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今金町総合教育会議 議事録 
【 平成２７年度 第１回 】 

 

◆ 期日・会場 ◆ 

  平成２７年７月２３日（木）午後３時３０分～午後５時００分 

  今金町役場２階議員控室 

 

◆ 出 席 者 ◆ 

  構  成  員   今 金 町  外崎町長 

教育委員会  田中（俊）教育長  田中（稔）委員   川上委員 

  小野委員  永井委員 

  オブザーバー   今 金 町  中島副町長 

  事  務  局   総務財政課  森課長  岸課長補佐 

           教育委員会  杉山事務局長  伊藤事務局次長 

 

◆ 説明又は意見を求めるために出席した者 ◆ 

  な し 

 

◆ 議   事 ◆ 

 １，審議確認事項 

  （１）今金町総合教育会議設置要綱について 

  （２）今金町総合教育会議運営要領（案）について 

 ２，意見交換 

  （１）町長政策について 

     ①総合体育館・図書館建設について 

     ②保育料の見直しについて 

  （２）教育委員会要望について 

     ①今金中学校改築・給食センター整備について 

     ②教員住宅整備について 

  （３）事業連携について 

     ①今金町教育推進会議について 

     ②今金町人づくりフォーラムについて 

     ③今金町成人祭について 

 

◆ 議 事 録 ◆ 

 

 １，開会 

 

  ○事務局（森課長） 

     参集のお礼。平成２７年度第１回今金町総合教育会議を開会。 

     新たな教育委員会制度の体制になって初の会議となる。この後の審議であらためてお諮り

するが、本会議の総括事務局は総務財政課が務めさせていただきたく、議長決定までの間、

事務局で進行させていただく。 

     開会挨拶を外崎町長より申し上げる。 
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  ○外崎町長 

     今までは教育関係の会議で総務財政課が音頭をとるという形はなかったが、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部改正により新教育委員会制度が始動することから、今金

町においても関係各位のご努力ご配慮によって新教育長という制度を持ちながら準備を進め、

本日の会議に至った。 

     この度の法改正は学校不祥事の処理の問題に端を発し、また非常勤の教育委員長が責任者

であっていいのかという議論は依然からあったところだが、国のほうで対策のために問題の

改善と教育委員会改革ということに目を向けて今日の形になったと認識している。 

     教育長の役割が明確になったことと、教育行政における問題は社会問題として捉えられる

ことも多く、教育委員会だけで判断が困難なことも多い。そういった今日的な時代背景があ

って、新しい教育委員会制度ができたものと捉えている。 

     新教育長・各教育委員と一体となって連携体制が築けることが望ましいと考えている。ご

理解いただきたいのは、通常、会議とは可否を決める場所だが、この場は協議・調整を行う

場としての位置づけで、これまでと同様に教育委員会は教育委員会としての権限役割を発揮

していっていただきたい。その中で、これまでと同様に町長部局との連携の中で教育施策が

有効に行われるという形が望ましいと考えている。 

     町長は、思いをもってリーダーシップを発揮し、教育委員会との協議調整を行いながら方

向性を定めていくことがこの度の制度の流れ。 

     北海道では、６月１７日に第１回目の総合教育会議が開かれた。相当幅広い分野の大綱の

考え方が示されたようですが、今金としてもこの会議を有意義に取り進めてまいりたい。 

     総合計画後期計画の策定に関わっては、現在、田中（稔）委員にも策定委員として関わっ

ていただいている。独立した執行機関として、総合計画の中に計画登載されることが、何よ

りも大事なのでご努力をお願いしたい。 

     後の意見交換の中でも、私なりの考え方を述べさせていただきたいので、まずは開会のあ

いさつとする。 

 

  ○事務局（森課長） 

資料を確認させていただく。資料は、①レジュメと名簿 ②資料１「今金町総合教育会議

設置要綱」 ②資料２「今金町総合教育会議運営要領(案)」 ③参考資料「総合体育館・図

書館建設について」 ④「今金小・中学校教員住宅配置図」のとおり。 

この後の進めは、運営要領の承認までの間、町長が仮議長を務めさせていただく。 

 

 

２，今金町総合教育会議設置要綱及び今金町総合教育会議運営要領（案）について 

 

 ○外崎仮議長 

    それでは私の進行で進めさせていただく。今日は、審議確認事項が２件、その後に意見交

換を３本の柱建てで進める。 

はじめに、この会議の基本事項について、「今金町総合教育会議設置要綱について」と、「今

金町総合教育会議運営要領（案）」について、一括で説明させる。 

 

 ○事務局（森課長） 

     資料１の設置要綱については以前に説明があったかと思う。２ページにあります地方教育

行政の組織及び運営に関する法律に基づいて、総合教育会議が設置されているということで

ご確認願う。４ページは、いじめ防止対策推進法の抜粋ですが、この後の運営要領（案）の
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中で参考資料としてふれさせていただく。 

     資料２の今金町総合教育会議運営要領（案）は、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律と今金町総合教育会議設置要綱に基づいて、この会議の運営の基本的なルールや進め方に

ついてお示しをするもの。項目ごとに内容を説明する。 

     １）会議の目的 

教育に関する予算の執行や条例提案などの権限を有する町長と教育委員会が十分な意

思疎通のもと、教育課題やあるべき姿を共有して、一層の民意を反映した教育行政を推

進することを目的とする。 

     ２）協議・調整する事項 

大きくは５点の事項について協議・調整を行う。これは特記事項にあるとおり、町長

と教育委員会が特に協議・調整が必要な事項があると判断した事項について、協議・調

整を行うということであり、教育委員会が所管する重要事項の全てについてこの会議で

協議し、統制するという意味ではないということが前提であることを確認願う。協議・

調整する事項について項目ごとに説明する。 

       ①教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定について 

これは法律上の位置づけだが、今金町としては、教育に関する諸計画は総合計画

の基本構想及び基本計画に含まれているとの観点で、第５次総合計画においても同

様の整理がされていること。また、各年度の教育方針や事業計画は、教育委員会に

諮った後に町長の合議を経て、教育執行方針、予算案として議会に提案され決定さ

れる流れがあること。このことから、総合計画策定時及び年度の事業計画と予算策

定時に逐次協議されていると判断されますので、今金町としては、ここに読み込ま

れているような大綱という形のものの策定は当面しないで進めたい。 

       ②教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の

振興を図るため重点的に講ずべき施策について 

具体例では、学校等の施設の整備、教職員の定数など教育条件整備に関する施策

の調整をすること。認定こども園を通じた幼児教育・保育のあり方やその連携、青

少年健全育成と生徒指導の連携、居所不明児童生徒への対応、福祉部局と連携した

放課後対策あるいは子育て支援など連携が必要な事項について協議・調整していく。 

これらについては既に取り組まれている部分ですし、教育委員会がこれらを担って

いるところも多々ありますので、特に問題ないと捉えている。 

       ③児童・生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずる恐れがあ

ると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置について 

具体例としては、いじめや交通事故、あるいは災害によって生命や身体の被害が

発生したり、あるいは発生する恐れがあるといった場合を想定。犯罪に巻き込まれ

る場合も想定しているが、具体的な事案は資料１４ページの「いじめ防止対策推進

法第２８条」を参照願う。 

      ④予算の編成・執行や条例提案、道立学校、児童福祉、青少年健全育成などに関する

事務について調和・調整を図ること 

⑤その他特に必要な事項について協議・調整を行う。 

     ３）構成員 

会議の構成員は、町長と教育委員会を基本構成員とし、副町長がオブザーバーとして

会議に出席し、意見を述べることができるということとしたい。副町長は、町長を補助

する立場にありますし、事務執行上の事務方トップということもあり、こういった視点

から位置づけしたい。更にこれはケースに応じて、学校教育関係者、ＰＴＡ関係者、社

会教育関係者、地元企業からといったような少し広範な範囲をもって出席をもとめ意見
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を聞くことができるものとしたい。 

     ４）会議の招集 

会議は町長が招集する。定例会議は年２回持ちたい。１回目は教育推進会議の日で４

月に、２回目は３月開催の人づくり推進会議の開催日に併せ、出来れば同日開催としお

手間を取らせない形で行いたい。 

町長が必要と認めるとき、あるいは教育委員会サイドから求められたとき会議を招集す

ることができる。 

緊急の場合については、町長と教育長のみの会議が招集でき、この場合は、事前に対

応の方向性が教育委員会で意思決定されている場合及び教育長に対応を一任している場

合は、教育長はその範囲内で調整や決定を行うことができる。 

会議の招集は書面で通知する。 

     ５）会議の議長 

合議制の会議のため、議案の審議を行い、多数の合議により議事を決するために議長

を置き、町長が招集することから、合議のまとめ役として町長を議長としたい。 

     ６）会議の公開 

原則公開とする。ただし、個人の秘密を保つ必要がある場合、会議の公正が害される

恐れがある場合、その他公益上必要がある場合については、その部分に限って非公開に

できるとする。具体の事例は、特記事項を参照願う。 

     ７）議事録の作成 

       都度作成し、議事録と会議資料はホームページと事務局に備え付けることにより公開

する。議事録に記載の内容、作成の方法等については記載のとおり。 

     ８）結果の尊重 

       この会議で協議・調整が整った事項について、その結果を尊重することを合意したい。 

     ９）事務局 

       要綱にもあるとおり、相互事務局で総務財政課と教育委員会事務局があたる。会議の

基本的な庶務は総務財政課があたり、教育委員会事務局は関係事業の情報やデータを持

っているので、資料作成や内容説明について協力を願う。 

     １０）委任 

       運営に関して定めがないときは、会議で協議して定めることにしたい。 

     １１）施行期日 

       本日の会議で承認いただければ、本日付けをもって施行したい。 

 

  ○外崎仮議長 

     事務局より説明ありました。質問や意見をお願いしたい。 

     要領案の中で定例会議の開催があったが、見方によっては４月と３月の開催では時期が近

すぎるのではないかとの議論もあるかもしれない。町の大綱、教育の全体的なものを都度、

協議・調整していく場であるわけだが、４月は既に始まっているし、３月は終盤で議会も終

わり次年度の予算も決まってしまっている。中盤で来年の方向性はどうするかという議論を

する場が必要ではないかとの意見もあると思うが、今までと同様に都度協議できるという押

さえをしていただければと思う。定例会の機会は、同日に開催される教育推進会議と人づく

りフォーラムに構成員が結集するという意味合いで定例会議を位置づけていただければあり

がたい。この点含めてご意見がありましたらお願いしたい。 

     必要があれば、次年度の予算が編成される１１月頃に、もっとも大きいテーマをもって教

育会議になるのではないかと、私なりの想定もしている。 
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  ○事務局（森課長） 

     補足させていただきたい。今の４月・３月の定例会議開催の件は、事業連携でこの後の意

見交換にも説明するが、４月の教育推進会議では関係者がたくさん集まってくださるので、

案件によっては町長から施策や方針について、直接、説明できる場でもあるかと考えられる。

３月の人づくりフォーラムも同様のことが考えられるので、出来ればその日は町長からあっ

たように構成員が結集できる機会という意味合いからも定例という位置付けにしていただけ

たらと考えている。 

 

  ○外崎仮議長 

     ご意見がなければ、まずは要領案に基づいて取り組みをスタートするということでよろし

いか。 

        （異議なし） 

 

     要領案について承認いただいたので、本日付けで施行することとし、議長として引き続き

進行させていただく。 

 

 

 ３，意見交換 

 

   ○外崎議長 

     次に意見交換に移りたい。先に述べたとおり、「町長政策」「教育委員会要望」「事業連携」

の３つの柱で進めさせていただく。 

     １点目の町長政策については、私から述べさせていただく。 

 

 ①総合体育館・図書館建設について 

 

   ○外崎議長 

     従前から教育委員会からの意見もいただきながら総合計画にも位置づけし、だんだんその

方向性が固まりつつあるが、総合体育館・図書館と位置づけた国の補助金や制度活用をして

いかなければいならないという大きな課題が残っている。 

現在は、出来上がってから施設の不備がないよう、町長がリーダーシップを取りながらプ

ロジェクト検討をし、具体的なタイムスケジュールに合わせながら、様々な分野の方々に構

想委員として検討に加わっていただいているというところ。 

どういう建物を造るかが非常に大きな課題だが、施設に対するそれぞれの思いを上手に設

計図に表さなければいけない。具体的な要望を取りまとめ、設計者に提案して設計図に織り

込んでもらうということに、まずは確実に取り組んでいきたい。時間的に限られた中で進め

なければならないが、これについては是非お力添えを願いたい。 

     今金町は都市計画があり、建物面積に制約があるなど、いろいろクリアしなければいけな

いことがある。町長としては、体育館と図書館併用という願いがあるが、様々な法をクリア

できるよう努力し、多くの思いを反映できるよう努力をしていかなければならないというこ

とを共通認識願いたい。 

     場所は今の総合体育館の隣につくるということでそのための対応対策もきちんと取ってい

きたい。 

     まずはこの会議で伝えたい内容は以上ですが、これまで教育長として進めてきた立場から、

副町長から補足願いたい。 
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  ○中島副町長 

     先般、教育委員との合同視察も行ってきたし、庁内的には総務財政課、公営施設課、産業

振興課と関係プロジェクトを組んでいる。要望とすれば期間が限られているので、１番はど

の補助金を活用するかなど、総務財政も協力体制をとっていくので、教育委員会事務局のリ

ーダーシップに、全庁的にタイアップしてやっていきたい。 

議会の方にも様々な意見があるので、随時、進捗状況なり情報提供していきたい。正式な

会議となるとそれぞれ予定もあることなので、総務財政課長と方法について話しているのは、

この件に限らず、行政全般の関係の動きを書面の形で、随時、議員または議会事務局に対し

て、状況をお知らせできるような形を整えたいと考えているところ。 

 

  ○外崎議長 

     タイミングは、設計者に出す前に、こういう要望、こういう提案だというものを見せる。

こういう思いや願いを持って建設に向けていきたいということに理解をいただく方向で進め

ていきたい。教育委員会から何かありますか。 

 

  ○事務局（杉山事務局長） 

     資料を提出しているので内容を説明する。これまでの経過については、体育館の建て替え

あるいは図書館構想が想定されたところから、今日現在までの取り組みについてまとめてい

る。それぞれ携わっていただいておりご承知と思うので内容については割愛する。 

     建設用地について様々な候補地が検討されたが、最終的には現総合体育館の隣へ場所を移

して建設していくことで確定し進めている。 

     基本的な構想については、教育委員にも協力いただいた事務局素案を参考に添付している。

トレーニングルームやランニングデッキ、キッズルーム、学習スペースなど複合的に考えた

ものとしてはどうかというものでまとめている。 

     財源について。全体事業費の頭出しであり、決定したものではない。教育関係の補助金や

林業関係の補助金など、如何に有利な補助金を受け入れできるかという視点も持ち、町財政

負担が極力小さくなるよう十分検討したい。 

     整備スケジュールについて、今現在は今金町にとってどんな施設が必要なのか探るため、

町民あるいは利用団体へのアンケートを実施中で、７月中に取りまとめを行いたい。町民向

け、個人向けのアンケートは総合体育館、役場庁舎、町民センターに回収ボックスを設置し

ているが、数多くとはいかないことから、今日の新聞折り込みで再度、周知しているところ。

これらと教育委員や関係団体、我々事務サイドで町民の意見を受けながら基本的な構想をま

とめ、それを基に設計に進んでいくと考えている。時間的制約があるので、まずは基本構想

の仕上がりが、なるべく早くできるように努力をしていきたい。 

     建設に向けたスケジュールも載せているが、本体工事については２８年度～３０年度の３

か年で整備計画としたい。まずは、基本構想づくりでご尽力をいただくことになろうかと思

っているので配慮願いたい。 

 

 

  ○外崎議長 

     この件について何かありませんか。 

       （特になし） 

     利用団体でも、この件について勉強したいとか、何処か見たいとか、意見があるかもしれ

ないが、その時は教育委員会が窓口になって、なんらかの対策を講じなければならないこと

もあるかもしれない。その時はよろしく願いたい。 
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  ②保育料の見直しについて 

 

   ○外崎議長  

     首長には、福祉あるいは子供たちの教育は保証しなければいけないということが基本にあ

る。しかし、保育所や幼稚園は義務設置ではない。ただし、自治体にしろ民間にしろ設置す

る場合には、当然、運営費がかかるわけで、賄いきれない場合には国の補助制度があったり、

民間の場合には自治体の応援があったりする。 

     保育料について、国は所得に応じた一定の基準をもって補助するが、これは利用者につい

ても、一定程度は負担してくださいという制度。この負担部分への応援は、自治体の裁量権

に委ねられている。 

この裁量権の行使については慎重に進めることが必要であるが、この裁量権の中で、負担

軽減を図って努力していきたいという頭出しを以前からしてきており、今回、保育料の国の

基準が改正されたことに併せて、議会に提案していきたい。 

教育委員会にご理解いただきたいのは、後年度も町費負担が増えるということも十分に理

解していただきたい。今の財政状況ではこれだけの支援ができるが、１０年後も２０年後も

同じく保証できるものでなはい。財源確保のために、基金立てなどして、５年後なら５年後

に一度見直しするということを示しながら進めたい。 

こういう考え方を持ち、近傍の例を参考にしながら季節保育所も含めてお願いしていきた

い。非常に高い軽減になりますが、このことが子育て支援の全てではないので、次の支援に

繋げていければという思いを持ちながら提案していきたい。 

一方で、ただ単に安くなったということではなくて、運営費は依然としてかかるというこ

と。現実問題として保育料減額分は、町の単独費で賄われるということも。きちんと説明し

ていきたい。これまでも保育料の軽減策はとってきたが、今回の軽減と合わせて３千万円く

らいの軽減になる。 

もう一つ想定があるのは、保育料の負担感からこれまで利用しなかった世帯が、要件が揃

えば新規に利用するのではないかということ。待機児童がでないような配慮もひょっとした

ら必要かもしれない。 

     別な視点では、保育を受けれる環境が整えば、例えば、農業の出面の確保にも少しは繋が

るのではないかとの思いもある。保育を利用できれば働きたいと思っている親世代がいるの

ではないかとも想定している。 

 

  ○田中委員 

     今金町は何をしているかといえば、そういう視点も併せて、子供を育てやすい環境が整っ

ていると思うんで、子供を産みやすいとか、子供が多い町というところまでもっていければ

最高だと思う。 

      

  ○外崎議長 

     私としては、次に視点を持っているのは、負担軽減ということでは、医療費の無料化もセ

ットとして検討したいと思っているし、更に重要と考えるのは住宅政策。子育て世代向けの

住宅政策があれば、田中委員が話したように胸を張って言える町になる。 

     子ども子育てアンケートの中で一番要望があったのが保育料軽減の件であったので、ご理

解をいただけるのであれば、子ども子育て会議にも報告し、議会へは具体的な額の提示を含

めて９月に提案して実現に向けていきたい。 
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 ③今金中学校改築・給食センター整備について 

 

  ○外崎議長 

     次に、教育委員会からの要望に移りたい。 

 

  ○田中教育長 

     中学校・給食センターの関わりについて相談申し上げる。私が、平成８年に中学校に教頭

で来た当時、校長から聞いていたのは、築２０年になったら一部改築の予定があるというこ

と。校長で戻ったときがちょうど築２０年ということで、ある程度その方向で動いていると

思っていたところが、延ばし延ばし、後回し後回しになっていたというのが当時の状況。 

     現在の校舎は、昭和５５年から５７年の３年間で完成しており、校舎は５５年から５６年

の２年間で整備されているので築３５年というのが現状。 

     当時から一番気になっていたのが外壁。防水加工がしっかりと施されていたのだろうが、

年数が経つうちに劣化し、内部に湿気がこもるということも実際経験しているし、最近も美

術室の天井が一部水漏れではがれてきたとか、雨漏りでカビが発生しているという状況で、

養護教諭も心配している。生徒たちもそうだが、先生たちの体調にも一部心配しているとこ

ろがあると伺っている。 

     今は直していただいたが、壁にガラスタイルがあった。終業式の日に掃除をしているとき

に破損し、怪我をした生徒を救急車で運んだこともあった。 

     ３５年という年数のこともあるが、湿気の問題、雨漏りの問題と手をかけていただかなけ

ればならないところがある。 

     学校給食センターも築３８年経過している。５２年に建築しているが、今、山を背にして

いるという環境上、衛生面で心配があると聞いている。網戸は修繕していただいたが、調理

中に内部気温は上昇するということだが、山が背で窓は開けられない。調理に影響している。 

平成５～７年には釜類、食器等の更新、炊飯設備の更新をしているが、中学校が新たに建

築ということになれば、場所の選定も含めて給食センターの新築も併せて行っていただける

とありがたい。よろしくお願いしたい。 

 

  ○外崎議長 

     今中と給食センターは以前から教育委員会から要望があったし、計画にも位置づけてきて

おり事情はよく存じている。 

     今中で一番懸念しているのが、今金は水害の心配があること。校長室の下にトイレがあり、

体育館の横に浄化槽があるが、水が出た場合、浄化槽の水位のほうか高く、浄化槽が機能せ

ず汚水が逆流するといったこともあった。 

     カビや湿気が心配だということも理解しており総合計画にも入れたには入れたが、総合体

育館のこともあって遅れている。早くに手をつけなければいけないと認識している。 

     給食センターについては、衛生管理上チェックが厳しく、豊寿園も病院も同様のことがあ

る。給食センターに関わっては、病院もデイサービスも含めて全ての給食を委託できないか

という検討もしてきた。共同の給食センター化を検討してきた経過があるが、ハードルが高

く実現できていない。 

将来考えたら、単独の給食施設でいいかは、今後も検討課題。職員の確保もしていかなけ

ればいけないが、確保できるかが課題。現実として病院も光の里も職員確保ができず民間に

委託した実態がある。 

     まずは給食センターの改修は当然だし、設置していかなければならないが、その設置の仕

方、運営の仕方については練らしていただければ。教育委員会でも事務局長は病院の経験も
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あるので、センター長含めて練っていただければありがたい。 

     私としては、この機会に給食センターを新しく建設するということに関しては、運営も含

めて将来をどうするか描いていきたい。今の方向性の中で改築とはなかなか馴染むものでは

ないのではないか。やはり人件費含めては高上がりにつくし、給食費の軽減ということもあ

ると思う。それに見合う形の中でどう改築するか検討していきたい。 

     総合計画の位置づけというのは、完成年度ではなくて、調査研究のスタートの年度や工事

着手の年度でもいい。総合計画にどう位置づけるかということが重要。この５年間で調査研

究に着手するということで建設に向けていくという担保ができるのだから、そういう捉えで

計画に位置付けていくよう努力したい。 

 

  ○田中委員 

     給食センターの民営化の件で、今金の場合、学校給食センターが中心となって食育を進め

てきている経過もあるが、道内の事例で学校給食での民間委託は結構あるのか。 

 

  ○外崎議長 

     民間委託はある。食育の件は、採算性の問題だけでなく、栄養士の位置づけの問題。町の

栄養士と位置づければ、メニューは町で決定し、委託は調理業務だけ。全部お任せするので

はなく、設置者は町であるから運営は町で、調理業務については民間委託ということで整理

できるのではないか。一番重要な指導やメニューは町主導で行っていかなければ、田中委員

のいうようなことにはなっていかないだろう。 

     この辺いかがですか。まだご意見のある方は。 

         （特になし） 

     まずは頭出しして基本的な姿勢を変えないでいくということでお願いしたい。 

 

 ④教員住宅整備について 

 

  ○外崎議長 

     教員住宅の整備であります。これにつきましても、総合行政としてトータルで考えていか

なければならないし、将来的な構想を考えた場合に予算的には大変な状況にある。文科省の

ハード事業などは特に厳しい。一気には達成できないし、計画的に頭出ししながらお願いし

ていかなければならない。 

     町の住宅政策と併せて検討しなければならない。教員の住宅を確保するために、どういう

手法があるかも、財政含めて検討していきたい。 

 

 ⑤事業連携について 

 

  ○外崎議長 

     次に事業連携でありますが、事務局から説明する。 

 

  ○事務局（森課長） 

     教育委員会制度が変わった中で、総合教育会議を契機として、教育委員会と町長部局が一

体的に物事を進めるということから、連携協力も更に深めていくことが重要な意味あいかと

捉える。今行われている事業の中で協力できそうなものを３つ提案させていただく。 

     一つ目は今金町教育推進会議での連携。例年 4 月に開催されていて、関係者が一堂に会す

る機会ということであり、町長、副町長、私どもも出席させていただき、その年の関連施策、
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重要施策について、直接、町長の口からお知らせをする。そのことで一体的な取り組みに繋

げていきたい。 

     次に人づくりフォーラムは、こちらもたくさんの関係者に集まっていただいておりますが、

テーマとしては、教育だけではなく、広く町の中の様々な活動やまちづくりの動きを垣間見

ることができる機会なので、推進会議同様に町長から話す場面もあるかもしれないが、加え

て町職員の研修機会として、町の中の情報や知識を収集する機会に役立たせていただけたら

と思っている。総務サイドとしては、職員研修の一環として位置づけさせていただきたい。

これまでも部分的には連携をとってきたが更に明確に位置付けたい。 

     3 つ目は成人祭との関わり。町主催といいつつも教育委員会が主管してきた中で、町の関

わり方に疑問が以前からあった。ここ数年の動きとしては、成人を迎えた町職員が、後に実

行委員として携わるということがあったが、それを更に進めて職員研修の一環として研修指

定をする場として位置付けたい。試験採用職員を対象に、採用後３年間を実行委員として一

緒に活動させていただきたい。実行委員会には、まちづくり活動を行っている青年会議のメ

ンバーもいる行事ですから、人脈が広がったり、人間関係が培われたりということを期待し

て位置付けさせていただきたい。 

 

  ○外崎議長 

     1 点目は、その名のとおり教育推進会議ですから、教育委員会に係る分野の方々をベース

としたものでいいのではないかという認識に立てる。 

2 点目の人づくりフォーラムは、すべての人、年齢問わず、特定のエリアが無くてよく、

教育委員会所管に関わらず様々な方々と捉えていいのではないか。そういった特性を踏まえ

て町長部局の関わりを考えていきたい。 

もう 1 点の成人祭は対象が限定されるものであるが、成人祭は町を挙げてお祝いをしてい

くというスタンスをもって取り組んでいきたい。 

 

  ○田中教育長 

     そういうことを通しながら育ってもらうことが必要。教員の世界でも授業だけしかできな

い先生にはなって欲しくないという思いから、極力外部へ出るよう指導してきた。外部での

経験を学校の中に生かしてもらう。外部と接触をもった先生は、違う視点を持った先生にな

れるという経験があるので、役場の職員にもこういう関わりを通じて自分の経験を広げてほ

しい。 

 

 ⑥その他 

 

  ○外崎議長 

     その他になりますが、初めての今日の会議でもあり、感想も含めて一人ずつ一言いただき

たい。 

 

 

  ○田中委員 

     これまでも事あるごとに、町長、副町長が来てくれて説明をしてもらったり、要望も教育

長を通じて行ってきていたので、今日も違和感なく出席できている。 

“まちづくりは人づくり”と歴代の社教主事が言ってきているわけだし、前にも言ってきた

が、産業人の教育、次の世代の人をつくることが課題だが、産業振興課やまちづくり推進課

と十分連携していかなければないことなので、こういう会議があって基盤をつくって課題に
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取り組める。 

それから、当面の課題としては結婚相談所なども町を挙げて取り組んでいかないと次の世

代を育てていけないわけだから、それらについても意見交換しながら、他の団体の協力を受

けながらやれることになると思う。 

町長をトップにして全課挙げて、まちづくり、人づくり、次の人を育てていくということ

で期待したい。 

 

  ○川上委員 

     この会議は、今までも町長、副町長との懇談があったので特別という感じはないが、あら

ためて新しい会議のテーブルに着くということで、事前に教育委員で話し合ってきたことが

ある。教育委員会の管轄は広く、幼児教育、学校教育、社会教育、社会体育、福祉などとて

も広範に渡っている。4 人の教育委員で分担制にして、担当した分野に特に耳を傾けて、町

民の生の声を取り上げて、この場で共通の課題として話し合ったり、解決できるような協議

をしていけたらよいと思っている。 

 

  ○小野委員 

     教育推進会議でも現場の声を町長に届けたいということを話させていただいたが、今日、

町長の思いも直に聞くことができた。保育料の件についても、親世代の私としてはありがた

いこと。この金額で、昼食もおやつも食べれて、一日見てもらえることが出来てすごくあり

がたい。 

     総合体育館・図書館建設に関わって視察に参加した際、いろいろな配慮を見てきた。幼児

向けに頭をぶつけないよう角々にカバーがつけられていたり、細かいところの配慮も必要と

思った。 

この頃、町を見回して気になっているのが、幼児から目を離している親がすごく多いとい

うこと。野放しと感じることも多い。私たちの世代だと親の責任という意識が強かったが、

若い世代は、責任を自分でなくて行政や他に向けてしまうという傾向があると思えるので、

施設の安全性には特に配慮したほうがよいと感じた。そういう現場の声を届けられたらと思

っている。 

 

  ○永井委員 

     ７月１日から教育委員の任をいただいた。まだまだ勉強不足だが、今まで社会教育のほう

でお世話になってきたので引き続きよろしくお願いしたい。 

また、この会議構成員の顔ぶれは、２０年くらい前には、全員が教育委員会にいて一緒に

活動していたメンバーですので、懐かしくほっとしているところもあります。楽しみな有意

義な会議になると思うので、これからもよろしくお願いしたい。 

 

  ○外崎議長 

それぞれの言葉の中にあったように重要なのは、一人の人間の成長に関わるということは

教育分野だけでなくて、福祉や医療、生活安全など様々な分野が関わってくるということ。

それを総合的にみていこう、総合行政として、トータルとしてバランスのとれた行政として

関わっていきませんかということが、この会議に求められている重要な視点になるというこ

と。 

教育委員の中でもそれぞれが選任の所管を持つ。特に配慮していこうという担当制という

ことは素晴らしい取り組みと思っている。特に今金の教育委員会は福祉のほうも早くから取

り組んでいただいており、一足早くこの会議の趣旨に則ってやってきていますから、その取
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り組みに期待したい。 

     目離ししている親が多いとのことに関して、『幼児期には手を離してはいけない。小中学生

期には目を離してはいけない。高校生や大人になっても心を離してはいけない』というのが

親としての原則だといわれてきたが、幼児期からもう目を離してどうすんだという思いにな

る。 

心配になるのは、保育料や医療費のこともそうだが、子供の健康管理や行動は親がきちん

とみなければいけない。親が責任者ということ。それは金銭で解決できることでないし、そ

のことをきちんとわきまえていただければ、行政がいろいろな支援をしても価値あるものだ

と思う。あくまでも子育て支援に役立つための、ひとつの一環としての減免であるから、理

解しご配慮くださいということを如何に伝えていくかも重要なこと。 

     いろいろな場面で、この会議が機能できるのではないかなと思い期待している。 

     副町長から一言お願いする。 

 

  ○中島副町長 

     １回目の会議となったが、町長は、今回、子育て支援に正面から向って政策も予算も、そ

れから町全体としては、『まち・ひと・しごと』という大きな括りの中で今金町の戦略をスタ

ートするというところ。 

     ただ、教育長時代からちょっと心配していたのは、うちの町はすごく充実するんだけれど

も、案外と伝わって無かったり、当たり前だという感があるように思っている。これは、町

長の政策や思いをきちんと伝えていくことをしないと、何故この政策を打つのかということ

を根っこに持っていかないと、いけないということ。今の人はいいよねとか、もっと早くや

ればよかったのに、というところに話がいってしまうと、せっかくの政策が効果ないものに

なってしまう気もするので、これは行政全体で、もっと情報提供ということをやっていきた

いと思っている。 

     総合行政ということを町長は言っているが、昨日、４町連携の副町長会議があった。役割

は、町長たちが政策を打ち出せるような題材を用意する、環境を整えるということ。また、

町長や副町長の連携無くして担当者の連携もありえないので、まずはやれるとことから取り

組むということを確認してきた。 

４町それぞれに同じものを揃える必要もないし、それぞれにあるものをお互いに活用すれ

ばいい。この４町の連携をもっと意識してやっていきたいということで賛同をいただいてき

たので、今後具体的な動きが出てくると思う。 

     職員の育成に関しては、教育推進会議では教員の紹介もあったりするが、役場の新人職員

も参加し紹介していただける場面なんかもお願いしたい。これから関係団体にお世話になる

こともあると思うので是非お願いしたい。 

     町長からは、総合教育会議は総合行政の一つという捉えでの話もあったが、皆さんが違和

感がないというのは、これまでも町長や副町長に来ていただいて意見交換をしているし、先

取りしてやってきていたこともあって、全然構える必要がないということ。ただ、近くなっ

ただけに中身はよく見えますから、これからますますよろしくお願いしたい。 

 

  ○外崎議長 

     議題は以上ですが、他に何かございますか。 

       （特になし） 

 

 ４，閉会 
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  ○外崎議長 

     無ければ、田中教育長に閉会の挨拶をお願いします。 

 

  ○田中教育長 

     こうして一堂に会して意見交換できるのは素晴らしいこと。新制度の持っている意義はこ

ういうことなんだということが実感できた。 

     教育委員の役割の一つとしては、新しい情報を如何に得るかということが、この新制度の

キーワードかなと思っているが、先ほどから報告ありましたが、分担制など、もう既に具体

的に動き始めているというところが、うちの教育委員のすごいところだなと驚いている。 

もう一つは、今まで進めてきた連携を改めて確認するということ、それを更に具体的に進

めるということが私たちの役割かなとも思っている。 

町長の話から感じたことの一つですが、例えば保育料で浮いた分をスマホに使わなければ

いいなと、ちょっと気になった。何のためにこれをやるんだということが明確になっていか

ないと、子供に使わないで他のことに回されるということであれば、元々の目的とかけ離れ

たものになってしまわないか。発信するときに、町長が描いていることはこういうことだと

明確に伝えていかなければならない。私たちもそれを伝えていく。自分たち事業を担う者が、

それをきちんと伝えていく義務があると感じた。 

いずれにしても、こうして新制度が動き出したということを大事にしながら続けていかな

ければならない。改めて自分自身が実感したことをお伝えしながら挨拶とする。 

 

  ○外崎議長 

     今金町においては、第１回目の歴史的な会議となった。今後も教育委員会と町長部局の関

係は変わらずにお願いしたい。少なからず、協議を進めていかなければならないこともある

が、共に向かう方向は変わらないということを確認できた会議だった。 

これからもよろしくお願いしたい。本日の出席に感謝する。 

 

      


