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平成 27年度 第 2回稚内市総合教育会議 議事録 

 

 

◆ 日 時 ： 平成 27年 12月 18日（金）午後 3時 00分 開会 ／ 午後 4時 30分 閉会 

 

◆ 場 所 ： 稚内市役所 5階 正庁 

 

◆ 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 

       （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 橋本 英一 

        

◆ 協議事項： （１） 稚内市教育大綱の策定について 

       （２） 新年度の重点施策について  

 

◆ 議事録 

 

□開 会 

 ○事務局（大谷教育総務課長）   

定刻になりましたので、ただいまから平成 27 年度第 2 回稚内市総合教育会議を開催致

します。 

  

１．市長あいさつ 

 ○工藤市長   

   それでは、暮れも押し迫って、大変師走の忙しいところお集まり頂き、大変恐縮であり 

ますが、ただ今から今年度第 2回目になります稚内市総合教育会議を開催させて頂きます。 

 この会議につきましては、正直私もまだまだ慣れない部分が多いのでありますけれども、 

今年度からこのような形で、教育行政の大元が進められていくということについては、前 

回 1回目の会議でそれぞれ確認し合ったということでありますし、前回の会議で教育大綱 

の素案を説明させて頂き、皆さんにご意見を頂いたということであります。それを踏まえ 

て、修正を加えさせて頂いた案につきまして、これからこの会議でご審議を頂き、併せて、 

新年度に取り組む予定の重点施策等についても、ご審議、ご意見を頂ければというふうに 

思って、現時点での考え方を事務局から説明をさせて頂きます。 

早速、このあとは私が進行役を努めながら進めさせて頂きますので、よろしくお願い致 

します。 
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 まず、会議に入らせてもらう前に、本会議の議事録の署名についてですが、運営要綱第 

7条の 3の規定により、大山教育委員を指名させていただきます。議事録については、 

事務局が作成を致します。 

 

２．協議事項 

（１）稚内市教育大綱の策定について 

○工藤市長   

それでは、協議事項の 1番目の「稚内市総合教育会大綱（案）」について、事務局から 

  説明をして下さい。 

 

○事務局（大谷教育総務課長） 

 それでは、「稚内市教育大綱」案についてご説明致します。資料①-1をご覧ください。 

大綱の構成及び内容につきましては、8 月に開催されました第 1 回の総合教育会議で、 

詳しくご説明させて戴いております。 

今、皆さんにお示ししております案ですが、基本的には、前回お示しした内容と大きな 

変更はございませんので、修正した内容を中心に説明させて頂きます。 

まず初めに、大きな修正点として、前回の会議で、各委員様より意見のありました「い 

じめ」の記載について、整理をさせて頂きました。 

「いじめ」については、幸い本市で大きな問題とはなっておりませんが、教育現場にお 

いては、「貧困問題」と伴に、近年、大きな問題となっていることから、すべての子ども 

たちが、安全な環境で安心して適切な教育を受けるという観点から、柱①に記載すること 

としております。 

点線で囲まれている中の記載の内、下から 4行目の黄色くした部分に「いじめ」や「不 

登校」について記載し、命の大切さや他人を思いやる心など、子どもたちの豊かな心を育 

み」という内容の文を追加しました。 

柱②と③の内容については、字句の整理を中心に行い、内容に大きな変更はございませ 

ん。 

柱②については、上から 5行目の黄色くした部分「拠点である」を「拠点事業を展開す 

る」という表現に換え、次の 6行目に同じく黄色くした部分は、若者が集う場としての学 

生の確保や卒業後の就労場所を確保するという観点から「地域で新たな雇用創出や若者定 

着などを促進するため」という内容の文を追加しました。 

柱③については、上から 3行目の黄色くした部分「子どもから高齢者まで、生涯を通じ 

て心が通う」を「生涯を通じての学び合いから」という表現に換え、5行目に同じく黄色 

くした部分は、生涯の学びを通じての「つながり」は「人」、「地域」へもつながっていく 

ことから、「「人づくり」・「地域づくり」を推進します。」という内容の文言に換えました。 

最後に 6行目の黄色くした部分ですが、「誰もが楽しく学び」を「市民一人ひとりが生 

  きがいを持ち、意欲的に学び続け」という内容の文に換えて、7行目のスポーツの振興の 

  前に、子どもたちが夢を持ってスポーツに取り組んでもらいたいという思いから、「子ど 

  もたちに夢を与える」という内容の文を追加しました。 

説明は以上でございます。 

 

〇工藤市長 

 先ほどお話ししたとおり、前回素案をお示しさせて頂きまして、委員の皆さんのご意見 

を頂いた中で、その案を反映させ、修正等を加えたものが、今、事務局から説明をした大 
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綱（案）でございます。 

これについて、今の説明の内容を含めて、ご意見、ご質問等があれば、ご発言を頂けれ 

  ばと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 〇井上委員長 

 「いじめ」という文言を入れて頂いたということは、良いと思いますが、柱③の「誰も 

が楽しく学び」という部分を何故削除したのか、お聞きしたい。 

 

 〇工藤市長 

 その前段の言葉に置換えをしたということ何でしょうか。 

 

〇大谷教育総務課長 

 そうです。 

 

 〇工藤市長 

 その辺の経緯を「何故この言葉を削って、このような言葉に直したのか」というところ 

を、もし、説明できれば説明して下さい。 

 

 〇大谷教育総務課長 

 生涯学習の観点から、このような言葉に直しました。 

 

 〇井上委員長 

 ありがとうございます。わかりました。 

  

 〇工藤市長 

 他、いかがでしょうか。 

 

〇森委員 

 おかしいとかではなくて、前よりもより具体的な言葉が追加され、置き換えられている 

ので、より解りやすくなっていて、これを見た方にもより理解を得やすいのかなと感じま 

した。 

 

 〇大山委員 

 私は特に「いじめ」の事で、改めて書き添えたということについて、良いと思うのは、 

いわゆる「いじめ」というと、どうしても学校の中で起きて、学校の中で解決しなければ 

ならないというような観点が強い。やはり「いじめ」や「不登校」の問題というのは、家 

庭や地域、学校だけではないという視点で捉えたら、柱①で謳っているということは、良 

かったと思います。 

 

〇工藤市長 

 まさに今回の法律改正の趣旨もそのような事だと思っています。 

そういう委員のご意見を反映させたということで、そのような表現になっているという 

具合に思っています。 

 よろしいでしょうか。 
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 〇委員全員 

 はい。 

 

〇工藤市長 

それでは、今、ご説明をさせて頂いた黄色でそれぞれ訂正されているこの案を、ここに 

書いてありますように、平成 28年度から平成 30年度までの 3年間で、本市の教育大綱と 

いうことで策定させて頂きます。 

 なお、法律の規定によって、この大綱は制定された時には、公表が義務付けられている 

ということでありますので、この内容で市のホームページに掲載をして公表したいという 

ことで考えております。 

 よろしくお願い致します。 

 

（２）新年度の重点施策について 

〇工藤市長 

 それでは、次の協議事項と致しまして、2番目に今の教育大綱を受けて、新年度の重 

点施策ということについて、その考え方を事務局から説明を致します。 

 お願いします。 

 

〇事務局（大谷教育総務課長）  

   それでは、先ほど「稚内市教育大綱」が策定されたことを受けまして、この大綱に基づ 

く重点施策の説明を一括で致します。 

一つ目の柱では、まず初めに、現状が深刻化している「子どもの貧困」における対策の 

推進について、現在の取り組み状況についてお話しさせて頂きます。 

現在、「子どもの貧困」に歯止めをかけるため、貧困の現状を教育的な視点から調査・ 

研究し、子どもたちの未来をつなぐ稚内の住みよい街づくりを願う観点から、学校をはじ 

めとした関係者による「稚内市子ども貧困対策本部会議」と具体的な事例に基づく検討を 

基に提言としてまとめる「プロジェクト会議」を設置し、調査・研究を積み上げてきてお 

り、来週、「稚内市子ども貧困対策に関する提言」が提出される運びとなっております。 

この柱における重点施策としては、子どもの安全な環境で安心して適切な教育を受ける 

という観点から、「病児・病後児保育所について」、「子育てファイルの活用」、「子育て支 

援ウェブサイトの開設について」の三つを取り上げたいと考えております。 

一つ目の「病児・病後児保育所について」は、保育施設等に通園している児童を対象に、 

病気の治療中・回復期にあって集団保育が困難な期間に、一時的にその児童の預かりを行

うことで、保護者の子育てと就労の両立を支援することを目的としております。 

両親が就労中の家庭等においては、自宅での保育が困難な場合の保育需要に対応する病 

児保育施設の開設が望まれており、現在、病児保育施設の開設に向け、準備を進めている  

ところであります。 

二つ目の「子育てファイルの活用について」は、保護者が子どもを見守るツールとして

役立ててもらうとともに、保育所（園）、幼稚園、小・中学校など子どもに関わる関係機

関が、子どもたちの様子について共通理解を深め、適切な支援に繋げられるよう進めてま

いります。 

三つ目の「子育て支援ウェブサイトの開設について」は、子育て世代のニーズに応え、

身近な情報伝達ツールであるインターネットを活用し、子育てに有益な情報を精選・分類

して提供することにより、子育て世帯に対し、わかりやすくリアルタイムで必要な情報の    
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提供を行い、便利で安心して子育てができる環境づくりを目指すものであります。 

次に、二つ目の柱では、大きな課題である子どもたちの学力問題について、「確かな学力」 

の定着と向上に向けた取り組み状況についてお話しさせていただきます。 

現在、校長会の呼びかけにより「学力向上プロジェクト会議」が発足し、「授業改善」、「子 

どもの生活」、そして「土曜授業」の取り組みなどについて、ＰＴＡやスポーツ少年団にも 

参画していただきながら、具体的な検討がされており、来年の秋頃までには提言をまとめる 

こととしております。 

この柱における重点施策としては、学力向上及び、学びの連続性の観点から、「土曜授業 

の推進について」、「稚内北星学園大学の支援について」の二つを取り上げたいと考えており 

ます。 

一つ目の「土曜授業の推進について」は、現在、稚内中学校で行っている「土曜授業」を 

新年度より市内５中で行う予定で検討しており、子どもたちに対する教育の一層の充実のた 

め、学校・家庭・地域が連携し、多様な学習、文化やスポーツ、体験活動の機会を設け、豊 

かな教育環境・充実した学習機会を提供し、質の高い土曜授業の実施を資するため、外部人 

材等も活用しながら、効果的な指導方法やカリキュラム開発を進めてまいります。 

二つ目の「稚内北星学園大学の支援について」は、「地（知）の拠点事業」として平成 26 

年度から５年間、文部科学省の認定を受け、市内小学生の学習支援や、まちの賑わいづく 

りなど、地域と密着した活動を進めている稚内北星学園大学は、本市のまちづくりを進めて 

いく上で、なくてはならない存在であり、今後に向けて、これまで以上に連携を強化し、若 

者が集う場としての学生の確保や卒業後の就労場所を確保するため、大学に対して必要な支 

援を進めてまいります。 

最後に、三つめの柱では、稚内市スポーツ施設整備計画に基づいて進められております「ス

ポーツ施設の充実について」、スポーツ施設の集約化も含め、取り上げたいと考えておりま

す。 

既存のノシャップスポーツセンター内のスポーツ施設は、老朽化が著しく、早急な整備が 

必要なことから、「カーリング場」を含むこれらのスポーツ施設を旧大谷高等学校の跡地に 

移転集約を図り、併せて、冬期間でも利用可能な「屋内多目的運動場」の整備を冬季のスポ 

ーツ振興として、進めてまいります。 

また、各団体から「専用の施設がない」ため、強い要請がされている「柔道」、「剣道」な 

どの「武道場」の整備も進めてまいります。 

特に、「カーリング場」は、子どもたちに夢を与えるスポーツ振興の取り組みとして、大 

きな期待をしているところです。 

説明は以上でございます。このあとの審議について、よろしくお願い致します。 

 

〇工藤市長 

 今、事務局から新年度における重点施策について説明を頂きました。これについては、柱

の①、②、③、それぞれに先ほどの大綱に合わせて、事業を整理しているということであり

ますから、それぞれについて、順次説明を進めていきたいと思います。 

 まず柱①の「地域・家庭における教育力の向上」という観点から、3点の事業が挙がって

おりますけれども、これについて何かご意見等がございましたら、ご発言頂ければと思いま

す。 

 私が聞くのも変な話しですが、「貧困」とこの 3つとは、どのように繋がっていくのか、 

先ほどの説明でよく解らなかった。ここでは、まさにこの通りだと思うが、先ほどの説明は 

貧困が出てきて、この事業が出てくるという説明になっているので、どのように繋がってい 
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くのか、少し気になったところです。 

 

〇事務局（枡田教育部長） 

 今の説明の仕方では、そのように受け止められたかもしれませんが、基本的に柱①で現在 

行っている事業を紹介しただけで、下にある 3つの事業とは繋がりがあると言うわけではあ

りません。2番目の方も、最初に学力向上の取り組みをお伝えして、下の事業はこれに直接

関わっているわけではありません。そのような構成になっております。 

 

〇工藤市長 

 先ほど冒頭で言っていた「子どもの貧困」云々という話は、今の主要施策とは直接結び 

つくものではないという理解でいいのか。 

 

〇事務局（枡田教育部長） 

 はい、そうです。 

 

〇工藤市長 

 繰り返しになりますけれども、まず柱①では、それぞれこれまで私の述べてきた事業も入 

っていますし、それから、子育て運動の中でも取り上げられて、今、既に取り組んでいる事 

業もありますけれども、これらについて何かご意見等がございましたら、改めてご発言願い 

ます。 

 

〇今田委員 

 今、貧困問題と直接関わりがないという説明をして頂きましたが、まさにこの 3つは子育 

て世帯の孤立化なところがあって、それはイコール貧困問題が大きな影響を及ぼし、間接的 

には、貧困問題が直接繋がっているのではないかと私は理解しています。 

 その中でも、①は核家族が進み、子どもを持つ親の世帯が孤立化し、頼みごとができる人 

が近くにいないというような中で、また病気の子どもを抱えて、どうしていいかわからない 

と困った家族がいるだろうと思います。アンケートにも出ていますけれども、そのような中 

で、このような仕組みがあるということは、選択肢ができるわけですから、非常に重要な支 

援ではないかと思っています。 

 

〇工藤市長 

 これは一時保育で、長くても一週間とかいう制度なので、本当にその貧困対策という意味

で言うと、これで良いのかなという思いは、そういう意味で先ほど質問したが、それであれ

ば、それでもってもう少し肉付けをしっかり考えなればいけないだろうという意味です。ど

ちらかと言うと、発想としては、まさに若いお父さん、お母さんの子育てを支援したいとい

うところで、この話が出てきて、先生達と色々な話しをして整理しつつある。 

 貧困対策と言われると、元々そのような発想ではないので、その辺はもう少しよく考えて 

いかなければならないと思っています。 

 

〇大山委員 

 私は、②と③を待ちこがれていたということで、「子育てファイル」はある意味、母子手

帳と少し重なる部分はあるけれども、利用の仕方によっては、子どもに対して色々な悩みが

ある時に、これらを活用して頂けると、学校、幼稚園と連携して、支援しやすいというか、 
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断続しないで、連続的にそのような子どもたちを見守り、活用していきたいと思ってい

ます。 

  それから、柱③のウェブサイトについては、なかなか色々な手続きや困ったときにどう 

するのか、対象の保護者にとっては、市役所は敷居が高くて、聞きに行きにくいという時 

には、ある程度このウェブで、この手掛かりを得ながら行くという仕組みを作って進めて 

いくのも、今の時代に一つの手かなと思うので、それもそういう意味では、活用できると 

思っています。 

 ただ①については、いわゆる「自分の子どもが熱をだしたが、病院に連れて行きたいけ 

ど、仕事も休めない」、そのような時に、連れて行ってくれれば、夕方まで引き取りに行く 

までは利用できるような体制ということで、これも私たちの時代にはない親切な取り組み 

であると思います。 

 

〇工藤市長 

  意外だったのは、「子育てファイル」が随分と議会で取り上げられ、やりとりをした。 

 

〇表教育長 

  今の若いお母さん方の意識の中には、将来に残すということに対しての思いが薄い気が 

します。 

 子育ての終わった世代からすると、非常に残っていることは重要だと思って、その都度 

見ることも良いことだと思う。しかし、なかなかこれも教育の貧困なのかもしれないが、 

そう言うところが、思った以上に抵抗があったという気がしています。 

 

〇井上委員長 

  ある意味で母子手帳でさえ書いていない親もいる。だから、これに反対するというわけ 

ではないけれども、作る以上は活用してもらわなければならないという事が、まず前提に 

あるため、母子手帳でも書いていない親が多いのに、使ってほしいという指導はしなけれ 

ばならないと思う。 

 こないだ幼稚園の先生に聞いた話ですが、乳児の授乳が終わった後の離乳食を「しない」、 

「できない」、「わからない」という親が増えているという。ですから、極端な話、母乳が 

終わって、離乳食だとか段階を経ないで、コンビニから弁当を買って与える親がいる。そ 

うなってくると、結局、アレルギーだとか、体質が変わり、小学生に入ったときに色々な 

アレルギーが出てきて給食に影響がいくなどの原因になるのが子育てである。 

 しかし、稚内で 4ヶ月ぐらいの子どもまで、保健師が訪問指導していますよね。その指 

導があっても、そういう親が多くて、結局調べていくと、親も同じような育てられ方をし 

ている。だから、そのように育った子は、貧困も含めて、繰り返している。そういう事か 

ら、先ほど大山委員が言ったように、聞きに行くとか、教えてもらうということが、少し 

わからない所もある。もし、このようなウェブを使って調べ、わかったときには一つ一つ 

の材料になると考えれば良いのではないかと思っています。 

 

〇表教育長 

  子育てファイルは、母子手帳と違って、保育所、幼稚園、小学校と教育関係機関が関わ 

り、継続して確認ができるので、教育関係者にも頑張ってもらい、連携をしながら「一緒 

にやりましょう。」という思いで進めているので、市が持っている財産というかポテンシャ 

ルをうまく利用しながら進めていければ、皆さんが色々と心配しているようなことも少し 
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解決できるのはないかと思っています。 

 

 〇大山委員 

  これは、保護者が書いてくれることに期待せざるを得ないが、特にその支援を「ぜひ、 

 うちの子、必要なんだけど」という部分の申し送りを、その都度入学した学校の先生に説 

 明するのも勿論そうであるが、やはりこのファイルがあることによって、それを少し継続 

 的に亘っていけば、そういう形の支援になるものと思います。 

 

 ○表教育長 

  そうですね。特に小学校の先生方は、学校に来てくれない親に対しては、家庭訪問をし 

た際に、「子育てファイルはありますか。」「 少し見せてもらえませんか。」という問いか 

けをし、そこからまた子育てファイルに係る問題が顕在化することになるので、そういう 

関わりを深めていきながら、浸透を図っていくことだと思っています。 

 

○井上委員長 

  そういう過程方法の時の材料に使って頂くというのも、一つの方法かもしれないと思い 

ます。 

 

 ○森委員 

  この施策の新年度におけるという点では、別に異論はないです。これをするに当たって、 

色々と思うことがあったので、それを今話したいと思いますが構いませんか。 

  まず一つ目から、病児・病後保育のところでは、本当に望まれた事だと思います。学校   

 の先生で、お母さん先生が自分の子どもが家で熱を出して寝ていて、それを置いて学校に 

 来て、余所の子どもたちの授業をしなければいけない姿を見た時に、何とかならないのだ 

 ろうかと思ったことがある。だから、これはすごく望まれた事だと思うので、ぜひ進めて 

 もらいたいと思います。 

 余所の町でも、この病児・病後保育はあり、訪問型と自分の家に来てもらう形と両方あ 

りますよね。例えば、病院のどこかの一画だとか、そういう所でできないのかという事を 

思ったことがあります。 

 

○工藤市長 

  この話は、まだきちんと詰まっていないが、まさに小児科の開業医の先生の熱意もあっ 

て、また、富岡の町内会からも「子どもクリニックはぐ」ができた時に、その先生がこの 

事について関心が高く、ぜひそういう子どもたちを守りたいという協力があり、我がまち 

でも可能になった。元々、医療状況は決して良いわけではないが、実現するスタイルとし 

ては、小児科の近くに建物を建てて、そこで預かる。そして、そこには保育士、看護師を 

置いて、1日何某かの料金を頂いて運営していくことになると思っています。 

規模については、今詰めていますので、それはまた後日説明をしたいと思っています。 

 運営としては、そのような考え方になります。 

 

 ○森委員 

  本当に少し家に来てもらって、この時間の間だけ見てほしいということもある。 
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 ○工藤市長 

  その見てもらいたいというのは、先生に言っているのでしょうか。 

 

 ○森委員 

  こういう所で働く保育士や看護師など、スタッフの方です。 

 

 ○工藤市長 

  現実的にあるかどうかはわからないが、普通の保育所と違って、数がたくさんいるわけ 

ではないので、今考えているのは、保育士が一人、もう一人は事務を兼ねた保育士ぐらい 

のレベルですから、なかなかそこから抜け出して、どこかに行くということは今のところ 

想定はしていないと思います。あくまでも施設で預かることを念頭に協議をしている最中 

です。それぐらいできれば一番良いが、そういう意味で言うと、医療スタッフ、保育士も 

もちろん不足していますし、別な観点で考えていきたいと思っています。 

 

 ○森委員 

  そういう細やかなところからそのように思ったところでした。 

  それから、子育てファイルの事ですが、私も仕事柄、人と関わる仕事に就いていますが、 

 その人が以前どのような経緯を持って、今に至っているのかを知りたいということがある。 

  ですから、子育てファイルを見る側から考えると、これを出来上がったものを見るとい 

う立場から考えると、それがあるとすごく良いと思います。 

  ただ、それを書く側、つまり見られる側との気持ちの差というのは、随分あるのではな 

 いかと思います。 

それを書くのを怠る親はどうかというような所になると、そこはあまり責められること 

ではないと思います。私も母子手帳を一生懸命最初は書きましたが、段々書くことが少な 

くなってきたりしたこともあるし、文字で書くことよりも、この後に出てくるネットやス 

マホで記録するだとか、そのような事をしていく人たちが多くなっていくと思った時に、 

この物自体はすごく良いとは思うが、勿論、活用されていくことは希望としてはあるが、 

どこまでの人がそれを埋めてくれるのかということはあるし、家庭で書いているもので、 

それを子どもが成人した時に、子どもに渡すようなこともあるかもしれませんけれども、 

その間にある関係機関のところでは、関係機関が見せて下さいというふうに絶対必須のも 

のではないと思います。 

「子育てファイルありますよね。それを見せて下さい。」というような事にはならないの 

ではないかと思います。 

  例えば、支援が特別に必要な子どもたちこそ、この子育てファイルに色々な事を書いて 

 いて、今までの事を知りたいということはありますが、そこを親が詳らかにするかどうか、 

その子の特別なニーズを親が受けいれるかどうかという事もあると思います。そうすると、 

なかなかそれが見る側からすると、そこに十分な物にはなっていかないかもしれないとい 

うことは思いました。 

 

○工藤市長 

  趣旨に反対する人は、誰もいないだろうけれども、実践と利用という面からいくと、息 

の長い取り組みだけに、これから様々な問題が出てくると思います。それを一つ一つ解決 

しながら、本来の趣旨に結びつくような利用に向けて取り組むしかないと思って見ていま 

す。ぜひ、そういう意味では利用されるようにこれを育てていきたいし、ある意味育てて 
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   いかなければならない取り組みだと思っています。 

 

  ○今田委員 

  ある意味、この稚内は子育てのまちだし、教育が子どもを取り巻く大勢の方々の見守り 

 の中で成長していくという、そう言うものを文化として根付かせていくような一つの手法 

になるのではないかと思っています。 

 

 ○表教育長 

  ただ、もっと端的に言うと、先ほど森委員がおっしゃったように、このまちはある意味 

では、非常に困難な事を多く抱えているまちであります。 

 まさにひとり親家庭が多いだとか、そういう人たちが本当に書くのが大変だということ 

も重々知っている。だからこそ、これが根付くように頑張らなければならないというのは、 

我々の使命であって、やはり地域全体の教育力を上げるというのは、こういう事をやらな 

ければ上がっていかないのだろうという意味も含めた課題、そういう困難性を持った事業 

であることはまちがいないかもしれないが、困っている親、あるいは、困った親かもしれ 

ないが、そういう親たちをある一定の土壌に入ってもらい、一緒に話しをするというツー 

ルとしてはあるのではないかと思っています。 

  また、そういう厳しい状況にあるが故にこれが必要であるのはないかと思っています。 

 

 ○大山委員 

  やはり、どこかで誰かと繋がっているということは必要だろうと思います。家庭では、 

意外と孤立してしまうので、なかなか先生には直接言えない事が、親にも、近所にも、助 

けてもらいたいけど、助けてくれと言えない時に、このファイルに何か一つでも書いて、 

誰かに聞いてもらえる場面というのは必要だと思います。 

 

○井上委員長 

  だから、こういう事を知らないではなくて、ある程度物も提供することも必要ではない 

かと思います。稚内の人権擁護委員の取り組みで、SOSミニレターというものを各学校 

に配布している。そして、「親にも言えない」、「先生にも言えない」、「友達にも言えない」 

というような事を書いて送ってくる。それに対して、人権擁護委員が返事を書く。それと 

ある意味では、物を提供してあげると、それを使おうかなという意識が出てくるのではな 

いかと思う。だから、まずサービスというか、提供してあげてこれを使ったらどうかとい 

う、一つの物を提供してあげることも我々の役目であるという気もするので、そういうこ 

とを考えた時には、取り組むべき一つの事業ではないかと思います。 

 今、色々な心配が出てくると思います。「使っているのか。」、「使っていないのか。」、森 

委員が心配しているように、「学校の先生だからそういうふうにして下さい。」という事も 

できないけれども、でも、万一そういう話しがある中で、「ファイル、使っていますか。」、 

「書いていますか。」と、そのような言い方を話題的にできるというようになれば、ファ 

イルに対する意識も違ってくるのではないかと思います。 

 

○工藤市長 

  今、各委員からのご意見をしっかり参考にさせて頂いた中で、この件については新しい 

 年度でもしっかり取り組んでいきたいとこのように思いますので、よろしくお願い申し上 

げます。 
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  この一番目のところで、他に何かご意見があればお受けしますし、なければ二番目の方 

 の学校教育の方に移っていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  

 ○委員全員 

  はい。 

 

 ○工藤市長 

  それでは、次の柱の二番目ということで、ここでは、主な事業としては、中学校を対象 

とした「土曜授業について」が一つ、それから、「北星学園大学の支援について」が一つ 

ということで、この二つを新年度の柱にしたいということであります。 

 これらについて、ご意見等がありましたらお願い致します。 

 

 ○大山委員 

  土曜授業については、前提で稚内中学校が二年間続けているということで、その報告を 

受けますと、期待以上の成果があるということが我々の方でも報告で上がっております。 

 それを引き継いで、管内、稚内の子どもたちの学力がなかなか伸びて来ないということ 

も、やはり大変ショックな部分がありますので、それを何とか手当てをしないといけない 

時に、直接学力を伸ばすために土曜授業ということではないが、学校で学力に通じるよう 

に授業を円滑に進められるように少しでもしようかなと思う時に、土曜の活用は必要と思 

いますので、この計画では月に一回程度の土曜授業ということで、これは市内 5中の予定 

ではいますけれども、親の期待も大きいということもありますので、ぜひ実施されたらい 

いかなとは思っています。 

 

 ○工藤市長 

  他に何かあれば、お願い致します。 

 

 ○森委員 

  タイミング的には、2年間のモデル事業を経て、この新年度からのというは良いと思い 

ました。 

  ただ、全道的にも学校の先生たちの負担感というのは増えているというのがあるので、 

 これ以上の負担感を招かないように願うのと、地域の力なども活用して進めて行けたらい 

 いと思っています。 

 

○表教育長 

  工藤市長になってから、グングン塾を行い、最初は中央小と潮見が丘小は 3年目、南小 

 と東小は 2年目という、色々な意味で横田市長時代から少人数学級や市費教諭に対する取 

り組みを進めてきているが、なかなか学力に結びつかないということについては、大変責 

任を感じています。 

 その中で、土曜授業の授業時数は、月に一回 3時間増えるということになりますが、そ 

れだけではなくて、土曜日の過ごし方、その前日の金曜日の過ごし方も含めて、少しずつ 

変わり、また、その事によって意識も少しずつ変わってくると思います。 

 若干の余裕が生まれた中で、地域の人の話を聞くなど、先日も稚内中学校では、藤田隆 

明さんの話からキャリア教育を学ぶ機会があり、学年において普段ではできない事もこの 

土曜授業を活用することで可能になることは、相当効果も高く、それが学力に結びつくこ 



- 12 - 

 

とが我々としても最大の願いである。これも若干、新たな予算を投入してもらわないと 

ならないが、ぜひ、市長の決断で新年度から進めてもらいたい事業と思っています。 

 

 ○井上委員長 

  土曜授業というのは、特別大変な意識があるのかという話からすれば、どこでもそうだ 

と思うが、私たちの時代は、普通どおり土曜日は学校に行った。あまりにも土曜授業、土 

曜授業って、すごく特別なものをやるような感じで答弁したりしている。私は、当然学校 

に行くものだと思っているが、もし、特別な土曜授業であるならば、その 1日を特色のあ 

る授業にして欲しいと思っています。 

特別に考えるのであれば、それは、月曜日から金曜日まで通う子どもたちの学習効果に 

繋がることで良い影響になり、それ以外の土曜授業そのものを月曜日から金曜日まで普 

通どおりに通うためのもう一つの応援というような土曜授業になればというふうに思い 

ます。 

 

 ○大山委員 

  休み一日がなくなることは大変なことだと思います。 

 

○工藤市長 

  こう見ていると、本当に子どもって、大人に振り回されているという感じがして、「ゆ 

 とり教育」だと言ってみたり、また、ころっと変わり、「さぁ、勉強しなさい」と言われ 

てみたり、それは自分の子どもの時代を振り返ると、どれだけ勉強したかっていうのを別 

にしても、そこのところが本当にどこで決めているのか別にしても、一本きちんと筋が通 

らない教育は「百年の大計」だと言うけれども、本当にこれでいいのかなというのが心配 

です。 

 

○今田委員 

  土曜事業を年間 10回ぐらいですけど、それを実践することですぐ学力向上に結び付く 

 かと言ったら、それは少し見えないところがありますが、ただ子どもたちにだけではなく 

て、教職員や親、あるいは地域の人方の時間の使い方というのは大きく変わってくると思 

うのですが、その時間の使い方が絡むということが一番大切な事で、それはこの土曜授業 

という起爆剤になると思います。そこで、「どう土曜日を迎えるのか。」、「どう土曜日を 

進めるのか。」、あるいは、「土曜日を過ごすためにどんな準備をするのか。」ということが、 

関わりのあるあらゆる人方の時間を使うことに通じ、その有効な時間の使い方に変わって 

いくことで、学力向上に将来的には結び付いていくと思ったので楽しみにはしています。 

 

 ○工藤市長 

  私が言う立場ではないが、先ほどのように「これをやると学力が上がるのか、上がらな 

 いのか。」、「成績が上がるのか、上がらないのか。」みたいな議論に終始する方向にいるな 

 という感じがしていて、このまちだけではないけれども、そこに一つ大人が教育について 

 もう一回考えるくらいの話がなければ駄目だろうと思っています。 

 このような事を行ったからといって、そんなに簡単に学力が上がるのでれば、みんな毎 

日、毎日勉強してればいいのではないかというだけの話なので、そこのところはこれを行 

うにしても、しっかりと理解を深めないと、本当に子どもだけが犠牲になって「やれ」と 

言われてみたり、「やるな」と言われてみたり、大変だと思って見ています。 
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 ○大山委員 

   土曜授業は、稚内中学校の例を見ると、土曜日を普通の学科の勉強に充てるのではなく 

て、いわゆる今行われている総合学習的なものを土曜日にやっているという事例が多い。 

今のままだと、月曜日から金曜日までにその色々なキャリアだとか、一つの限られた 50 

分なら 50分の授業の中で、なかなかそれを体現させることもできないので、土曜日なん 

かで、3時間ぐらい通して体験させるということは、特に稚内の子どもたちが将来に向け 

てのイメージがなかなか出ない。学校が終わってからの職業観だとか、あこがれだとかを 

持てない中では、土曜の何時間かを通してキャリア教育、体験教育をすることによって、 

将来に向けての意欲が生まれ、そうすれば、ある程度の勉強をしていかないとそこには辿 

りつけないと、少し遠巻きになりますが、そういうものを子どもたちに感じて欲しいとい 

う意味では、土曜日を有効に使いながら、月曜日から金曜日まではもう少しそういうもの 

の活動に縛られないで落ち着いた授業ができる方向にいくのではないかという期待感も 

あります。 

 

○井上委員長 

 私が良いと思ったのは、土曜授業の中に「稚内らしい」という言葉が入っていますよね。 

それはやはり表に出して、本当に稚内らしい土曜授業をして欲しいということは思いま 

す。 

 

 ○表教育長 

  先ほど、市長がおっしゃったとおり、「ゆとり教育」からそれを否定して、今の学力が 

足りないという問題について、中学校で言うと、総授業時数が 1,015時間で時数が増えた 

わけで、教科書もものすごく厚くなり、ほとんど月曜日から金曜日まで 6時間授業で進め 

られ、それで 5時間消化するのがやっとである。それでなおかつ稚内は「運動会もやる」、 

「文化祭もやる」という地域なので、両方をやっていくと、ある意味では非常に窮屈な授 

業で、子どもたちは教科書を理解するのが精一杯で振り返るような時間もないし、稚内ら 

しい話を聞いたりする時間もないことが、中学校においてそれは現実だと思います。 

 これはやはり、日本中どこも一緒であるが、稚内は特に地域行事系が多いということも 

あって、そこは結構厳しい状況にはなっています。そういう中で、私的には地域行事を 

やってもらいながら、この時に少し振り返ってもらい、稚内市で教育をやるのであれば、 

土曜授業は活用せざるを得ないのかなと思います。それは、稚内中学校を見ていると、う 

まく進めていると思っています。心配することはありますが、そこはしっかりと評価をし 

ながら、今この方向が学力問題も含めて非常に期待ができるというか、合意性のある方法 

であると思って進めていきたいと思います。   

 

○工藤市長 

  北星学園大学の方の話については、いかがでしょうか。 

  まず、学生をとりあえず確保できるかというところからスタートしてしまいますが、い 

かがでしょうか。 

  

○今田委員 

  12月議会の議員との遣り取りで、紙に書いた資料でしか私は知りませんが、その資料 

の中で拝見させて頂いて、市長の考えもその中から見させて頂きましたが、やはりその稚 

内における北星学園大学の位置づけ、そこからの重要性、なおかつ大学の中の心配事みた 
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いなものに対する改善、解決への市長の意欲みたいなものが強く感じました。 

 それが新年度に対する予算要求にも関係してくると思いますが、かなり力を入れた改 

善の動きをしていかないと、なかなか今後の存在感というものを作っていけないだろう 

と思いますので、私は今の強い思いで大学の支援に立ち向かっていくことについては、 

非情に受け止めております。 

 

 ○工藤市長 

  他に何かございますか。 

  もしなければ、次の社会教育の重点施策について、ここはスポーツ施設の充実というこ 

とで、旧大谷高校の跡地を先ほど言った「柔道」、「剣道」を始めとして、いわゆる既存の 

施設を利用する屋内スポーツの整備、それから、「カーリング場」を整備するということ 

で一体的に、どちらかと言うと、冬のスポーツ環境を整備したいという話だと思いますが、 

これらについて、何かご意見等ございましたらお願い致します。 

 

 ○大山委員 

  それでは私の方から、カーリング場も含めて 2年ほどくらい前から計画についての話は 

聞いておりましたが、当初はカーリング場が先行して建てるということでしたので、私も 

私なりで「それは、今のある状況でいいのかな」というような考えがありました。 

特に長いことスポーツ関係に携わり、何年も各競技団体が色々な施設を待ち望んでいた 

ことを十分に知っていたので、カーリング場が 30年で今の施設が使えなくなり、無くな 

ってしまうことは重々わかっているが、さて、カーリングをしている競技人口ですとか、 

色々考えると、多額のお金を使って、今必要なのはカーリングが一番なのだろうかという 

ことを私なりに悩んでみましたし、委員会会議でもその話をした中では、「今の段階では、 

なかなか納得できないな。」というお話しをしてきました。 

  その中でやはり順番的には、武道の関係など、色々な要求でハードルの高い部分もあり 

ましたけれども、なかなか場所がない中で、活動を止めることもなく、今まで自分らの自 

由努力で一生懸命やってきた。何とかそういう面では、順番的にはそのような競技もある 

だろうし、あるいは既存でやっている中でも、多くの競技人口を抱えながらも色々な施設 

を見ると、まだまだ充実していない部分があるので、そういうことを全部勘案すると、「今、 

カーリングではないだろう。」と、当時、私は強い思いを持っていました。 

  今回、旧大谷高校の跡地ということで、幸いにしても場所的な問題とあの施設を改築し 

 て使えると考えた時に、「剣道」や「柔道」があそこでできる。それから、特に屋内多目

運動場というのは、いわゆる年中、色々なものに使えるということでは、カーリング単独

という事ではなくて、揃う施設も一緒にやっていけるということでは、多くの理解を得ら

れるのではないかと思いました。それで、その部分というのは、先ほど長々説明しました

けれども、各競技団体も新築で競技大会を目指すような場ではないが、競技をやっている

人たちにとっては「十分である。」というお話しも聞いていますし、それも並行してやっ

ていけると、それとカーリング場についても順番である他の施設を考えた上でやっていけ

るのであれば、今一緒にやるのも私は納得できるかなという事と、その競技人口云々言い

ますけれども、市長がまちづくりに対してのカーリング場の抑え方というのは、こないだ

の議会での説明でも十分聞かせて頂けましたし、そういう面では大いに今回の旧大谷高校

跡地を利用したこの総合的な計画をぜひ進めて頂ければと思っています。多額の金額で予

算をつけるのは大変ですけど、やはり今がタイミングなのかなと思います。 
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 ○工藤市長 

  今回の議会でも、「どのスポーツを優先させるのか。」という話がよくあるのですが、私 

は基本的には、どれを優先させるかという事は全くなく、その施設が老朽化しているだと 

か、施設がないだとか、そういうものは優先しなければいけないけれども、どのスポーツ 

が良くて、どのスポーツが悪いかという事は全く考えていない。 

 そういう意味で言うと、今回、私がそこに手を掛けたかったのは、まさにこのまちは北 

国で冬のスポーツはもっと充実させるというか、夏はもちろん否定していません。夏は夏 

でもって色々な事をやってくれればいい。冬は、あまりにもスポーツとして貧弱すぎると 

いう意味で言うと、私たちは何か旗を立てて、そこでしっかりと北国の発信の一つとして、 

特に今回の議会でも言いましたが、それは夢物語かもしれないけれども、まさに札幌で東 

京オリンピックに手を上げようとしているような環境の中で、北海道ぐらいがしっかりと 

冬のスポーツに取り組まなかったら、この国の冬のスポーツは成り立たないじゃないです 

か。 

  その中で、これも言いつくされているが、自然環境から言えば、風の厳しいのも勿論あ 

るけれども、高い山もなくて、なおかつ、冬と言いながらも冷えてこないということで、 

あれも駄目、これも駄目とみんな無くなってしまったという環境を考えて、まさに今何も 

無いかもしれないけれど、我がまちの子どもたちに十年後、二十年後の夢を与えましょ 

うと、もしかしたら、サッカーをしている子がサッカーをやりたいとずっと言い続けるか 

もしれないけれども、でも、何にもないけれど、我がまちで育った子どもたちに冬のス 

ポーツとして「これができるよ。」、もしかしたら、それをやれば、もっともっと新たなス 

ポーツの道が、いやいやそれは私、意外にスポーツマンではないから、何とも言えないけ 

れど、そのような夢をその子どもたちと一緒に描けるとしたら何だろうということで、実 

はこれ冬の話をすると、再生可能エネルギーとすごく連動してきますが、そういう意味で 

も今回それを提示させて頂きましたが、私も環境としては、非常に「これは私の意見だ。」、 

でも、周りは決してそれを「良し」としていないというのは、十分理解をしながら、ずっ 

と言っていました。これはそういう意味で言うと、これもまさに色々な若い人たちと、庁 

内で言えば「ランチミーティング」といって、若い職員と昼食を食べながら、話しをする 

機会を 100回くらいやっていますが、その中で特に若い職員が、私に気を遣って、「いや 

いや、カーリングはわかる。わかるけれども、私たちはこんなものが欲しい。」と野球や 

柔道をやっている人、様々な人がいる。そういう話をいくつか聞かせてもらい、「そうな 

のか。君たちの言う事ももっともだよな。」と。それで実は当たり前と言えば、当たり前 

になりますが、冬の多目的で何かできるようなものがないものかと、まさに教育部長と話 

をして、これはある意味偶然なのかもしれませんが、最初は旧商工の跡、今、大谷高校が 

入っているところ、あそこで武道場があり、ものすごく立派で「これを使えないのか。」 

と、「それとサッカー場は、ぜひ市で使わせてくれ。」という話までしました。それで今、 

サッカー場は当然使える状況に向かっていきますが、武道場は、最初使わないと言ってい 

ましたが、「やっぱり使わせてもらいたい。」ということになりました。 

そして、その流れていた話が、「旧大谷高校でそれが実現できそうだ。」と、多少の整備 

費は掛かるが、「まさにこれは望んでいる話だな。」というふうに思って、今検討させて頂 

いて、そこに付随する様々な手続きをやらして頂いています。その手続きが、進むと同 

時に、今回この色々な所で、議会にも説明させて頂きましたので、これはしっかりと自分 

の責任で今後も議会に説明を繰り返していかなければいけないだろうと思っています。 

  そういう話の下に、偶然というか、うまいタイミングで良いものが残っていてくれたと 

いうことで、まさに再利用という部分では、跡活用ができるのであればと思っています。 
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○大山委員 

    そういう意味では、校舎全体を整備する時に一体化するというのは、利用人口が集まり、 

もっともっと色々な良い意味での効果が出てくるのではないかと思います。 

同じ一つのスポーツだけではなくて、それこそ弓道もやってみたり、アーチェリーもや 

ってみたりという体験が、下位スポーツに向かって、市民の皆さんに競技者としてではな 

くて、スポーツを親しむ場としては、やはり統合した場所にあるというのは良い事で、こ 

のような活用も大いに望めるのではないかと思います。 

 それから、やはり屋外多目が初めて人工芝にするという、それを作って体験した時に、

人工芝って、意外と良いじゃないですか、我がまちにこれだけの風雪が厳しいところで、

ある意味で芝生は、なかなか期間も短いし、成長しない中では、人工芝は良い意味で、将

来的に活用されると思いますので、ぜひともこの人工芝についても少し気を遣った措置を

して欲しいと思っております。 

 

○井上委員長 

  色々な人の話を聞きながら、やはり施設だとか色々なものを作って欲しいという声はあ 

りますが、自分たち、私たちが、「今、使いたい。」ということに、先ほど今生まれた子ど 

もが成長して、何かスポーツをする時に「こういうものもあるんだな。」というような思 

いを抱かせるような施設もあっていいのではないかというふうに思います。 

 特に稚内では公園スキー場、スケートリンクが無くなったとなると、今度、運動する時 

に、「カーリングというものがあるんだな。」というふうに思われるような施設になれば、 

今作っておくのも一つの不安を取り出すためのものと思えば、賛成したいと思います。 

 

○大山委員  

  スポーツは、まちを元気にしますので。 

 

 ○工藤市長 

  そうですよね。 

  だから、よく挨拶で話をするのですが、スポーツの力って、本当に国民に感動を与え 

るじゃないですか。世の中の空気を一変させてしまう、あれはすごい力だなと思って、い 

つも関心しています。 

  

 ○表教育長 

  今年はラグビーですね。 

   

 ○井上委員長 

  今のノシャップにあるカーリング場、あれは初めてのカーリング場だから聖地として残 

しておいてもいいのかなと。 

 昔、有名な選手が来て、稚内のカーリングというのは、そういう人たちにとっては、聖 

地なんだということで、モニュメントにして残したらいいのではと思います。 

 

○表教育長 

  逆に無くなるのは、寂しいという人もいます。それは事実です。私も、そういう話を聞 

きますよ。 
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○井上委員長 

  それぐらいある意味では、稚内におけるカーリング場というのは、特に我々は地元に居 

るからあまり感じないけれども、地方から見た稚内におけるカーリング場は、全然違う価 

値があるというか、次元の違う所で見ているのかなと思います。それを繋げていけば、稚 

内カーリング場というのは、ある意味では必要なのかなというようなことを考えます。 

 

○大山委員 

 カーリングが最初に紹介された時に、習って、雪を固めて、水を撒いて、中央公園で市 

民の皆さんに対し、昔でいう体育指導員をやっていた頃、総がかりでやっていた記憶があ 

ります。 

  

 ○森委員 

  これから生まれる人のことを考えたら、稚内の子どもだったらカーリングができるみた 

いな、稚内の子どもなんだからというふうになっていったらいいと思います。 

 

○井上委員長 

  やはり冬の観光の人たちにも、遊びながらできるというような体験型観光に通ずる要素 

にもなるのではないかと思います。 

 

 ○工藤市長 

  そうですね。 

 

 ○大山委員 

  計画しているこれができると、それこそ市民が気楽に 5、6人で来てやれるという状況 

 を作ってあげられると思います。 

  競技者だけしか使えないという状況はもったいないと思いますし、そういうスポーツで 

もあると思います。 

 

○井上委員長 

 そういうためにも、施設運営も必要になるのではないかと思います。 

 

○工藤市長 

 全体を通して、何かご意見等ございましたら、この際ですのでお受けいたしますけれど 

もいかがでしょうか。 

 特に無いというように進めていってよろしいでしょうか。 

 

○委員全員 

 はい。 

 

○工藤市長 

 ありがとうございます。 

   この総合教育会議、この後もまた色々な案件が出たところで、ご案内をして進めていき 

たいと思っています。 
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本日は予定している協議事項がすべてでありますので、終了しますけれども、最後、事 

務局からお知らせがあります。 

 

○大谷教育総務課長 

 それでは、事務局からお知らせ致します。 

 次の会議についてですが、新年度も 2回程度開催する予定で日程調整をしていきます。 

先ほど市長も言っておりましたが、案件が出た場合に随時開催のご案内をさせていた 

だきますので、よろしくお願い致します。 

 

○工藤市長 

 それでは、以上をもちまして、第 2回稚内市総合教育会議を終了致します。 

本日はありがとうございます。 

 

○委員全員 

 ありがとうございました。 
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