限のもとで、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、その目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策につい 

ては、この方針に基づき、毎年、次年度の施策の基本的な事項を審議することになります。 

また、本市における教育大綱（案）の構成としては、基本方針を示し、その基本方針に 

沿って 3 つの柱を設定する形としております。 

 教育大綱（案）の内容としては、教育、文化、そして、人材育成等、本市における最上 

位計画である「第 4 次稚内市総合計画後期基本計画」の教育分野の施策を基に、「家庭（地 

域）教育」、「学校教育」、「社会教育（生涯学習）」の 3 つの視点から基本方針の柱を示し 

ております。 

 柱の 1 つ目にある「家庭（地域）教育」について、『子育て運動を基本とした家庭・地 

域・学校の「連携」と「協働」による地域の教育力の向上』としています。 

 本市は全国に先がけて、昭和 61 年に「子育て平和都市宣言」を採択し、家庭・地域・ 

学校の三者が力合わせをしながら、様々な問題解決に向けて、市民ぐるみの「子育て運動」

を展開してまいりました。 

 すべての子ども達が安全な環境で、安心して適切な教育を受け、健やかな成長に結びつ 

く取り組みを進め、この子育て運動を基本とし、地域の教育力の向上を図るため、1 本目 

の柱としております。 

 また、現在、全国的に「子どもの貧困」が大きな社会問題となっていることに鑑み、本 

市においては、すでに貧困対策プロジェクト会議を立ち上げ、取り組みを進めているとこ 

ろですが、この問題が子育てにおいても非常に重要であることから、特に 1 つ目の柱に記 

載しております。 

 柱の 2 つ目にある「学校教育」について、『子ども達の将来に夢と希望を与える学校教 

育の推進』としております。 

ここでは、子ども達の「生きる力」をより一層育むため、3 つの基盤である「確かな学 

力」、「豊かな心」、「健やかな体」の知・徳・体をバランスよく育てることを基本として 

おります。 

 特に、本市にあります唯一の高等教育機関である稚内北星学園大学では、地域や自治体 

と連携し、地元地域に根ざした大学として「地域の教育力向上」、「ICT を活用した近隣 

自治体の教育」、「観光まちづくり」、「中心市街地活性化」などの教育のみならず、地域の 

活性化に向けた取り組みを進めており、また、小学校から大学へと続く教育への流れは、 

若者の定着や稚内らしい「学びの連続性」の充実を図るとともに、ふるさとに愛着と誇り 

を持ち、将来に夢と希望を与える教育の実現を図る上で大きな役割を果たすことから、2 

本目の柱に記載しております。 

 柱の 3 つ目にある「社会教育（生涯学習）」について、『子育て運動を活かした生涯学習 

の推進』としております。 

ここでは、活気あふれる学びの場づくりについて、市民が生涯にわたって、人生を豊か 

にするために学習機会の充実が必要になります。 

子どもから高齢者まで生涯を通じた「つながり」を保ちながら、地域で学ぶ機会の創出 

など郷土愛を育み、また、生涯スポーツを通じ、体力や年齢に合わせたスポーツ活動を推 

進してまいります。 

稚内市教育大綱の対象期間についてですが、平成 28 年度から平成 30 年度までの 3 か年 

としており、その間、大綱の基本方針の 3 つの柱にある点線で囲んである内容を基本的な 

方針とし、教育委員会は事務を執行していきますので、3 年間は原則として変更しない方 

向で考えています。 
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また、諸問題等により、総合教育会議で緊急に扱う案件等が発生した場合は、迅速に対 

応し、その中で協議・調整を図ってまいります。 

本日の案につきまして、教育委員会皆様から頂いたご意見を踏まえまして、次回の会議 

までに、大綱案の内容を整理し、策定してまいりたいと考えております。 

説明は以上でございます。 

 

 ○工藤議長 

  今、事務局からこれから策定する教育大綱の案について説明をしていただきました。期 

間については、平成 28 年度から 3 年ということで、行政としては大きな括りの中で、先ほ 

どもお話ししたとおり、総合計画がございますから、当然、教育、あるいは、スポーツ、 

文化の分野についてお話しさせていただいたとおりでございますけれども、柱として、3 

つ、1 点目については「地域・家庭における教育力の向上」ということで、この中では、 

その点線の中でも言っているように、これまで取り組んできた「子育て運動」を中心にし 

ながら、さらにその発展を目指していく。併せて、先ほど教育委員長からもお話しがあり 

ました「子どもの貧困問題」についても、より踏み込んだ調査・研究を行うことについて 

の柱が 1 本。 

 もう一つは、2 点目になりますけれども「時代に即した学校教育の推進」ということで、 

この点線の中で、まさに大学も含めてここでは「学びの連続性」という言い方をしていま 

すけれども、このような視点で一つ捉えていきたいということです。これについては、ま 

さに今、地方創生の話しがありまして、若者の定着という観点からも非常に重要な部分で 

あると思っております。そのような柱 1 本。 

 そして、最後はいわゆる生涯学習という観点で、これについても今まで様々な取り組み 

を進めておりますけれども、この 3 つの柱を立てながら 3 ヶ年の方針といいますか、大綱 

というものについて策定していきたいと思っております。 

 これらについて、ご意見等がありましたら、お願いいたします。 

  

 ○今田委員 

  大綱の柱 3 本とそれぞれに付随する重点施策というところが、3 年間変更がないという 

ことですが、点線部にあるその重点施策の中での特に内容については、今年度でいけば平 

成 27 年度の教育行政執行方針とかなり重点的なテーマがリンクしているところがあるの 

で、仮に平成 28 年度、平成 29 年度と教育行政執行方針の中で重点的に取り上げるテーマ 

が変わるという可能性があろうかと思うのですが、その辺をその点線部分については、変 

更は一切ないということなのでしょうか。 

 

○工藤議長 

そういうことではないと思います。法律には変更しようとする時は、この会議で議論を 

しなさいと書いてあります。その頻度というか、進め方についてはわかりませんが、その 

辺、もし事務局で説明できるのであればお願いします。 

 

○事務局（枡田教育部長） 

先ほどの説明にありましたけれども、それぞれの施策については毎年これから審議をし 

ていき、それにぶら下がる事業等については、毎年決めていくことなります。 

今回説明した部分については、ここに出ている大きな方針というのは 3 年間の目標を立 

てていますので、基本的には変更がないということで、もし、大きな変更点があれば、今 
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市長が言われたとおり会議を開催して、その中で変更ということもありえます。 

 しかし、基本的には 3 年間の目標を立てておりますので、それに沿った形で進んでいく 

という説明になります。 

 

○井上委員長 

 大綱に関してですね。 

 

○事務局（枡田教育部長） 

 そうです。大綱に関してです。 

 

○表教育長 

 この大綱については、3 年間かけて概ね達成すべきものを、ある程度の大きな括りで作 

ったということであって、その都度、毎年課題となるものについては、この会議の中で議 

論はする。 

 平成 28 年度スタートの 3 年間の中で、基本的には大きな変更はないだろう。今考えら 

れるものを網羅し、大きなものを作ったということであって、ここまでのものまで大綱に 

は載せないでおりませんし、また、教育委員会が本来持っている権能もありますので、こ 

れらを含めて、ある意味大きな目標として定めたということでありますから、大きく 3 年 

間は変わらないという認識でいいのではないかと思います。 

  

○今田委員 

 柱と『 』で掲げている重点テーマとその下にある点線で囲まれている文章についてが、 

１つの教育大綱としての考えでいいのでしょうか。 

 

○表教育長 

 柱の①から③については、それぞれの点線で囲まれている文章も合わせて 1 本という考 

え方でいいと思います。 

 

○今田委員 

 もし、「点検する」、あるいは、「変更する」、「追加をする」というような時には、総合 

教育会議の中で、その都度議論することになりますか。 

 

○表教育長 

 そうですね。 

 

○工藤議長 

   よろしいですか。それ以外で何かありませんか。 

 

  ○森委員 

     この大綱の中に、「いじめ」という言葉がないなと思いました。この会議自体の元々の 

発端というのが、「教育制度の改革」、その前に「いじめの事件」があったという流れがあ 

ってのことだったと思います。今ここで大綱を作るところまできて、稚内市がそこに「い 

じめ」のことを載せることがあるかどうかというところまではないのですが、意識として、 

今年の 4 月に「いじめ防止指針」が始まりましたので、そこは「いじめ」に対して、稚内 
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市ではこのような対策をとるということが形としてあるので、特にここに載せていないと 

も思っているのですが、その辺りも確認を含めてお尋ねしたいと思いました。 

 

○工藤議長 

 事務局、どうですか。 

 

○事務局（大谷教育総務課長） 

 「いじめ」については、現在、国の法律で定められております「いじめ防止対策推進法」 

というものがありまして、これをもとに取り組みが進められております。 

稚内市の大綱に記載はしておりませんが、国に定められた法律がありますので、それに 

則って進めていきたいということであります。 

 

○表教育長 

 大綱というのは、教育委員会ではなくて市長が持っている権限に直属する部分が概ね大 

綱の中で多く決められるべき話しから言うと、逆に「いじめ」に関しては学校教育が主体 

的に担うようなことだと思います。 

これに関しては、法律もあるので事務局段階で、この大綱に載せる必要はないというよ 

うな話しがされたところであります。 

 

○井上委員長 

 文章化しているとすごく安心するところがあると思います。 

 

○大山委員 

 「いじめの問題」と考えれば、特段、稚内市において今緊急に何か対応しなければなら 

ないということではなくて、既にそういう事が起きた時にどうするかというネットワーク 

体制は整えられているので、「いじめ」については、大綱に取り込まなくても十分その中 

で対応できていると思います。 

 留意しなければいけないところですが、特に稚内市においては、全部が「いじめ」を大 

綱に入れる必要もないと思っています。 

 

○井上委員長 

 この大綱にある 3 つの柱の中で、1 つ目の柱から言えば「貧困」の問題に関しては、も 

う既に会議を立ち上げたりしている。学校教育に関しては、グングン塾から始まり、例え 

ば、市費負担教諭や今ではどこの町でも与えられている特別支援に係わる支援制度なんか 

も始まっている。また、ALT、教育研究所、適応指導教室、SSW など、すべての面で稚 

内は進んでいるので、敢えてこれからどうしようかという部分もないような気がします。 

 だから、大綱に関しては改めて確認という意味も含めて受けてとめています。 

 

○大山委員 

 総合計画で既に謳っていることと、やはり市政で述べている事柄が入っていますので、 

この大綱の会議で「これは直した方がいい」というよりも、ぜひこれらを大綱として進め 

ていただければいいのかなという印象はあります。 
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○工藤議長 

 個別の色々な案件については、当然また、色んな意見交換や情報交換であったりする 

と思いますが、要するに運営上、必要と迫られたときに先ほど言ったようにスピーディー 

に対応するというのも、この会議の役割なのだろう。それはそれとして、当然、この役割 

であるし、一つ掲げるという意味では、今、委員、委員長をはじめ皆さんがおっしゃった 

ように、こんなところでよろしいのではないかと感じはします。そんなところでよろしい 

でしょうか。 

 他、何かご意見等ございますか。 

 

  ○今田委員 

   1 点よろしいですか。今の「いじめ」の言葉の挿入と似た解釈になるかもしれませんが、 

柱の 2 番目にある学校教育の中で、大綱の大きな括りとして、幼・保・小・中・大の連携 

により、「学びの連続性」を稚内では強く作っていきたいという表現になっています。そ 

の中で、義務教育の部分にあたる「小中一貫教育」についての言葉の表現がもしあれば、 

大綱として強烈なイメージを与えるのではないかというふうに思っていたので、その辺に 

ついて、もし何かお考えがあるのであれば、お聞きしたいと思っています。 

 

○工藤議長 

 事務局、どうですか。 

 

○事務局（枡田教育部長） 

 「小中一貫」については、文部科学省でも推奨しておりますけれども、稚内市は東小と 

東中で今既に始まっております。「分離型」もこれから進めるということもあるのですが、 

この大綱の中には、今のこの段階ではそのような文言は入れていないということで、ご理 

解をいただければと思います。 

 

○今田委員 

 大綱の中に文言はないが、具体的な施策の中で強く表現できるようなことで進めていく 

のでしょうか。 

 

○表教育長 

 今のところ、今まで積み重ねてきたものをさらに一歩といいますか、完全な「一貫型」 

へ移行させるような話しが実際のところ具体的にあるかどうかというところも不詳して 

いることが現実であることから、敢えて「小中一貫」という言葉を入れなかった。 

 当然皆さんの意見、特に市長の想いも入れて、今の総合計画や教育行政執行方針の内容 

でいいのではないかという現場としての想いであった。 

 

○今田委員 

  今、教育委員会の中で抱えている学校教育推進計画が新たな策定に入っていると思いま 

すが、当然、この大綱も関わってくることになると思います。「小中一貫」のような稚内 

の特色ある教育といった部分に大綱から言葉として導きだせるのではないかという気持 

ちはありました。   
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○表教育長 

 決して、否定はしていません。幼・保・小・中・高・大との連携と小中一貫の話しだか 

らこのような話しになってしまった。 

 

○大山委員 

 毎年、執行方針で進めていくのも一つの確認だと思います。 

 

○今田委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

○井上委員長 

 大綱というのは、あんまり細かくしないで、大きくして中で細かく進めていった方がい 

いのではないかと思います。 

また、この総合教育会議では、色々な案件等について話し合いができればいいと思って 

います。 

 

○工藤議長 

 他どうでしょうか。 

  

○表教育長 

 今の意見も含めて、もう一度市長と相談しながら、次回までに最終的な大綱を示したい 

と思っております。 

 

○工藤議長 

 それでは、大綱（案）については協議を終了したということで進めさせていただきます。 

 せっかくの機会でありますので、その他として何か話しをしていただけることがあれば 

と思いますが、どうでしょうか。 

  

○全員 

 ありません。 

 

○工藤議長 

 事務局から何かありますか。 

 

○事務局（大谷教育総務課長） 

 それでは、第 2 回目の会議についてお知らせします。12 月上旪に開催する予定でござ 

いますが、緊急に開催する場合はその事案ごとに随時、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。 

 

○工藤議長 

 2 回目の協議事項で想定されるものは、何になりますか。 

 

○事務局（枡田教育部長） 

 大綱（案）を修正して、次回の会議で策定する予定で進めたいと考えております。 
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○工藤議長 

 大綱の案について議論していただいた事を参考に、整理・修正をかけたものを 12 月の 

会議にお示しし、決定するということで、皆さんよろしいでしょうか。 

 

 ○全員 

     はい。 

 

 ○工藤議長 

  それでは、第 1 回目の総合教育会議をこれで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す。 

 

 ○全員 

  ありがとうございます。 
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