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平成２５年度 石狩市教育委員会会議（９月定例会）会議録 

 

平成２５年９月２４日（火）       開 会 午後 １時３０分 

第２委員会室 

 

○委員の出欠状況 

委  員  氏  名 出席 欠席 備     考 

委員長  中 村 照 男 ○   

委 員  土 井 久美子 ○   

委 員  門 馬 冨士子 ○   

委 員  松 尾 拓 也 ○   

教育長    鎌 田 英 暢 ○   

  

○会議出席者 

役     職     名  氏    名 

生涯学習部長 百 井 宏 己 

生涯学習部次長 柴 口 史 子 

総務企画課長 上 田   均 

学校教育課長 蛯 谷 学 俊 

社会教育課長 東   信 也 

文化財課長 工 藤 義 衛 

厚田生涯学習課長 池 垣   旬 

教育支援センター長 西 田 正 人 

特別支援教育担当課長 森   朋 代 

学校給食センター長 成 田 和 幸 

市民図書館副館長 丹 羽 秀 人 

市民図書館副館長 板 谷 英 郁 

総務企画課総務企画担当主任主査 吉  田  雅  人 

総務企画課総務企画担当主査 髙 石 康 弘 

社会教育課社会教育担当主査 斉 藤   晶 

 

議事日程 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名  
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日程第２ 議案審議 

議案第１号 石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定について 

     議案第２号 教職員の処分の内申について 

     議案第３号 教育委員会職員の人事異動について 

 

日程第３ 教育長報告 

 

日程第４ 協議事項 

① 教育委員会の点検・評価（平成２４年度分）について 

 

日程第５ 報告事項 

① 「オール北海道で目指す目標」の達成に向けた市教育委員会の取組について

（第４期） 

② 平成２５年度全国学力・学習状況調査について 

③ 平成２５年度石狩市・恩納村中学生交流（派遣）事業について 

④ 第５８回石狩市民文化祭の開催について 

⑤ 第１４回（平成２５年度）図書館まつりの開催について 

 

日程第６ その他 

 

日程第７ 次回定例会の開催日程 

 

 

開会宣告 

 

（中村委員長）ただいまから、平成２５年度教育委員会会議９月定例会を開会し

ます。 

 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名 

 

（中村委員長）日程第１ 会議録署名委員の指名ですが、松尾委員にお願いしま

す。 

 

 

日程第２ 議案審議 
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（中村委員長）日程第２ 議案審議を議題とします。 

 

議案第１号 石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定について 

 

（中村委員長）議案第１号 石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定について、

提案願います。 

 

（鎌田教育長）議案第１号 石狩市教育委員会委員長職務代理者の指定について、

現任の土井職務代理者の任期が、平成２５年１０月５日までとなっていることか

ら、その後の職務代理者を予め決定するため、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１２条及び石狩市教育委員会会議規則第６条の規定に基づき、石狩市

教育委員会委員長職務代理者の指定を行っていただきたいと存じます。詳細につ

いては、百井部長から説明させていただきます。 

（百井部長）私から、委員長職務代理者の指定について、説明いたします。職務

代理者の任期については、法律上も特に定めがないことから、本市においては、

委員長の任期と同じく１年間としているところです。その任期が来月５日までと

なっております。現在、次期の委員長選挙については、１０月６日以降というこ

とで想定していますことから、職務代理者任期の空白と言いますか、不在期間が

生じないよう、予めこれを指定しようとするものです。その任期については、１

０月６日から新たに委員長が選任されるまでの間と考えています。なお、教育長

を除く教育委員４名のうち、現時点において判断すると、１０月６日現在に在任

が確実である方は、門馬委員と松尾委員の２名でありますことを申し添えます。

以上です。 

 

（中村委員長）ただいま、提案説明のありました議案第１号については、石狩市

教育委員会会議規則第６条第２項に、「委員長職務代理者を指定する場合は、前条

第２項から第４項までの規定を準用する。」とありますので、指名推薦の方法によ

り行うことでご異議ありませんか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）ご異議なしと認め、委員長職務代理者の指定については、指名推

薦の方法とすることに決定しました。それでは、指名推薦をお願いします。 

 

（松尾委員）門馬委員を推薦します。 
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（中村委員長）ただいま、松尾委員から、門馬委員を委員長職務代理者にとの指

名推薦がありましたが、他にありませんか。 

 

なし 

 

（中村委員長）他になしとのことで、委員長職務代理者の指名推薦が門馬委員１

名ですので、門馬委員を委員長職務代理者に指定することにご異議ありませんか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）ご異議なしと認め、門馬委員を委員長職務代理者に指定すること

を決定しました。ここで、門馬委員からご挨拶をお願いします。 

 

（門馬委員）ただいま、ご指名をいただきました。次の委員長選挙が終わるまで

の間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（中村委員長）以上で議案第１号については、終了しました。 

 

議案第２号及び議案第３号の審議を秘密会とする件について  

 

（中村委員長）議案第２号については、教職員の処分の内申に関する件であり、

また、本日追加提案がありました議案第３号については、教育委員会職員の人事

異動に関する件であります。いずれも教育委員会会議規則第１５条第１項第１号

に該当しますので、秘密会として後ほど審議したいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）ご異議なしと認め、秘密会とすることに決定しました。 

 

 

日程第３ 教育長報告 

 

（中村委員長）日程第３ 教育長報告を議題とします。 

 

（中村委員長）教育長から報告をお願いします。 
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（鎌田教育長） 

９月 １日 第１３回石狩市民スポーツまつり 

第１３回小・中学校駅伝大会（第３３回サーモンマラソン）・小

学校低学年のタスキリレー 

９月 ３日 北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会（～４日）富良野市 

９月 ６日 平成２６年度当初人事異動に伴う教職員人事面接（～１０月） 

９月 ７日 第５０回さけまつり記念事業講演＆パネルディスカッション 

       約３７０名の参加 

９月 ８日 小中学校創意工夫作品展表彰式 

９月１０日 第３回定例市議会（～２７日） 

９月１３日 アートウォーム演劇公演２０１３（さっぽろ座の石狩公演） 

９月１７日 定例市議会一般質問（～１８日）教育委員会関連 ５件 

９月２４日 山下君（樽川中）国民体育大会カヌー競技出場報告 

 

以上で、報告を終わります。 

 

（中村委員長）ただいま、教育長から報告がありましたが、この件について、ご

質問等ありませんか。 

 

質疑応答 

（松尾委員）市議会一般質問が５件という話でしたが、どのような質問だったの

ですか。 

（鎌田教育長）不審者対策はどうなっているのか、学校給食について、いじめ防

止対策推進法関連、また、昨今マスコミで取り上げられていた「はだしのゲン」

に関する見解について、がん教育の推進についての５項目でした。 

（門馬委員）「はだしのゲン」の問題は、石狩の図書館、学校図書館ではどういう

扱いをしているのですか。 

（鎌田教育長）石狩の場合は、端的に言うとオープンです。閲覧制限などは一切

しておりません。 

（土井委員）学校給食についての一般質問というのは、どのような内容だったの

ですか。 

（鎌田教育長）アレルギーに関する質問で、学校での説明の仕方についてです。 

現在は、文書でお知らせしているのですが、保護者を集めて具体的に説明をして

いただきたいという要望があり、来年度からそのようにとり進めると答えていま

す。それから、もう一点は、第２給食センターの建替えの考え方についての質問
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でした。 

 

（中村委員長）他に質問等がないようですので、教育長報告を了解ということで

よろしいですか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）ご異議なしと認め、教育長報告を了解しました。 

 

（中村委員長）以上で、日程第３ 教育長報告を終了します。 

 

 

日程第４ 協議事項 

 

（中村委員長）日程第４ 協議事項を議題とします。 

 

① 教育委員会の点検・評価（平成２４年度分）について 

 

（中村委員長）協議事項① 教育委員会の点検・評価（平成２４年度分）につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

（上田課長）協議事項①教育委員会の点検・評価（平成２４年度分）について、

ご説明いたします。資料は１頁から３頁までです。本件については、７月から協

議事項としてご議論ご意見をいただき、原案作成の作業を進めてきましたが、先

月８月の会議で中村委員長と松尾委員からいただいたご意見について、修正箇所

を資料にまとめましたので概要を説明します。１頁１番上の「施策別の取組状況、

分析・評価及び今後の方向性について」ですが、教育プランの中項目を「分析・

評価及び今後の方向性」の所では、表記を省略していましたが、施策別の取組状

況と同じように見出しとして、分かりやすいように中項目を掲載しようとするも

のです。これは、前回松尾委員からご指摘のあった箇所です。次以降は、既にお

配りしている報告書案の頁の順番に修正した箇所を下線付きで表記しています。

中村委員長からは、主語が明確でないものが散見されるとの指摘をいただきまし

たが、その点については、都合十数箇所修正することとしております。「何々につ

いては」、「何々では」という表現を文の冒頭に加える修正ですが、それに併せて、

文の前後を入れ替えるなども行っています。１頁の一番下に、報告書案の１７頁

の所で、学校に関する箇所ですが、「厚田区の子どもたちに、ハード・ソフト両面
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から」を加えたほか、資料２頁の上から２つ目、学校支援に関する記述ですが、

「なお、特に児童生徒に接するボランティアに対しては、事前に心構え等のレク

チャーを行っていますが、一層の資質向上のための検討を行います。」と加えてい

ます。また、門馬委員からご指摘をいただいた部分の対応については、先月の会

議の際に、修正箇所を説明したとおりです。今後のとり進めについては、本日説

明した修正内容でご了承いただけましたならば、原案として確定し、修正を反映

した報告書案をもって、１０月下旬に開催予定の外部評価委員の会議にお諮りし

たいと考えています。その後、１１月の教育委員会会議で議決いただいて公表す

るというような進めを予定しております。以上です。 

 

（中村委員長）ただいま、事務局より説明がありましたが、この件について、質

問等ありませんか。 

 

なし 

 

（中村委員長）質問等がないようですので、１０月に予定されている石狩市教育

委員会外部評価委員会に、提案していただくということにご異議ありませんか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）ご異議なしと認め、協議事項①を了解しました。 

 

（中村委員長）以上で、日程第４ 協議事項を終了します。 

 

 

日程第５ 報告事項 

 

（中村委員長）日程第５ 報告事項を議題とします。 

 

① 「オール北海道で目指す目標」の達成に向けた市教育委員会の取組について（第

４期） 

 

（中村委員長）報告事項① 「オール北海道で目指す目標」の達成に向けた市教

育委員会の取組（第４期）について、事務局から説明をお願いします。 

 

（柴口次長）私から、「オール北海道で目指す目標」の達成に向けた市教育委員会
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の取組について、説明します。第４期の目標は、お手元の別冊資料をご覧くださ

い。第１期から３期の目標は、これまでの全国学力・学習状況調査やチャレンジ

テストの結果を分析し、つまずくとそれ以降の学習に影響が大きい学習内容から

設定されてきましたが、第４期におきましては、１期から３期の中で、より課題

が大きく重点的に取り組まなければならない内容となっています。これまでも学

校は、教育課程に基づいた指導にプラスして取り組んできましたが、８月から始

まった第４期においては、引き続き取り組んでいるところです。学校ごと、学年

ごとに課題は異なりますので、先ずはご自分の学校における該当学年に照らし合

わせて、チェック機能の役割として検証し、その結果に基づいて実際の指導に活

かしています。さらに下の学年の課題についても目を通し、学年学級の中の個人

差にも目を向け、でき得る限りの対応をしています。市教委としては、次の５点

について取り組んでいます。学校個別の相談・アドバイスを行っています。３期

の途中に当たる５月に教育長を含め、職員６名で学校訪問をし、ＣＲＴの結果か

ら見える課題、その直近の４月末に行われた全国学力・学習状況調査の手ごたえ

やその時点で分かる課題とその改善策を学校からお聴きするとともに、学校教育

主事の分析結果を基に課題を共有し、アドバイスを行いました。さらに６月から

学校教育主事が小・中に分かれて石狩教育局の指導主事の学校教育指導訪問に同

行し、アドバイスを行っています。現在、２回目に差し掛かった所です。今回は

４期での目標・取組やそれに基づくチャレンジテストの検証結果などについて、

具体的に相談・アドバイスを行う予定です。２点目として、様々な取組に対する

用紙等の負担です。チャレンジテスト、学力・学習状況調査の児童生徒回答のコ

ピーをするようにお願いしました。また、夏休み帳、日々の宿題・課題を作って

いただきますよう学校にお願いしましたので、夏休み前に一度既に学校に配分を

しました。夏休み前までのご尽力をねぎらう意味も込めてです。次に冬休み前に

も、今度は第４期の冬休み帳、春休み帳、チャレンジテスト、冬のトライやるな

どをお願いするために、また、配分したいと考えています。また、チャレンジテ

ストの結果や課題の電話相談を随時行っていますが、その定着状況を把握するた

めのチャレンジテストの結果について、アドバイスや相談にのります。また、こ

れまでもお願いしてきましたが、各学校に校長会・教頭会を通し、全国学力・学

習状況調査の分析など管理職のみならず教務・研究部を中心にして、結果や課題

の共有を行い、宿題、補充学習、個別指導など課題への対応について、学校とし

ての取組となるようお願いしています。また、新しく教師の授業力向上に関する

研修会を第４期に入った、去る８月２８日に開催しました。学校力向上に関する

総合実践事業の実践校の研修会に市内の先生方に参加を呼び掛け、夏休み終了後

の平日であり、市内各校では授業日でありましたので、出て来るのは大変だとい

うこともありましたが、１２３名の参加がありました。講師は、実践事業のアド
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バイザーである玉川大学の教職員大学院教授堀田龍也氏にお願いしました。ちな

みに全道の義務教育指導班の指導主事の研修も兼ねており、そのアドバイザーを

行っている先生です。３クラスの５時間目の授業で参観して、講評指導助言を含

め、全ての子がわかる授業づくり、ＩＣＴを活用した日常授業の改善と題して授

業改善に直結する内容の講義を行っていただきました。以上が、これまでに行っ

ている取組です。以上です。 

 

（中村委員長）ただいま、事務局より説明がありましたが、この件について、ご

質問等ありませんか。 

 

（門馬委員）学校訪問をしながら、学校個別に相談等を受けているという話でし

たが、学校によって悩みの中身は違うものでしょうか。 

（柴口次長）例えば、全国学力・学習状況調査の結果においても、平均正答率と

いうことで全道がこの４教科については、云々という話が出てきますが、各学校

では、個々の学校を見ると、例えば、「国語はとても良いけれど、算数が少し弱か

った」とか、「算数については、かなりの伸びがあったけれど、国語が弱かった」

という風に課題が違っていますので、ＣＲＴについては、全学年の相談、全国学

力・学習状況調査については、６年間・３年間の教育課程の結果がどうだったの

かということで、学校の教育課程の組み方がどうかという所も話したいというこ

とで実施しています。 

（門馬委員）２つ目の取組として、用紙の話がありましたが、それ以外に学校か

ら要望はありますか。 

（柴口次長）用紙とともに、常に学校からお願いされますのは、人手についてで

す。そのことは、常に出てきておりまして、石狩市としても学力向上サポーター

ですとか、それから、これまで非常に成果がみられたエキスパートサポーターに

ついて、今年度は大規模校へ配置するなど対応していますが、この人手不足の問

題は、石狩市に限らず、どこの学校でもあるところです。 

（中村委員長）「オール北海道で目指す目標」は、第４期を迎えておりますが、毎

期ご熱心に取り組んでいただき感謝しております。全国学力・学習状況調査結果

とＣＲＴ結果についてでありますが、校長先生などに伺いますと、ＣＲＴを全学

年で行うことの意味が非常に大きくて、そちらに力を入れているという学校があ

りますが、一方では、全国学力・学習状況調査の小学６年生・中学３年生の結果

に基づいて、小学校低学年からの課題などに取り組んでいる学校もあろうかと思

います。道教委は、後段のスタイルで第４期まで進めてきたわけですが、その道

教委が進めている取組に違和感を覚える学校はないでしょうか。 

（柴口次長）ＣＲＴの結果と全国学力・学習状況調査の結果というものは、非常
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に関連性が密接です。ＣＲＴの結果からは、各学年の持っている傾向性の経年変

化をみることができます。ですから、小学６年生が全国学力・学習状況調査を受

ける前に、既に大体どの辺りに行くかということが、伺い知れるような、そうい

う資料とできるものですし、ＣＲＴの結果というのは、非常に学力・学習状況調

査のＡ問題に強く反映されますので、そのようなことからもＡ問題に対する大体

のでき具合を予想できるという点で、活用度が高いと思います。また、当該学年

が１年間終わって、その内容について、ＣＲＴは問われるわけですから、その学

年ごとに１年間やってきたことが、身に付いたのかということですので、１年ご

とのまとまりという点では、ＣＲＴは効果的です。全国学力・学習状況調査と比

してということでは、先ほどお話したとおり、Ａ問題ではこのくらい、それでは、

Ｂ問題については、どのような勉強をさせたら良いかという課題を新たに立てて

行くということで、学校がどちらに重きを置いたら良いかというような悩みは、

基本的にはあまりありませんで、両方とも非常に関係付けながら行っているとこ

ろです。 

 

（中村委員長）他に質問等がないようですので、報告事項の①については、了解

ということでよろしいですか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）ご異議なしと認め、報告事項の①を了解しました。 

 

報告事項②の審査を秘密会とする件について  

 

（中村委員長）報告事項②については、平成２５年度全国学力・学習状況調査に

関する件であり、教育委員会会議規則第１５条第１項ただし書きに基づき、秘密

会として後ほど審議したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）ご異議なしと認め、秘密会とすることに決定しました。 

 

③ 平成２５年度石狩市・恩納村中学生交流（派遣）事業について 

 

（中村委員長）報告事項③ 平成２５年度石狩市・恩納村中学生交流（派遣）事

業について、事務局から説明をお願いします。 
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（上田課長）平成２５年度石狩市・恩納村中学生交流（派遣）事業について、説

明します。資料の４頁をご覧ください。本事業の目的は、気候、風土、歴史及び

文化の異なる両市村の中学生の交流を通じ、健全育成を図るもので、国体のソフ

トボール競技の開催地ということを縁に、平成３年度から相互の訪問が続けられ、

今回は本市から１２回目の訪問の年となっています。１０月２０日、日曜日から

２３日水曜日の３泊４日の日程で、男子生徒９名、女子生徒１１名の計２０名に

花川中学校の木村校長先生を団長とする５名が引率をいたします。また、中学生

訪問団とは別に、鎌田教育長が恩納村との友好都市提携のため、同じ日程で行政

訪問団ということで恩納村に同行されます。主な交流内容は、１日目は、沖縄に

到着後、南部戦跡を見学して恩納村に向かいます。２日目は、友好都市提携のた

めの調印式、学校間交流、大学の見学などを行い、中学生は民泊家庭のお世話に

なることとなっています。３日目は、水族館見学、海洋体験を予定しており、翌

日、石狩に帰るというような予定となっています。以上です。 

 

（中村委員長）ただいま、事務局より説明がありましたが、この件について、ご

質問等ありませんか。 

 

なし 

 

（中村委員長）ご質問等がないようですので、報告事項の③については、了解と

いうことでよろしいですか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）ご異議なしと認め、報告事項の③を了解しました。 

 

④ 第５８回石狩市民文化祭の開催について 

 

（中村委員長）報告事項④ 第５８回石狩市民文化祭の開催について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

（東課長）私から、報告事項④第５８回石狩市民文化祭の開催について、説明し

ます。資料の５頁です。５８回目となる石狩市民文化祭は、市民手作りの文化祭

として取組を進めてきています。主催は、市・市教育委員会・市文化協会となっ

ていまして、主管は、文化祭実行委員会です。展示・舞台部門の代表者による実
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行委員会を３回、参加団体代表者が全員集う代表者会議を２回開催し、協議・検

討が整った結果、「つどい」をテーマとして、実施されることとなりました。この

実行委員会において、お手元のポスターを作成しております。また、今年は、委

員さんからの発案により、プログラムの体裁を一部変更することとし、展示作品

の会場図だけではなく、作者の氏名を掲載することで検討しています。このよう

に内容の充実だけでなく、より見やすい、見たくなる文化祭とすべく、市民の主

体的な取組が進んでいます。旧石狩会場では、１０月１８日から２０日まで南コ

ミセンで展示を、１９日から２０日までは、北コミセンで舞台発表を行うことと

なっています。参加団体数については、概ね昨年と同様となっています。また、

厚田会場については、１１月１０日、浜益会場については、１１月３日に、それ

ぞれ、厚田総合センター、浜益コミセン「きらり」において予定しています。関

係事業として、１２月１４日、土曜日には、子どもたちの音楽発表の場として好

評をいただいております「クリスマスコンサート」が、また、共催事業として、

１１月１日から３日まで、丹精込めた菊が北コミセンのホールを埋める「石狩菊

花展」、１０月５日土曜日には、協賛事業として、「オータムコンサート」が、そ

れぞれ開催される運びとなっています。ご多用とは存じますが、是非、足を運ん

でいただけますようご案内を申し上げる次第です。以上です。 

 

（中村委員長）ただいま、事務局より説明がありましたが、この件について、ご

質問等ありませんか。 

 

（松尾委員）厚田会場のアトラクションで花川南中の吹奏楽部が演奏されるとい

うことですが、何かご縁といいますか、つながりがあってのことなのでしょうか。 

（東課長）厚田区の「小学校音楽の集い」というものがベースとなっており、こ

れまで取組を進めてこられたもので、さらに地元として、このような吹奏楽を聴

く機会がないということもありまして、実行委員会と調整しながら具体的に南中

学校に来てもらうという形になりました。 

 

（中村委員長）他にご質問等がないようですので、報告事項の④については、了

解ということでよろしいですか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）ご異議なしと認め、報告事項の④を了解しました。 

 

⑤ 第１４回（平成２５年度）図書館まつりの開催について 
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（中村委員長）報告事項⑤ 第１４回（平成２５年度）図書館まつりの開催につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 

（板谷副館長）私から、第１４回（平成２５年度）図書館まつりの開催について、

説明します。６頁になります。図書館まつりは、図書館ボランティアや関係団体

との協働で、読書活動の推進を図る目的で行っています。今年のテーマは、「『海・

川・魚』～川と海からのおくりもの～」となっております。石狩さけまつりが５

０回目ということにあわせて、このようなテーマとなりました。それから、今ま

でに実行委員会を数回開いておりますが、今年は、特に参加している市民の団体

の方がメインの看板を手作りで作ってくれまして、非常にありがたいと思ってお

ります。期日は、１０月２６日、土曜日と２７日、日曜日の２日間です。主な内

容ですが、内容もテーマに沿ったものを行うのですが、特徴的な所では、昨年か

ら行っている調べる学習コンクールの表彰式を２６日に行います。また、おはな

し会には、教育委員会のＡＬＴのサラ、ラルエケ、リアも協力してもらえるとい

うことで、１日目のお昼ぐらいに彼女たちのおはなし会があります。また、２７

日には、震災が縁でつながりができた名取市と友好都市となった輪島市の図書館

と友好図書館の調印式というのを予定しています。友好図書館というのは、調べ

た限りでは全国的にも他にないような取組だと思っています。その他には、両日

とも展示や行事等がありますので、お時間の許す限り、是非いらしてくださいま

したらと思っております。以上です。 

 

（中村委員長）ただいま、事務局より説明がありましたが、この件について、ご

質問等ありませんか。 

 

なし 

 

（中村委員長）ご質問等がないようですので、報告事項の⑤については、了解と

いうことでよろしいですか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）ご異議なしと認め、報告事項の⑤を了解しました。 

 

（中村委員長）以上で、日程第５ 報告事項を終了します。 
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日程第６ その他 

 

（中村委員長）次に、日程第６ その他を議題といたします。事務局からござい

ませんか。 

 

① 石狩管内教育委員会教育委員研修について  

 

（上田課長）私から、本年度の石狩管内教育委員会教育委員研修について、報告

します。本日資料を配付させていただきましたが、本事業については、今年度は

本市が開催地ということで企画の段階から委員の皆様にも参画をいただき、この

度概ね内容が固まるに至りました。その点を先ずお礼を申し上げます。主催は、

管内の教育委員会協議会ということで、本市は当番のお手伝いということになり

ますが、日時は、１０月１８日、金曜日の午後です。主たる会場は、総合保健福

祉センターりんくるになります。講話の内容が一番の課題だったのですが、幸い

市長の日程も確保でき、本市の歴史文化とまちづくりについてといった内容です。

この日、市長は午後に上京することもあり、１時間程度の時間しか用意できませ

んでしたが、市長に講話していただく、また、施設の視察については、教育委員

会が所管している施設、市民図書館、砂丘の風資料館に加えて、移動も含めた時

間の中で本町地区のヴィジターセンターや海浜植物保護センター、弁天歴史通り

を加えるなど、これから工夫していきたいと考えています。研修会後、交流会を

６時から予定しており、石狩の食を満喫してもらうということで、委員の皆様の

ご意見をいただき、金大亭を会場に設定しています。交流会の際に、石狩市に「越

後盆踊り」という郷土芸能がありますが、その保存会の方に踊りを披露していた

だくような企画も予定中です。以上です。 

 

（中村委員長）ただいま、事務局から説明がありましたが、この件について、ご

質問等ありませんか。 

 

（中村委員長）ご質問等がないようですので、この件について、了解いたしまし

た。 

 

② 映画「じんじん」の上映会について 

 

（板谷副館長）私から、カラーのチラシをお配りしていますが、映画「じんじん」

の石狩上映会について、お話させていただきたいと思います。この映画は、剣淵
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町を舞台に絵本の里の状況を描いた映画なのですが、１０月１３日に１回目は、

１０時、２回目が、１時半ということで２回、花川北コミセンで上映する予定で

す。市民図書館が中心となり、市内にある１０団体に協力をいただいて実行委員

会を作りまして、鋭意チケットを販売しているところです。既に教育委員の何名

の方には、券を買っていただいているのですが、もし、時間の許す方は、是非来

ていただきたいということと、お知り合いにもご紹介いただけるとありがたいと

存じます。以上です。 

 

（中村委員長）ただいま、事務局から説明がありましたが、この件について、ご

質問等ありませんか。 

 

（中村委員長）ご質問等がないようですので、この件について、了解いたしまし

た。 

 

（中村委員長）委員の皆さんからございませんか。 

 

退任の挨拶について 

 

（中村委員長）私の方から提案させていただきますが、１０月５日付けを持ちま

して、委員任期が満了となります土井委員長職務代理者から、ご感想なり、後へ

続く者への思い等お聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。 

 

（土井委員）まだ任期が５日までありますので、挨拶をするのは、もう少し先に

お時間をいただきまして、皆様にお話したいと思っておりまして、百井部長さん

にも相談していたところでした。ですから、今日は準備をしてきませんでしたの

で、短い話になりますが、本当にお世話になったなということと、何ができたの

だろうか、何もできなかったなという思いが強くあります。委員を務めたのは、

４年間でしたが、最初の頃に東課長が家まで来ていただきまして、できたばかり

の教育プランの説明をしていただき、大変膨大な資料をいただいたのを覚えてい

ます。教育委員会事務局のみなさんの働いている姿を初めて見まして、本当に皆

さん、力のある有能な方ばかりだと思いながら、これからも子どもたちのために

がんばっていただきたいなと思い、ご挨拶にかえさせていただきたいと思います。

大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 

 

（中村委員長）土井教育委員長職務代理者におかれましては、小学校の教育現場

でのご経験が活かされまして、特に食育の重要性を説かれ、「早寝・早起き・朝ご
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はん」を提唱されるなど、石狩市の教育行政の進展に多大なご貢献を賜り、心か

ら感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

（中村委員長）私も１０月５日付けをもって退任させていただくことになってお

りますので、少しくお話しをさせていただきます。 

昨年９月の石狩市議会第３回定例会で、市議会議員の皆様から再任の同意を賜

り、教育委員会会議の皆様には、この席から様々な教育課題に、精神誠意取り組

んでまいる旨、ご挨拶をさせていただいたところでありますが、本日こうして、

退任の挨拶をさせていただくこととなり、先ずもって心から深くお詫び申し上げ

ます。 

ここで、退任するに至りました経緯などにつきまして、少しく触れさせていた

だきますが、私は教育委員に就任して以来、時代の潮流や様々な社会の変化を捉

え、適時的確に制度改革などに取り組むことができる足腰の強い事務局体制の構

築を目指し、事務局職員とは適度な緊張感を保ちながら取り組んできたところで

あります。 

去る７月２４日の教育委員会会議７月定例会では、事務局から「教育プラン基

本計画（後期）の策定について」提案がありましたが、現在の第４期石狩市総合

振興計画と教育プランとでは、計画スタート時期が４年も乖離しており、基本理

念が異なるなど構造的な問題から、教育委員会にとって不都合な事態が生じてお

りました。 

この機会に、議論を尽くさなければならない重要性・緊急性・妥当性がありま

したので、次期石狩市総合振興計画の策定にあわせて、基本理念などを同じくし

た石狩市教育委員会の長期計画を、新たに策定すべきと提案をさせていただきま

したが、事務局には諸般の事情もあり、改革に向けた方向性を共有するに至らず、

議事運営に混乱をきたしたのであります。 

７月定例会終了後、事務局と２度にわたり意見交換を重ねましたが、進展を見

ることができず、田岡市長には多大なご迷惑をおかけしましたので、その責任を

とり教育委員を辞職させていただくことを決意し、田岡市長にご相談を申し上げ

８月２２日に辞職願を提出させていただいたのであります。 

その後、８月２６日の定例会で教育長からは、私の提案の真意をお汲みとりい

ただき、新たな計画の策定も視野に入れ取り組む旨の発言がありましたので、私

といたしましては、田岡市長と石狩市議会の皆様から与えられた任期を全うする

ことはできませんでしたが、本件に関しまして、教育委員としての責務を果たす

ことができたものと考えております。 

いずれにいたしましても、教育委員会会議の議事運営に混乱をきたした私の責

任は重く、任命権者である田岡市長をはじめ、任命の同意を賜りました市議会議
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員の皆様、さらには教育行政各般にわたりまして、ご協力とご支援を賜りました

市民の皆様に、改めて心から深くお詫びを申し上げます。 

終わりになりますが、教育委員会制度改革などの大きな課題が目前に迫ってお

りますので、石狩市教育委員会におかれましては、時代の潮流や様々な社会の変

化に対応できる足腰の強い体制を早急に構築し、執行機関として適時的確に制度

改革に取り組み、真に市民の皆様に寄り添った教育行政を展開されますようご期

待申し上げますとともに、石狩市教育委員と事務局職員の皆様には、公私にわた

り温かいご指導とご鞭撻を賜りましたことに、心から御礼と深甚なる感謝を申し

上げ、退任のご挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。 

 

（中村委員長）以上で、日程第６ その他を終了します。 

 

 

日程第７ 次回定例会の開催日程について 

 

（中村委員長）日程第７ 次回定例会の開催日程を議題とします。 

 

（中村委員長）次回定例会については、１０月３０日の水曜日、１３時３０分か

らの開催を予定しております。よろしくお願い申し上げます。 

 

（中村委員長）以上をもちまして、公開案件を終了しました。秘密会案件の説明

員以外の方は、ご退席願います。 

 

 

【秘密会】 

 

（中村委員長）ただいまから、教育委員会会議規則第１５条に基づき、秘密会を

開催いたします。 

 

 

日程第２ 議案審議 

 

（中村委員長）日程第２ 議案審議を議題とします。 

 

議案第２号 教職員の処分の内申について（秘密会） 
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（中村委員長）議案第２号 教職員の処分の内申について、提案願います。 

 

（鎌田教育長）議案第２号 教職員の処分の内申について、別紙のとおり任命権

者である道教育委員会に内申したいので、石狩市教育委員会事務委任規則第１条

第７号の規定に基づき議決を求めるものです。よろしくご審議をお願いします。

詳細については、担当より説明します。 

（蛯谷課長）議案第２号により説明 

 

（中村委員長）ただいま、提案説明がありました議案第２号について、ご質疑等

ありませんか。 

 

質疑等省略 

 

（中村委員長）他に質疑等がないようですので、議案第２号については、原案ど

おり可決ということでよろしいですか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）ご異議なしと認め、議案第２号については、原案どおり可決しま

した。 

 

議案第３号 教育委員会職員の人事異動について（秘密会） 

 

（中村委員長）議案第３号 教育委員会職員の人事異動について、提案願います。 

（鎌田教育長）議案第３号 教育委員会職員の人事異動について、別紙のとおり

異動を行うため、石狩市教育委員会事務委任規則第１条第６号の規定に基づき議

決を求めるものです。 

よろしくご審議をお願いします。詳細は、部長より説明します。 

（百井部長）議案第３号別紙資料により説明 

 

（中村委員長）ただいま、提案説明がありました議案第３号について、ご質疑等

ありませんか。 

 

質疑等省略 

  

（中村委員長）他に質疑等がないようですので、議案第３号については、原案ど
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おり可決ということでよろしいですか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）ご異議なしと認め、議案第３号については、原案どおり可決しま

した。 

 

（中村委員長）以上で、日程第２ 議案審議を終了します。 

 

 

日程第５ 報告事項 

 

（中村委員長）日程第５ 報告事項を議題とします。 

 

② 平成２５年度全国学力・学習状況調査について 

 

（中村委員長）報告事項② 平成２５年度全国学力・学習状況調査について、事

務局から説明をお願いします。 

 

（柴口次長）当日配付資料により説明 

 

（中村委員長）ただいま、事務局より説明がありましたが、この件について、質

問等ありませんか。 

 

質疑等省略 

 

（中村委員長）他に質問等がないようですので、報告事項の②については、了解

ということでよろしいですか。 

 

異議なし 

 

（中村委員長）ご異議なしと認め、報告事項の②を了解しました。 

 

（中村委員長）以上で、日程第５ 報告事項を終了します。 

 

 



20 

閉会宣告 

 

（中村委員長） 以上をもって、９月定例会の案件は、全て終了しました。 

平成２５年度教育委員会会議９月定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 午後  ２時５０分 

 

会議録署名 

 

上記会議の経過を記録し、その相違ないことを証するため、ここに署名します。 

   

平成２５年１０月 ４日 

 

委 員 長  中 村 照 男 

 

署名委員  松 尾 拓 也 


