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今金町総合教育会議 議事録 
【 平成２９年度 第２回 】 

 

◆ 期日・会場 ◆ 

  平成２９年１２月８日（金）午後３時００分～午後５時００分 

  今金町役場２階大会議室 

 

◆ 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）職務代理者 

                                                     小野委員  船木委員 

永井委員（欠席） 

  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  住吉課長補佐  鈴木主幹 

           教育委員会  杉山事務局長  坂田指導主事  宮崎事務局次長 

  宮本主幹  鈴木係長  白岩社教主事  大場社教主事 

  情 報 提 供   今金町校長会 松原会長  米田副会長  佐藤事務局長 

           まちづくり推進課  寺崎課長 

 

◆ 議   事 ◆ 

 １，審議確認事項 

  （１）スポーツ振興計画策定について 

  （２）文教施設の整備について 

     ①総合体育館建設について（継続） 

     ②今金中学校の改築について（継続） 

     ③学校給食センターの新築について（新規） 

     ④文教施設に係る長寿命化計画の個別計画の早期策定について（新規） 

  （３）図書振興と環境改善（施設整備含む）について 

     ①図書振興の強化について 

     ②今後の施設整備の方向性について（確認） 

  （４）選挙学習会などにおける今金高等養護学校との連携について 

  （５）教委事務局・総務財政課担当者による学校訪問について 

 ２，情報提供 

  （１）ふるさとキャリア教育（グローカル人材教育）の推進について（今金町校長会より） 

  （２）札幌国際大学連携事業『今金プロジェクト２０１７』について 

                               （まちづくり推進課より） 

 

◆ 議 事 録 ◆ 

 

【開会あいさつ】 

 

  ○外崎町長 

   ・先般４月２５日の開催より少し期間をおいたが、この間の教育推進に対するご尽力に感謝申

し上げ、何点かお願いを申し上げたい。 

   ・1 点面は、情報の共有及び事務事業の進捗状況の報告・連絡・相談などへの配慮について、
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更に強化していきたいこと。総合体育館・図書館建設事業及び各種事業の経過反省を踏ま

え、町長部局。教育委員会部局並びに教育委員及び各関係委員、関係団体 ― 代表者の

みならず構成員への周知も含めて、事務事業の趣旨及び内容、進捗状況の周知と相談の強

化について努めてまいりたい。 

    時には、直接会って資料を配布するなり、言葉をかけることで、足を運んでいただくきっか

けになったり、理解を促したりすることにつながることも間違いのない事実なので、労を

惜しむことなく取り組んでまいりたい。 

   ・2 点目は、様々な機会を通じて周知活動、広報活動、アピール活動に努めたいこと。ともす

れば新聞折込や回覧、ポスターなどで周知されたと思い込んでいるが、必要に応じてパネ

ル化や映像化し情報をお届けする姿勢も大事で、意図的にセッションする場面が必要。教

育委員会の特性は子ども、保護者、高齢者など関わる世代が多様で、その方たちに興味関

心をもたれると、自然と広まりができる。大いに意識して取り組みを願いたい。 

   ・3 点目は、スポーツ振興計画について、策定に向けて全面的に協力を願いたいこと。今金町

はベースとして、第 5 次総合計画に基本目標として『いきいき 今金 ～ 育ち、輝く地

域人』を掲げ、その目指す姿として「町民が気軽にスポーツ・レクリエーション活動を楽

しみ、交流を深め、健康増進と自己実現につなげるまちづくりを推進します」と謳ってい

る。この総合計画に基づく具体的な政策と取り組みについて、方針と事業の整理及び実施

に向けたストーリーを持たせた具現策としてスポーツ振興計画を捉えたい。 

視点としては、一つ目に年齢に応じた健康増進とスポーツ活動の奨励であり、健康づくり

と競技等の運動実施率をどう高めていくかということ。2 つ目に総合体育館のみならず各ス

ポーツ施設やスポーツ利用が可能な施設の整備と利用の促進を如何に図るかということ。3

つ目は、活動の展開に必要な環境づくりとして、人・組織の関わりや機会提供を含めた支

援体制をどう構築するかということ。4 つ目に体力の３大要素である“持久力”“筋力”“柔

軟性”を高める運動 － 例えば、歩く・走る等の有酸素運動、ストレッチ、筋力トレー

ニングなどを如何に奨励するかということ。願わくば、今金町として『スポーツ（身体運

動）の習慣化運動』といった取り組みまで高めたい。 

    キーワードは“交流”である。様々なつながりを大事にしてストーリー性のあるもので、文

字の羅列によらないわかりやすい明快なスポーツ振興計画の策定に配慮願いたい。 

 

【審議確認事項】 

 

１，スポーツ振興計画策定について 

 

 ○議長（外崎町長） 

  ・事務局より説明を願う。 

 

 ○宮崎事務局次長 

  ・骨子試案について説明する。今回の提案はたたき台ということであり、国の第２期スポーツ

基本計画、道の第２期スポーツ振興計画を参考にしながら考え方を整理している。これら

を参考に今金町の目指す姿を明らかにしていきたいと考えている。 

  ・幼児から高齢者、健常者と障がい者、誰もがその人に応じたスポーツ活動ができる環境を整

備し、町民の健康づくりや運動能力の向上とスポーツを通じたひとづくりに寄与できる計

画となるよう目指したい。 

  ・策定フローについては、教育委員会のみならず役場関係課や議会との調整の場面も想定し、

作業行程を整理している。すぐに取り組まなければならないものとしては、審議会のメン

バーを決定してたたき台を見ていただくような流れが必要と思っている。 
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  ・策定スケジュールについては、スポーツ振興計画に基づき総合体育館運営計画を著さなけれ

ばならないことから、少しでも前倒しして策定を終えたいと考えている。 

  

 ○議長（外崎町長） 

  ・策定フローの中で意識調査は少し懸念がある。アンケート方式にしろ、何らかの調査という

ことになれば、仮説を立てたり分析したりとかなりの時間を要する。時間が十分にあれば

構わないが、審議会には専門家で様々な立場の方が関わるのであれば、現状は十分に認識

されていて、アンケートに代わる要素は十分得られると思うので、あらためてアンケート

は必要ないと考えるが如何か。 

 

 ○田中職務代理 

  ・農業関係でも計画策定の度にアンケートをとったりするが、あれで何が浮き彫りになるのか

疑問なところもある。既に何が課題で何が必要かは、みんなわかっていることで、あとは

どう取り組んでいくかという視点が大事になるので、関係者が集まって検討してもらえれ

ば実態把握という面では十分かと思う。 

 

 ○議長（外崎町長） 

  ・教育委員会で所管していない障がいや福祉といった分野は、福祉課や保健師との連携でカバ

ーできるので、委員会だけでなく巻き込んで策定にあたられては如何かという観点である。 

 

 ○船木委員 

  ・私も田中委員に賛同する。いろいろな方々の意見を聴いて積み上げていくことが前提で、分

からないところがあれば調査し補足するということでいいのではないか。 

 

 ○議長（外崎町長） 

  ・図書室の計画は、まさしく様々な方の意見の積み上げできちっと出来上がっている。作った

からといって終わりではなく、常々、変えていかなければならない部分もある。船木委員

が言われるように不明なところがあれば聞き取りや調査をするというスタンスですすめる

のが望ましいのではないかと思う。 

 

 ○小野委員 

  ・やはり、専門の方々の意見を取り上げていく。専門でなければわからないというところが大

きいと思うので、意見を聴いて決めていくというやり方がベターだと思う。 

 

 ○議長（外崎町長） 

  ・町長部局からあれば。 

 

 ○中島副町長 

  ・心配なのは、骨子試案は理解できるが、審議会にストレートに出してしまうと、まったく意

見が出てこなくなるという懸念があることがひとつ。“スポーツ公国”などいろんな文言が

はじめて目にするものだし、具体的方針なるものも審議会で決めていくこと。ベースとな

るのは総合計画の中の教育に関する部分だとか、総合体育建設にあたっては福祉との連動

ということもいっている訳だから、福祉計画的なことも内容に入ってくるということが必

要。 

  ・総合体育館・図書館構想の時に、全てが決まってしまっていてなかなか意見が反映されない

といった声も伺っていたので、検討の筋道として柱立ては良いが、中身については具体的
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な検討の余地を残していたほうがよい。 

  ・町長の願いでは、体育館を町民のモノにするためにどうしたらよいか。市街地だけでない地

域の人たちにどう関わらせるのか。専門部だけでなく高齢者や子どもたちもどう巻き込ん

でいくのかといったあたりが根っこにくるところ。役場の職員も含めて関わり方を考慮し

て、メンバー構成や会議の進め方といった面も相談してやって欲しい。 

  ・今金町は様々な大学と連携している町だし、障がい者スポーツ、パラスポーツも間違いなく

実態としてあること。プロのスポーツ団体とも関わりがある町なので、政策的にどうつな

がっていくかということも間違いなく目玉となる観点。 

 

  ○杉山事務局長 

   ・策定スケジュールは年度内策定の予定だが、保健福祉課との打ち合わせの中で、健康増進計

画が３０年度いっぱいの計画期間で、３１年度からの計画について来年度策定をしていく

ことから、スポーツ振興計画についても歩調を合わせてはどうかとの打診ももらっている。

スタートは遅れるが、スポーツ振興計画も３１年度スタートというのは如何か、町長の見

解を伺いたい。 

 

  ○議長（外崎町長） 

   ・現状、全ての計画の期間が揃っていることはない。策定もその都度行なわれてきており、計

画期間がずれているからといって、更新時にあっても、通常、その内容に大きな変革はな

いのではないかと思う。基本的な考え方が全く変わるかというと、そういうことはない。

そこは割り切っていいのではないかという実感がある。 

 

  ○副町長 

   ・取り組みの基本方向は、全体で確認されたと思うので、実際に取り組む前に今一度相談して

取り進めることとしたい。 

 

 ２，文教施設の整備について 

   ①総合体育館整備について 

   ○杉山事務局長 

    ・総合体育建設については既に着手し、１２月１２日に建設にあたっての住民説明会を午

後７時から老人福祉センターで行なう。 

    ・備品は３０年度当初予算に向けて中間報告を議会並びに教育委員会へ提示した。まだま

だ精査を要するのでご意見を願いたい。また、備品整備については福祉課とも情報交換

しながら進めている。 

    ・３１年度の現有体育館の解体に向けてスケジュールを組んでおり、この後、解体工事の

設計、解体と進んでいく予定。 

    ・テニスコートについては協議が煮詰まっていない。競技団体には、中学校整備も視野に

検討していきたいと伝えているが、これもそろそろ方向性を出していきたい。 

 

   ②中学校の改築について 

    ○杉山事務局長 

     ・当初の目論見では３２年度には解体工事に入っていきたいとしておりましたが、今現在、

町長部局でも営繕検討委員会でも中学校を含め協議されているが、用地について私の認

識では確固たる決定がなされていないのかなと思っておりますが、この決定がなければ

この後の用地造成や先行する地質調査などに進んでいけないということもあるので、教

育委員会としてもそうですが、町長部局においても決定をお願いしたい。 
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   ③学校給食センターの新築について 

    ○杉山事務局長 

     ・新中学校に併設なのか、別な形で単独設置なのかご検討をお願いしたい。 

 

   ④文教施設に係る長寿命化計画の個別計画の早期策定について 

    ○杉山事務局長 

     ・先日、長寿命化計画に係る担当課長会議があり、文科省担当者も来札され、財務省の方

針として、個別計画のあるものから採択に向けたいとの声があるとのこと。決定ではな

いが、法的には３２年度中の個別計画策定が規定されていることから、この時点から個

別計画策定が優先されるものと考えられる。 

     ・中学校、給食センターの要望の段階でも既に個別計画の有無が問われているので、補助

の採択優先を考えるのであれば、出来る限り前倒していかなければならないと考えてい

る。 

     ・教育委員会の所管施設だけでつくるのがいいのか、公共施設全体で業務委託やまとめを

したほうがいいのか早めの協議をお願いしたい。 

 

  ○議長（外崎町長） 

   ・①については既にスタートしたところ。②～④に関わっては議会常任委員会でもお願いした

ところ。中学校の一番の議論になる何処に建てるかということについては、議会も調査な

り検討なりしていただければありがたい。そのことと町長提案と付けあわせをしていくこ

とが必要でないか。 

   ・国に対する予算要望の経過から、予算が厳しい中では、何処に建てるか含めてあらかたの設

計書がなければ要請も声もあげられない現実がある。ただ予算をつけてくださいではあり

えないので、早急につくりあげていかなければならない。 

   ・全国的に耐震の優先順位は苦慮している状況で、早くに手上げをする必要があり、図面なり

設計を早くにつくりあげて声出ししていく必要がある。庁内体制で取り組みを進めていき

たい。 

 

  ○中島副町長 

   ・庁内営繕検討委員会でたたき上げている。職員アンケートと補佐次長会議での検討報告をい

ただき、営繕検討委員会の構成課長の中でまとめに入っている。 

   ・懸案施設の場所、規模などについて営繕検討委員会での考え方が出来たら、一度、議会へ相

談したい。中学校についても同様に進めたい。具体的に頭出しをして共通理解で進めてい

きたい。町長とも話しているが、３月定例会に向けて議会要請をしていきたい。 

 

  ○小野委員 

   ・中学校建設について、全道教育委員研修会の際、小中一貫教育における場所と校舎のあり方

について質問してきた。小中一貫、義務教育学校の考え方が国の段階で見通せないところ

もあるが、一度、建てると３０年、４０年使うものなので、今金町として将来、小中一貫

をどう捉えるかにもよるが、場所と校舎は重要な問題だと感じた。 

 

  ○議長（外崎町長） 

   ・施設の設置のあり方と学校運営のあり方は一貫だとか一体だとか様々な方式があるし、その

あたりも整理していかなければいけない。 

   ・土地利用もあるが、場所が全ての解決の糸口となることは間違いのないことで、教育委員の

皆さんも様々研修していただいて助言いただければ幸いに思う。 
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  ○中島副町長 

   ・議会サイドで検討がなされたら、教育委員さんからも何を望んでいるのか教育委員会として

訴えてもらいたいし、議会側の意見も受け止めてもらいたい。町部局としての考え方も示

したいし、協議の場をきちんと設定していきたい。 

 

  ○議長（外崎町長） 

   ・町長部局としての考え方、教育委員会として方針、議会として思い、それぞれの立場でそれ

ぞれがあって然るべきなこと。向き合える場をきちっと設定し、合意のもとで取り組みを

進めていきたいのでご理解を。 

 

 

 ３，図書振興と環境改善（施設整備含む）について 

 

  ○事務局（杉山事務局長） 

   ・新たな図書室については建設時期の見直しということで現在に至っている。建設までの間、

現図書室が中核施設として、環境改善を図るなどして町民に対する図書の普及啓発につな

げていただきたいとの町長の指示を受けている。 

   ・夏休み期間中には、特に子ども達への読書活動や学習スペースとして試行的に町民センター

各室を開放した経過があり、若干なりとも動き出したところである。 

   ・平成３０年度は更に環境改善を進める意味合いから予算もお願いしているところである。概

略は担当から説明する。 

 

  ○大場社会教育主事 

   ・平成３０年度の町民センター図書室運営について、従来の取り組みを継続するほか、図書室

の環境整備として、閲覧学習スペースの整備、本と本棚の整備、事務・作業スペースの整

備を柱として、図書室レイアウトを全面的に見直すこととしている。このことに伴い、カ

ウンターや書棚、学習机・イスなどの備品購入予算を計上している。 

   ・従前からの啓発普及事業の運営と併せて、ハード面からも、町民センター各室の活用を図る

ほか、図書室そのものについても読書環境の改善を図り、図書の振興や普及啓発、特にニ

ーズの高まっている児童生徒の学習活動の支援につなげていきたい。 

 

  ○事務局（杉山事務局長） 

   ・来週１２月１５日に町民センター運営協議会が開催される。教育委員会側としては、町民セ

ンター全体が図書室といった捉えの中で、町民センターロビーはじめ各室の空き状況に応

じた柔軟な利活用の方策についてお願いしてまいりたい。 

 

  ○議長（外崎町長） 

   ・私のほうからも運営協議会へ活用方法について提案させていただきたい。夏休みの取り組み

を経て、必要性も認識できたことと、利用も一定程度目処がたったことからも説明に付し

ていきたい。 

   ・少し具体的にいえば、２階ロビーは常に利用が可能なスペースであることと、２階の物置ス

ペースは図書の収納にも使えるのではないかと思われるので提案し、図書室そのものの環

境整備につなげていきたい。 

    

  ○中島副町長 

   ・図書室のリニューアルにどのくらいの時間と費用がかかると見積もっているか。 
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  ○事務局（杉山事務局長） 

   ・閲覧用のテーブルやイス、傷んだ本棚の更新など最低限のもの、カウンターも立ち寄りやす

いものにリニューアルしていきたい。金額として１００万円くらいと見積もっている。 

 

  ○田中職務代理者 

   ・研修室は開放されているのか。 

 

  ○事務局（杉山事務局長） 

   ・図書室入り口両側の研修室も和室も普段使いはそんなに使われていない。１階、２階のロビ

ー、こいもちゃん広場を中心に開放していただけるように考えたい。 

 

  ○中島副町長 

   ・危ないものや壊れたものは予算があるとかないとかのレベルではなく、必要なものは整備し

なければならない。 

   ・こうした取り組みが広く認知されて図書の必要性や大切さといったことが町民の中に広まり、

図書館が必要だと言われるように期待したい。 

   ・子供たちの学習機会の提供だとか、柱をきちんともって、議会にも取り組みの説明をして、

図書の必要性に理解をいただく努力を。 

 

 

４，選挙学習会などにおける今金高等養護学校との連携について 

 

  ○事務局（鈴木総務財政課主幹） 

   ・総務財政課と子ども達との関わりということでは、今金中学校、檜山北高校の生徒たちの職

場体験実習の受け入れを毎年実施している。今回は、高等養護学校の選挙額集会の取り組

みについて事例発表する。 

・きっかけは、ご承知のように選挙年齢が１８歳まで引き下げられたことで、昨年から実施

している。 

   ・今年は５月９日に授業の一環として取り入れていただいた。選管委員長と私どもが出向き、

５０分の授業をひとコマ持たせていただいた。 

   ・『高校生のための選挙ブック』というリーフレットを教科書として、「民主主義の主人公は私

たち国民」「選挙とはどのようなものか」といった５つの項目について話をさせていただい

たのと、馴染みのない言葉もあるので、国語辞典も用いながら調べ学習を行なった、中に

は電子辞書を使っている生徒もいた。普段使っている言葉が国語辞典になかったり、いろ

いろな発見もあった。 

   ・最後に“総理大臣に独裁的な人がなる可能性があるんですか”という質問があり、総理大臣

は国会議員の中から選ばれるし、国会議員は国民が選挙で選ぶ仕組みなので、大切な一票

を投じて、そういった人が選ばれないように公正に選挙しましょうということでまとめた。 

   ・今回の衆議院議員選挙期日前投票で高等養護の生徒が投票している模様が北海道新聞に取り

上げられたので記事を参考に添付しました。 

   ・生徒会選挙では、選管で備えている投票箱と記載台を貸し出し、実際の選挙と近い環境で行

なわれている。 
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５，教委事務局・総務財政課担当者による学校訪問について 

   

  ○事務局（森総務財政課長） 

   ・昨年から総合教育会議の関わりから実施している。昨年は副町長と教委・財政担当者、今年

は教委と財政担当者で行なった。期日は１１月２４日・２８日・２９日に実施した。 

   ・内容は、予算編成に関わり各校の予算要求の聞き取りと、これまで導入した備品等の活用状

況などについて説明を受けた。 

   ・予算の仕組みなどにも理解を深めていただき、予算が有効に活用されることを期待し行なっ

ている。参考にさせていただき、予算査定に反映させていく。 

 

 

【情報提供】 

 

１，ふるさとキャリア教育（グローカル人材教育）の推進について（今金町校長会より） 

 

  ○今金町校長会（会長：松原真一／副会長：米田昌／事務局長：佐藤等） 

   ・今後の子供たちの教育をどう考えるかといった課題対応としてキャリア教育をキーワードに

推進する方向性を見出した。当然、学校現場だけでできることではなく、地域や教育委員

会、一般行政との連携協力をもとに取り組みを進めていきたい。今段階での考え方につい

て情報提供させていただきたい。 

 

      ～ 別紙資料により情報提供 ～ 

 

  ○感想・意見等 

・家庭、学校、地域が一緒になって子育てをしていかなければならないと思うが、基本的な 

生活習慣というのを小学生から身につけさせていくということに関して、義務教育の時代

は学校でみてくれているという安心感はあると思うが、義務教育を離れてからは自分自身

でしっかりと身に着けていく力をつけておくということからも期待できる取り組み。 

   ・高等養護学校の校長先生から伺った話だが、養護学校卒業生への就労支援で２年間職員とし

て役場で受け入れているが、この期間のうちに本当にびっくりするくらい子供たちが変わ

るということを目の当たりにし感謝しているとのこと。 

    学校にいる間は守られている。社会に出たときにこそ、子供たちの力が試される。校長会が

目指す一貫教育について伺い、連携先それぞれで共有されて定着していってほしい。 

   ・校長会でこうした考え方をまとめていだいて、感謝とともに非常にびっくりして伺った。同

時に、これだけのことをやるというのは、先生たちにとって非常にたいへんなことと感じ

た。地域の応援も非常に大事にしたい取り組み。 

   ・子供たちに対する社会の思いや要請を親がどう受け止めるかという観点もある。先生たちが

その思いを受け止めて取り組みを進めることと同時に、親そのものにも理解を促すことも

大切ではないか。鉛筆の持ち方、箸の使い方といったような本来家庭で教えるべきことな

ど具体的に親のやるべきことを示すことも必要あるのではないか。 
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２，札幌国際大学連携事業『今金プロジェクト２０１７』について（まちづくり推進課より） 

 

  ○まちづくり推進課長 寺崎康史 

   ・地域連携事業に関する協定を締結した札幌国際大学との事業を、平成２４年から継続して実

施してきている。 

   ・本年度は、大学生が学科で学んだことを地域にどう還元していくかというテーマに基づき、

本町で課題の一つとしている美利河地区の地域振興と結びつけて取り組んだもの。学生と

地域だけでなく、地元の中学生も参画し、“交流”“歴史”“健康”をテーマにフィールドワ

ークを行い取りまとめた。成果については別途発表の機会や町理事者との意見交換などの

機会を創出したい。 

 

      ～ 別紙資料により情報提供 ～ 

 

  ○感想・意見等 

   ・先ほどの校長会のキャリア教育ともつながるし、町を知り、社会の動きを知ることと、社会

にどう貢献するかということを考える貴重な機会になったのではないか。一つでも実現に

向けていきたい活動である。 

 

 

【閉会あいさつ】 

    

   ○議長（外崎町長） 

    ・非常に内容のある教育会議であった。今後も密度の濃い機会をつくってまいりたい。 

    ・本日の会議お疲れ様でした。 


