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平成２１年度第７回石狩市行政評価委員会議事録（要点筆記、委員長署名方式） 

 
日 時：平成２１年１０月２７日（火） ９：００～ 
場 所：石狩市役所３階庁議室 
出席者：次のとおり 
 

委  員 職  員 

役職 氏  名 出欠 所 属 氏  名 

委員長 菅野 勲 ○ （事務局）企画経済部長 佐々木 隆哉 

副委員長 徳田 昌生 ○ （事務局）企画調整課地域調整担当課長 岡林 位和 

委員 門馬冨士子 ○ （事務局）企画調整課企画調整担当主査 中西 章司 

委員 座主 寿夫 ○ （事務局）企画調整課企画調整担当主任 笠井 剛 

委員 堀 弘子 ○ 生涯学習部長 三国 義達 

   管理課長 新関 正典 
   学校教育課長 池田 幸夫 

   参事（就学支援担当） 三浦 高行 

 
傍聴人：０名 
 
１ 開会 

 
２ 質疑 

【菅野委員長】 
 それでは、会議を進めます。 
 本日は、「学校教育の充実」について、所管の方からご説明願います。 
 
【三国生涯学習部長】 
 ～ 資料説明（平成２１年度施策評価シート「学校教育の充実」） ～ 
 
【菅野委員長】 
 総合計画の中で全く手をつけていない施策はありますか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 ありません。 
 
【菅野委員長】  
 これまで、事業ごとに担当課長との勉強会を行なっていますが、再度、質問、意見など

がありましたらお願いします。 
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【徳田副委員長】 
 今の説明の中で、耐震化診断については、今年度中にだいたい終わる見込みということ

でしたが、施策評価の１次評価「（４）今後の取り組み方針」の中で、診断実施率平成２１

年度末見込みは、この段階で９４．６％となっていますが、これについては、１００％く

らいを達成できるものとお考えでしょうか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 浜益中学校の１校だけ耐震化診断しない予定でいますので、浜益中学校を除いた数値と

して９４．６％となっています。 
 浜益中学校については、現在、北海道教育委員会に申し入れをしているのですが、浜益

高校が平成２３年度で閉校になりますので、浜益中学校として利用させて欲しいというこ

とで、ほぼ事務レベルでは北海道教育委員会と協議が済んでおりますことから、現在の浜

益中学校については、耐震化を保留する考えでおります。 
 
【菅野委員長】 
 まずは、「①学習内容・学習指導の充実」で「１１－１」から「１１－４」までの事業に

ついて、質問等はございますか。 
 
【門馬委員】 
 「小学校スキー学習支援事業」はパブリックコメントで意見が１つ出されていますが、

市教委としては、この事業を続ける考えでしょうか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 「小学校スキー学習支援事業」については、季節性のほか多数の外部指導者に頼らない

といけないなど、学習事業としてイレギュラーな面はあります。 
パブリックコメントのような意見をはじめ、今日、スキーよりスノーボードが冬季レク・

スポーツの主流になりつつあるなど、授業としての必要性そのものが議論になっているこ

とは承知しております。学習授業がなくなれば、スノーボードはレクリエーションを通じ

て経験するとしてもスキーを全く経験しないという子も相当出てくると思われます。 
教育委員会では、北海道という寒冷地を故郷とする子ども達にとって、スキーを経験し

ないで育つことが果たしてよいのか、という点も当然議論されるところでもありまして、

現時点ではスキー学習の継続は必要と考えております。 
 
【座主委員】 
 「小学校スキー学習支援事業」の「改革・改善の方向性」に「保護者の負担軽減策を検

討する。」と書いてありますが、具体的にどのような軽減策をお考えですか。 
 
【池田学校教育課長】 
 これまでの間も不要になったスキー用具の融通を模索してきておりましたが、なかなか

継続して実現できる状況になく、新品に近い物を与えられないことが継続しなかった原因
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と認識しています。 
ただ状況が変っておりますので、今後は経費負担について、何らかの工夫した取り組み

が必要と考えているところであります。 
 
【座主委員】 
 それは直接保護者に用具を出すような形ですか。 
 
【池田学校教育課長】 
 リサイクルをイメージしております。 
 
【門馬委員】 
 「学校教育主事配置事業」の説明の中で、石狩のこども達の学力が道平均よりも劣って

いるとのお話しがありましたが、原因はわかっているのでしょうか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 道平均には近いのですが、平均を超えている訳ではなく、総体的にやや下回っていると

言えます。 
明確な原因ではないのですが、捻った問題において、問題自体を理解していない比率が

非常に高いです。基礎的学習部分に課題があると考えております。 
 
【徳田副委員長】 
 点数を取ることが本当の目的ではないと思いますが、その言葉を隠れ蓑にして、基礎学

力をつけるという部分が疎かになっている状況にあるのではないか、また、学ぶという意

欲が十分かどうかが懸念されるところであり、基礎学力の点数で比較することは、あまり

良いことではないのですが、無視するわけにもいかないと思いますので、この問題を直視

して対策を講じる必要があり、子供達が十分理解できるような環境を作って、基礎学力を

充実させる対策を是非行って欲しいと思います。 
 
【三国生涯学習部長】 
 徳田副委員長の今のお話しですが、実はその方向性で教育プランを考えております。 
今、教育プランで考えられているのは、基本的な基礎的学習の底上げです。 
小学校低学年から中学年で理解出来ていない状態で高学年になりますので、基礎的な理

解をある程度出来るようにしておかないと、中学校に上がっても授業自体についていけな

いなど、抜本的な解決にならないと考えております。 
具体策として検討しているのは、各学校が改善プランを策定のうえ、PDCA サイクルで
周到な教育指導を行う。教育委員会では、学校現場に人的スタッフの派遣充実を図る考え

です。計画は来年度が初年度となりますが、スーパーＳＡＴやＳＡＴのほかに別な形式と

して、色々なモデルパターンを導入したいと思っています。 
それから、もう一つ課題になるのは、昨今の経済状況下にあって、石狩市の子育て家庭

は、それほど所得が高くないということです。 
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去年、厚生労働省の受託アンケートを全戸の子育て家庭に行ったところ、３人のこども

がいる家庭だと塾に通わせられない、習い事が出来ないという声が非常に多かったと記憶

しております。学習のフォローアップは当然する必要がありますが、それと同時に様々な

分野で外部の方にご協力を頂くという手法を確立させて、習い事が出来なくても様々な文

化に触れられる機会が重要だと思っております。 
実際に緑苑台小学校の児童館では、市民団体の協力を得て、お茶と生け花を実施してい

ます。こども達も非常に興味を示しておりまして、保護者の方からもいい評価を頂いてい

ると聞いております。そのような展開も図っていきたいと考えております。 
 
【菅野委員長】 
 「学校支援事業」についてですが、色々な事業があるようですが、どのくらいの地域課

題やどの程度の地域学習への取組みを行なうのか、一定のマニュアルみたいなものはある

のですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 特定テーマについての事業費を全部ここに入れていまして、農業体験事業やＳＡＴ事業

など色々な事業が含まれていますことから、課題などにつきましても、少し整理する必要

があると考えています。 
 
【菅野委員長】 
 学校の主体性を重んじていることと思いますが、地域性や規模など色々な問題が絡む中、

経費をかけていくのか、または、かけずにやっていくのか、市としては、どのような考え

でフォローアップしていこうと考えていますか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 この事業費に関しては、使い勝手がいいようにしてあります。 
あまり経費を特定しない方が、学校はやり易いということで使用法を特定しない形は残

していきたいと思っています。 
ただ、「学校支援事業」と一つの言葉にまとめてしまうと、何をやっているのかわからな

い部分がありますので、全ての教育問題の流れの中で、目指している教育そのものに対し

て、目的は小分けにし、使い道は柔軟にという方法が今後の展開としてもいいのかなと思

っております。 
 
【菅野委員長】 
 「英語指導助手招致事業」についてですが、もう２０年くらい経過していますが、昔に

比べると大分この事業に対する機運が落ちているように感じるのですが実態としてはどう

ですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 現在は２名の英語指導助手で行なっています。 
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実際、こども達も変っていきますが、お互いに名前を呼び合えるフランクな付き合い方

ができる先生はＡＥＴのみではないかと思います。ＡＥＴと接する機会は非常に有意義で

重要だと思っておりますし、厚田区のＡＥＴの方は、ボランティアで図書館での幼児読み

聞かせに参加し、英語での動物の鳴き声を幼児達に教えたりしております。 
英語の教員として来て頂いているのですが、授業以外で様々な文化交流等で活躍してい

ただける別なメリットがあるのではないかと思っております。 
 
【菅野委員長】 
 招致した時はＡＥＴとして来ますが、ボランティア、国際交流等の活動があればいいと

思いますが、今後とも授業以外の部分も期待しているのでしょうか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 期待しています。 
特に欧米の方なので業務としては非常にナーバスだと思います。ＡＥＴとして来られた

時にこのような付き合いから、当然、国際交流協会との引き合わせだとかを意図的にやっ

ていきたいと思っていますし、そこから文化的な交流が生まれてくるのではないかと思っ

ています。 
 
【菅野委員長】 
 今は小学校高学年から英語教育を行っていますが、これはどうですか。 
 
【池田学校教育課長】 
 外国語教育といい、これは学習指導要領に入りまして、石狩市は今年度から年１０時間

のサポートをする事業を取り組んでいます。 
 
【門馬委員】 
 それは小学校の先生が教えるのでしょうか。 
 
【池田学校教育課長】 
 学習指導要領上は小学校の先生が教えることになっていて、石狩市では道教委の研修制

度もありますが、それだけでは現場が大変ですので、独自の取り組みとしてＮＰＯ教育支

援協会に業務委託して指導に当たっています。 
 
【菅野委員長】 
 小学校の先生は全教科を教えるので大変ですよね。 
地域でアシスタントをできる方は、ある程度、いらっしゃると思うのですが、そういう

方達を活用する方法は考えられますか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 確かにそれも一つの手法だと思います。 
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今回の学習指導要領ではどこまで先生が対応できるのだろうという問題も確かにありま

すが、それぞれの状況をみて合致した方がおられるかも重要な要素になると思います。あ

る程度状況をみながら、取り進めることが肝要だと思っています。 
 
【菅野委員長】 
 次に「②特別支援教育の推進」の「特別支援教育運営事業」に入ります。 
 
【門馬委員】 
 かつて、落ち着きのない子だと思っていた子が実はＡＤＨＤで、その子たちにも適切な

支援をすれば、学級の中でうまく勉強をしていけることが、わかってきたということです

よね。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 その通りです。 
この２０年くらいＡＤＨＤの症状がわかってきて、対策、対応が１０年くらい前から事

業になってきたというところです。 
 
【門馬委員】 
 １人１人に注目して、きめ細かな教育がされるようになった気がしました。そういう時

代になったということですね。 
 
【徳田副委員長】 
 特別支援教育支援員は、トレーニングを積んでいる方なのでしょうか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 支援員の方については地域の主婦の方にお願いしております。特にトレーニングを積ん

でいる方ではありませんが、例月の研修会などでスキルアップしています。 
支援の内容としましては、授業中において、今、先生がどの部分を説明しているかが分

からない子に対し、教科書の頁を箇所を教えることにより、注意を向けさせるなどの担任

のサポートをしてもらっています。 
 
【門馬委員】 
 支援員は有償ですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 はい。 

1日４時間で時給 1,000円、年間７０万円でお願いしています。 
 
【座主委員】 
 障がいの症状には、重い、軽いがあると思いますが、担任の先生の力量によって、ある
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程度、症状が収まるなどの統計はあるのでしょうか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 まだそこまでの文部科学省での統計はありません。 
教員の目から見て、どのくらいの発達障がいの子どもがいるのか、平成１５年に発表に

なったのですが、その時は６．３％程度でした。 
 
【座主委員】 
 先生の資質によって、子どもの症状が変わるという事例もあると聞くので、研究などを

しているのかなと思いました。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 そのような研修会や講演会は常に実施しておりまして、参加を頂くことで、教員の力量

アップも図っています。 
ただ、制度としては平成１９年度にスタートしたばかりですから、現職の先生方もまだ

教育を受けていない状態です。今は実践しながら先生自身が資質アップに努力している所

だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 平成２０年度の支援員の配置は４校４名ですが、今後、小中学校２２校、全ての学校に

配置していくことになるのでしょうか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 学校側からの要望があれば応えていければと思っています。 
現在、８名いる支援員を小学１年生の学級に集中的に配置し、学校生活にお子さん達が

馴れ、自立する力がついていくだろうということでモデル的に検証を行なっています。 
 
【菅野委員長】 
 全ての学校に支援を必要とする児童はいますか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 文部科学省のアンケート結果は６．３％ですが１割ぐらいはいると思います。 
 
【徳田副委員長】 
 ＴＡというのは資格的にある程度高いものを要求している人達のことですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 その通りです。 
例えば福祉系の学部で学んだ方や、心理学、教育学を学んだ方にお願いしております。 
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【徳田副委員長】 
 そうすると人件費も高くなるということですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 そうです。 
非常勤職員なので基本月額が１５万円です。 

 
【徳田副委員長】 
 特別支援教育支援員に切り替える方向性が書かれていますが、これは人件費の問題から

ですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 いいえ、そういうことではありません。 
今、考えているのは、中学校にスクールカウンセラーが５名配置になっています。その

数に合わせて、その中学校区にある小学校も看てもらおうというものです。人数は５名で

調整できればと思っています。 
 
【徳田副委員長】 
 ＴＡ配置を特別支援教育支援員配置へシフトしていく方向性が出されていますが、その

意図について、今の説明では分かりにくいので、もう少し詳しく教えてください。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 ＴＡは学校全体を支援するイメージです。そして、アドバイザーにもなります。特別支

援教育支援員は学級単位で配置するイメージとなります。この学級支援員を増やしていき

たいと思っています。 
 
【門馬委員】 
 その方が効果あるだろうということですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 そう考えております。現在検証中です。 
 
【菅野委員長】 
 支援事業に係る経費は一般財源になっていますが、国の補助制度等はどうなっています

か。石狩市の単独事業ですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 特別支援教育支援員については、文科の予算で１校につき１２０万円が交付税で措置さ

れています。 
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【菅野委員長】 
 ＴＡはどうなっていますか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 ＴＡは石狩市単独です。 
 
【堀委員】 
 ＴＡの配置校と特別支援教育支援員の配置校が重なっている学校がありますが、ＴＡ７

人に対して、支援員８人は全て重なっていますか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 全ては重なっていません。 
 重なっていないのは、紅南小学校です。児童数や就学指導委員会等で必要な子はどの程

度いるのかなど配置校を検討させて頂いています。 
 
【堀委員】 
 ＴＡから支援員へシフトしていく場合、支援員は特に資格を持っていませんが、スキル

を上げていく研修等はこまめに行なわれていますか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 ＴＡも支援員も月例で研修を行っています。 
 
【門馬委員】 
 支援員はどのような採用方法ですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 公募となります。 
 
【堀委員】 
 ＴＡと支援員の違いが出てきていると思いますが、シフトしていくのは困難ではないと

考えていますか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 すみ分けをはっきりさせていますので、学校の混乱も今はないです。 
 
【菅野委員長】  
 次に「③教育環境の整備」に入ります。「１１－６」から「１１－１２」まで一括で行な

います。 
「小中学校教育用コンピュータ整備事業」につきまして、これは今年補正予算を組んだ

のでしたか。 
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【三国生涯学習部長】 
 今回の補正では教員用のパソコンです。 
 
【菅野委員長】 
 教員のパソコンについては、今までは学校に私物のパソコンを持ってきて、情報が漏れ

るなどの問題が起きていましたが、やはり、実態としては、家に仕事を持ち帰ってやらな

ければ終わらないということもあるでしょうし、学校で完結させるのは厳しいと思うので

すが、セキュリティの問題もありますよね。 
 
【三国生涯学習部長】 
今回、学校毎に情報セキュリティに関する対策も委託に入れています。 
また、指紋認証のＵＳＢメモリーも買う予定になっています。 
ただ、それでも個人情報を持ち出すということになると、我々の場合もそうですが、持

ち出すためには、届出とその必要性を申請しないと持ち出せないこととなります。 
 
【菅野委員長】 
 「石狩市教職員研修事業」はどうですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 サマーセミナーという形で今年度も事業を行いました。 
今年度は部活指導における生徒や保護者とのコミュニケーション関係をテーマにした項

目を新しく入れさせて頂きました。 
今後については、国の制度改正もあり、非常に研修が多くなっているので、我々のとこ

ろで一旦整理し、教員がどういった研修を受けて、今後どの方向へ進むかをある程度ジャ

ンル分けをしてから伝達をする必要はあるかと思っています。 
 
【徳田福委員長】 
 教員側のニーズとか要望については、ある程度把握していますか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 毎回、アンケート等を行なっていますが、千差万別です。 
ただ、自分の教科の新しい分野に対して関心は高いです。 

 
【門馬委員】 
 様々な理由があると思いますが、教員の心の問題の一つに、保護者との関係が大きな心

の負担になっていることをよく聞きます。そういった保護者との人間関係作りの要望は出

ていますか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 研修としての要望はありません。 
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【菅野委員長】 
 サマーセミナー以外で石狩市独自の事業はありますか。 
 
【池田学校教育課長】 
 学校図書館など、学校教育ではサマーセミナー以外に２、３のメニューを組んでいます。 
 
【菅野委員長】 
 生涯学習部ではサマーセミナーだけですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 他の部との連携により、合同研修会や、例えば、子ども室の「こども見守りネットワー

ク協議会」での研修会も教職員に案内が行きますので、結構な頻度で行なっています。 
その他にも制度として免許更新などがあります。 

 
【徳田副委員長】 
 教科担当別の研究会がこれとは別に行っていますね。 
 
【新関管理課長】 
 石狩市教育振興会で教科別にそれぞれ先生方で行なっています。 
 
【菅野委員長】 
 次に「スクールバス運行事業」です。 
 
【座主委員】 
 かなり年数の経ったバスが走っているのをよくみますが、故障が多いのではないですか。 
 
【新関管理課長】 
 かなり故障は多いです。 
 厚田・浜益分と旧市内分のバスについては、それぞれ年数が経過しています。 
ただ、バス自体の価格も相当しますことから、計画的に１年置きぐらいに入れ替えてい

るところです。今年度も１台、浜益のバスを入れ替えていますし、来年は旧市内の分を計

画しています。 
 
【門馬委員】 
 バスを貸してくれるところはないですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 リース料がありますので、かえって高くなってしまいます。 
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【菅野委員長】 
 スクールバスは、子供達の通学以外にも使っていますね。 
 
【新関管理課長】 
 登下校と総合学習、夏場だとプール学習に利用しています。 
 
【菅野委員長】 
 実態的にはフルに運行をしているということですね。 
 計画的に更新をしなければならないということですね。 
 
【座主委員】 
 万が一、大きな修理が必要で運行出来なくなった事態も想定されると思いますが、その

場合のフォローは考えていますか。 
 
【新関管理課長】 
 そのような緊急事態の場合は、バス運行会社で代車を出して頂く契約を結んでおります。 
  
【菅野委員長】 
 次に「小中学校管理運営事務」ですが、各学校には公務補を配置していますか。 
 
【新関管理課長】 
 配置しております。 
 
【菅野委員長】 
 「小・中学校校舎等改修事業」ですが、実態としては紅葉山小学校が、若葉小学校に統

合しますが、いつからですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 来年度の４月からです。 
 
【菅野委員長】 
 紅葉山小学校を使用するには文部科学省に承認等が必要ですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 社会教育施設としての活用と道立養護学校の分教室の誘致が決まっております。今後は、

星置の分教室では小、中等部のみで高等部がありませんことから、是非、これを高等部ま

で複合して誘致したく、そのためのスペースは私共としては確保してお待ちしている状態

です。 
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【菅野委員長】 
 あの校舎全部ですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 棟で分けることは可能なので全部ではないです。 
 
【菅野委員長】 
 道教委では養護学校をどこかに増築しないといけない状態ですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 実態は非常に過密状態です。 
発達障がいの子が多くなってきている部分もありますが、星置養護学校はパンク状態に

なっています。 
 
【菅野委員長】 
 それは石狩市の誘致が実現可能だと判断してもよろしいですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 道の方も財政難の中で、どう展開していくかということもありますが、石狩市に高等部

が来るということは、星置に通学されている保護者の方には、かなり切実な部分がありま

す。それにメリットもあると思っています。そこに発達障がいも含めた発達支援の核とな

って頂ければ、我々との連携もできますし、同時に紅葉山小の一部に児童デイサービスが

入っているので、目的外使用の形で継続して頂き、そことの連携も取れるだろうと思って

います。 
 
【徳田副委員長】 
 「小中学校管理運営事務」の「特定財源名及び補助率・充当率」の中に「教員住宅貸付

料」と記入されていますが、どのようなものでしょうか。 
 
【新関管理課長】 
 「小中学校管理運営事務」の中には、教職員住宅の営繕の経費が含まれておりますので、

充当先としてこちらの事業で計上しております。 
 
【菅野委員長】 
 「小・中学校校舎等改修事業」について、厚田、浜益も含めて、改修、改築する必要性

のある学校はどのくらいありますか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 ほとんどの学校です。 
現在は部分的な応急修繕に近いです。計画的な改修は、一定期間で計画改修する余裕が
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なく、不具合が出た時にまとめて直すことが多いです。一括修繕の方が経費圧縮が図れる

ので、どうしてもまとめて直すまで我慢せざるを得ない状況です。道内の他自治体も似た

ような事情と思われます。 
 
【菅野委員長】 
 次に「社会科教育等推進事業」と「スクールカウンセラー設置事業」、「不登校児童生徒

支援事業」をまとめて行ないます。 
 
【門馬委員長】  
 「スクールカウンセラー設置事業」は、わかり易く言うと不登校対策ですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 いいえ、それだけではありません。 
生徒や保護者、教員それぞれのカウンセリングをしています。 

 
【菅野委員長】 
 実態として、生徒や保護者に対しても、スクールカウンセラーが必要となってきている

ということですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 はい。 
石狩市は全て臨床心理士です。大学院を卒業して受験資格を与えられて、受かった方々

となりますので、相当の専門家となります。 
 
【三国生涯学習部長】 
 どの分野でも足りていません。 
臨床心理士そのものの歴史が浅く、人数も足りていないです。資格を持っている方も若

い人が多く、経験をある程度つんだ方が少ない状況です。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 どうしても医療福祉関係に携わる方が多く、人数が足りていない状況となっています。 
 
【徳田副委員長】 
 スクールカウンセラーは今５名という話ですが、その５名は、期間を決めて各学校を回

っているのでしょうか。それとも教育委員会から、必要な学校へ派遣という形を取ってい

るのでしょうか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 特定の中学校に拠点という形で配置しております。 

 



 15 

【徳田副委員長】 
 事業費で道支出金があるのですが、スクールカウンセラーの賃金は、市の職員としてお

支払いしているのですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 いいえ。 
道からの派遣ですので、予算も道ということで道支出金があります。 

 
【堀委員】 
 年間配置数は３５人ですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 基本は３５週で、週に１回の方もいますし、週に２回の方もいます。 
 
【堀委員】 
 そして、１日４時間ですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 基本は４時間から６時間です。 
カウンセラーの方々の事情にもよりますし、石狩だけを担当していることでもありませ

んので。 
 
【堀委員】 
 「改革・改善の方向性」で「ＳＣの増員や活動日数を増やすことを検討していく。」とあ

りますが、今の５名の方達で活動日数を増やすことは可能ですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 実態とすれば、一杯一杯なところがあります。 
ただ、予算も文部科学省から道にくるお金もかなり減額されてはいますが、何とか日数、

人員を増やしていきたい働きかけをしたいと思っております。 
 
【堀委員】 
 相談件数をみると平成２０年は平成１９年に比べて特別支援教育の導入によって減って

いるみたいですが、今までの相談内容はカウンセリングの部分が非常に多かったというこ

とですか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 住み分けが少し出来てきたとイメージしております。 
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【座主委員】 
 「不登校児童生徒支援事業」についてですが、主任児童委員の活用をどう考えています

か。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 不登校の関係では、地域の情報を集めて、私共に提供して頂いており、件数は結構あり

ます。 
また、民生児童委員の方もいらっしゃいます。 

 
【堀委員】 
 平成２１年度の「ふらっとくらぶ」の在籍について、この間の勉強会にて、活用の希望

がある方がいると伺っていたと思うのですが、今の在籍は何人でしょうか。 
 
【三浦参事（就学支援担当）】 
 在籍は６人となっておりまして、お試し期間のお子さんが４人いらっしゃいます。 
 
【菅野委員長】 
 「教育振興会活動支援事業」とは、具体的にどのような事業でしょうか。 
 
【新関管理課長】 
 石狩市教育振興会というものがございまして、学校課題研究という形で、教科毎の専門

部会や特別委員会による、社会科副読本の作成や進路指導研究など、それぞれの部会に先

生方が属した中で、研究会、研修会、勉強会の活動をしております。先生達もそれぞれ負

担金を払っておりまして、それに対して市も補助している会となっています。 
 
【菅野委員長】 
 ３８１人は小中学校の先生全員のことを指しているのですか。 
 
【新関管理課長】 
 全員です。 
 
【菅野委員長】 
 教員として、実践的なものですか。 
 
【新関管理課長】 
 そうですね。 
勉強して指導に活かしていく活動となっていますので。 

 
【菅野委員長】  
 これについては、教育委員会としてはどのような評価をしていますか。 
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【三国生涯学習部長】 
 恐らく類似する組織はないと思っています。先生達が組合とは別に、ほとんどの教職員

が教育についてメンバーとしてお互いに組織化して研究、検討し、社会科副読本の編集な

ども行なっています。かなりの実力のある組織として認識しています。 
教育委員会としても、これまで、校長会、教頭会を通じて学校現場と話すケースが多い

ので、今後、様々な課題が出てきた時に、リアルタイムで解決へ向けた取組みができるよ

う、今後、距離感を近づけ、直に結び付けられるような方向性で検討していきたいと思っ

ています。 
 
【菅野委員長】 
 「中学校体育連盟活動支援事業」についてですが、これは全国大会もありますよね。石

狩市の場合は、勿論、全道にもいっていると思いますが、全国大会に出場している種目は

ありますか。 
 
【池田学校教育課長】 
 スキーのスキージャンプと水泳に優秀な選手がいます。 
 
【菅野委員長】  
 文化関係もありますか。 
 
【新関管理課長】 
 中分連があります。 
文化関係については吹奏楽が、北海道大会までです。 

 
【菅野委員長】 
 高校では石狩翔陽高校の吹奏楽とボートがありますね。 
 
【三国生涯学習部長】 
 石狩翔陽高校も石狩南高校も有名な先生がいます。 
 
【門馬委員】 
 そこに花川南中学校がありますね。 
 
【菅野委員長】 
 そこに繋がりはありますね。 
 
【三国生涯学習部長】 
 吹奏楽の先生はかなり繋がりがあります。 
そういった意味では石狩市に非常にいい先生達が集まっているので、合同でコンサート

をすると非常にレベルの高い演奏が鑑賞できます。 
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【徳田副委員長】 
 取り組みを盛んにやると学力等にも反映される部分もありますね。 
 
【菅野委員長】  
 「中学校体育連盟活動支援事業」の予算については、学校側からの事業要望などもある

と思いますが、このくらいで満足されていると思いますか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 種目やレベルによっては、この事業規模では到底全然まなかえないということもあるか

と存じます。 
 
【門馬委員】 
 個人負担になるとかなり高額になりますか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 スキーなどの例でいいますと、高額なケースもよくあります。 
全国レベルの選手になると、小学校でも海外遠征に参加しておりますので。 

 
【座主委員】 
 「就学援助事業」について、就学援助は返済義務がないのですか。 
 
【池田学校教育課長】 
 ございません。 
 
【座主委員】 
 返済制度にすると問題はありますか。 
 
【池田学校教育課長】 
 制度自体が支給という形で進めている意味では、国民の方達にオーソライズされた事業

になっているのではないかと思われます。 
 
【座主委員】 
 制度を切替える考えは今のところありませんか。 
 
【池田学校教育課長】 
 ございません。 
 
【三国生涯学習部長】  
 制度としては社会保障に近いものだと思います。 
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【門馬委員】 
 生活保護受給家庭は自動的に移行されるわけではないのですか。 
 
【池田学校教育課長】 
 生活保護で当てられる部分と教育委員会で当てる部分となります。 
 
【堀委員】 
 この中には、準要保護世帯も入っていますか。 
 
【池田学校教育課長】 
 入っています。 
 
【徳田副委員長】  
 来年度、国からの補助で賄われる分と「就学支援事業」は別ですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 就学支援そのものは特にこの度の新政権でも見直しに触れていません。これは義務教育

の施策なので、根本的には、国際的な観点でみれば、本来ここに社会保障費が出てくるこ

と自体が日本の不思議なところで、なぜ、義務教育にお金がかかるのかという議論の方が

出てくる話となってきますが、この制度そのものは社会保障制度として残ると思います。 
徳田副委員長のお話になられた部分は、奨学金の関係が１番関わりが深いかと思います。 
高校の無償化と大学の貸付が今後国の施策で出てくると思われます。高校については、

授業料のみに特定したもので、これは私立も同じような一定のものとなると推測しており

ます。 
小中学校就学援助でもご覧のとおり、実際の授業料以外の諸経費がかかるということと、

高校になりますと、石狩からの通学費が高額となることもあって、今の奨学金制度はこの

まま残すことによって、手立てにはなるという点では、高校が無償化になったとしても、

この奨学金制度はバッティングしないものと思っております。 
 
【堀委員】 
 「就学援助事業」の「手段」で「③通学費（１０月）」とありますが、どのようなもので

すか。 
 また、申請者数と認定者数に違いがありますが、対象になる、ならないという基準が金

額のボーダーによって、明確に分けられているからですか。 
 
【池田学校教育課長】 
 通学費については、小学生は４ｋｍ以上、中学生は６ｋｍ以上の子どもに実費で支給す

ることになっておりますが、実態はありません。 
 認定者数の違いはその通りです。 
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【堀委員】 
 １３４９世帯の内、生活保護世帯は何世帯ありますか。 
 
【池田学校教育課長】 
 生活保護該当の件数は小学生で３８件、中学生で２６件、合計６４件であります。 
 
【堀委員】 
 それ以外の人たちが準要保護世帯ということですね。 
 
【池田学校教育課長】 
 そうです。 
 
【菅野委員長】 
 小学校でも就学支援は行っていますか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 行っています。 
 
【菅野委員長】 
 認定者以外で修学旅行に行けない人はいるのでしょうか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 平成２１度は３０％くらいが認定の該当になっていまして、確かにボーダーの問題もあ

るかと思いますが、市町村の施策において、大半で言えることですが、所得をみる場合に

住民税による捕捉が基本であることから、経済状況が１年遅れとなりますので、タイムラ

グが生じるという問題があり、このような体系である限り、狭間にいて困る方は存在する

可能性があると思います。 
 
【堀委員】  
 民生委員に相談しにいくと対応してくれて、前年度の所得の問題もありますが、対象に

なることもあると聞くのですが。 
 
【池田学校教育課長】 
 ボーダーラインについては、一定程度、昨年の状況も調べますので、当然、給与収入の

方であれば、昨年の状況と今の状況の部分については支払い先の状況でも判断できますし、

特殊な経済状況になった方々については、その都度配慮してやっております。 
 今、三国部長が言われたのは方向性として、認定する際の認定率があまりにも上昇して

いる部分で、見直しをかけざるを得なくなったことと、その時に、当時は所得の 1.3倍だっ
たものを平成１７年度から、収入の 1.４倍という形になったなど、所得の今後の申請者の
捕捉といった部分が課題になっているということであります。 
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【菅野委員長】 
 ３割の子供達が認定される時代なのでしょうか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 ５年前に財政構造改革の行革懇話会で議論になった時に、石狩市だけ異常に高かったの

ですが、基準が違うこということもあったので、基準を他市町村に合わせて切替えたとこ

ろ、大体同じような状況となりました。それでも、この率まできているということは、や

はり石狩市の子育て家庭の所得状態があまり高くないという状況が伺えます。 
 
【徳田副委員長】 
 １人あたり計算をすると年間数万円になるのでしょうか。 
 
【池田学校教育課長】 
 それぞれのケースで分かれておりまして、単純に支給額を分けるぐらいしか捕捉はでき

ないのですが、ただ、それは実態とは少し違ってくる部分はございます。 
 
【堀委員】 
 学校給食費だけでも年額５万円くらいになりますよね。 
体育の実技費でいえばスキーのセットは年に１回ですか、結構かかりますよね。 
 あと、「奨学支援事業」についてですが、修学旅行費は行った後ですが、旅行前に出して

ほしいという希望はありますか。 
 
【池田学校教育課長】 
 あります。 
基本的に学校が修学旅行費の支払いまでの事業を行っておりますので、相談を受けた学

校は契約先と調整をして、ほぼ応えている状況であります。 
 
【菅野委員長】 
 奨学金の経費の財源１６０万円は、平成１９年度まで一般財源からしていたものを、基

金に切替えたということですか。 
 
【池田学校教育課長】 
 その通りです。 
  
【菅野委員長】 
 次に「学校給食事業」ですが、石狩の場合は全て給食センターで行っているのですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 そうです。 
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【門馬委員】 
 「学校給食事業」と「就学援助事業」で給食費をだしていますが、違いはなんですか。 
 
【池田学校教育課長】  
 「就学援助事業」では生活保護は一切関わっておりません。それから、支給ではなくて、

給食費をとらない形でやっています。 
 
【三国生涯学習部長】 
 要するに就学援助でもって、給食費が宛がわれるということです。 
本人を経由して給食費を払うのではなく、本人から徴収しないということです。 

 
【堀委員】 
 生活保護世帯に現金の支給をしないで、給食センターにそのまま行っているのですか。 
生活保護世帯は１度生活保護費として支給されて、本人達が納めていましたよね。それ

が変わったのですか。 
昔は生活保護費に含まれていて、本人が直接支払っていたと記憶しているのですが。 

 
【新関管理課長】 
 生活保護世帯の給食費の件ですが、生活保護費で支給されるそうです。 
ただ、委任払いというものがあり、生活保護世帯の担当のケースワーカーにお願いする

ようです。給食費の委任払いの申請もして頂けるということです。 
委任払いという形で直接収めている方がかなりいるようです。 

 
【門馬委員】 
 「就学援助事業」の項目の中に学校給食費がありまして、「児童生徒給食支援事業」は給

食費のみの支援事業になっていますが、この事業コストの関係で、給食費だけで 5,700 万
円、「就学援助事業」の 5,000万円の中に給食費も入っているのでしょうか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 給食費の徴収事務分も入っている可能性があります。 
 
【事務局：中西主査】 
 給食費だけのコストではないのかと思いますので、確認して改めてご説明いたします。 
 
【菅野委員長】 
 給食費は学校から市に払っているのですか。 
 
【三国生涯学習】 
 市の方へ直接振込みとしていますので、学校での徴収はありません。 
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【菅野委員長】 
 給食というのは、市の事業費で行なわれているので、要保護世帯などの認定など収納が

悪いとセンター事業として運営できなくなりますよね。 
 
【三国生涯学習部長】 
 給食費が充当される賄材料費はちゃんと給食運営委託者に支払うるような形になってい

ます。 
ですから、１食あたり小学校は 231円、中学校は 273円と決まっていますので、この部
分の食数部分はきっちりと手立てされる形になります。あとは、給食費そのものの収納未

済が発生するだけです。 
 
【菅野委員長】 
 全部の経費は入っているということですね。 
 
【三国生涯学習部長】 
 今は分かり易くなっていまして、調理は公務サービスに委託を行っていまして､食数は年

度末に全部清算することになっていますので、食数の入りと出は、はっきり分かれており

ます。 
 
【菅野委員長】 
 その他に何か課題はありますか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 学校給食運営委員会に諮っていく部分はあります。 
昨年、かなり原油高騰の影響で小麦とか原材料の価格が伸びたところですが、管内では

去年から今年にかけて、全て値上がりしたのですが、昨今の経済情勢となって、単価を変

えないで実施してきたのですが、ここまでになってくると、特に中学校などは、小麦、パ

ン、麺類が高額となり、カロリーなど栄養の充足率の問題が厳しい状態です。 
 
【菅野委員長】  
 アレルギーの問題で、アレルギーごとに給食を全部個別調理しなきゃならないなど、手

間もかかってくるのでしょうが、石狩市としても個別対応しているのでしょうか。 
【池田学校教育課長】 
 学校にて、アレルギーのある子どもをしっかり補足しておりますので、この辺の配慮は

させて頂いております。逆にアレルギーのない子への不利益という部分になるかどうかは、

今のところ声は上がっていません。 
 
【菅野委員長】  
 トータルして皆さんどうですか。 
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【堀委員】 
 「小中学校教育用コンピュータ整備事業」の成果指標で「コンピュータ１台あたりの児

童・生徒数」の平成２０年度実績値が「調査中」となっていますが、これは出ていますか。 
 
【事務局：中西主査】 
 国の調査の数字なので、示されていれば後で報告させていただきます。 
 
【徳田副委員長】 
 石狩市としての調査ではないのですか。 
 
【事務局：中西主査】 
 各学校が国へ調査報告を行い、後に市町村にフィードバックされることとなっています。 
 
【座主委員】 
 施策評価の「１次評価（１）」の中に「学校と町内会など地域が連携した声かけ運動やス

クールガードのような安全安心対策の取組み」とありますが、スクールガードなど実際に

これを目にしたことがないのですが。 
 
【三国生涯学習部長】 
 いえ、頻繁に実施されています。 
どうしても、下校の時間帯もなどもあり、不審者情報の方がクローズアップされている

現状は否めないと思っています。 
今、市民生活部との連携を検討することも考えております。 
見回りの部分で、国費を使えるものありますので、国費を使い、スクールガードとの連

絡調整を行なうなど、もう少し木目細やかにしたいと思っています。 
 
【座主委員】  
 スクールガードの方の腕章や車にステッカーを貼り付けて、停車させていることなどは

しているのですか。 
 
【三国生涯学習部長】 
 石狩市も実施しております。 
特に登下校の時に花川南５条の５差路のあたりはほぼいらっしゃいます。花川北は手稲

街道や花畔の道道辺りに午前中はかなりいらっしゃいます。 
ただ、午後では、皆さんもお忙しいので、疎らになったりすることはあります。 

 
【徳田副委員長】 
 花川南では町内会で対応していますよね。 
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【三国生涯学習部長】 
 それぞれで実施されています。 
 
【徳田福委員長】 
 市全体では実施していないのですか。 
  
【三国生涯学習部長】 
 市全体では実施していませんが、市教委では、これら団体の連携・情報交換を図る場と

して「子どもの安全安心連絡推進協議会」を設けさせていただいております。 
 
【門馬委員長】  
 地域の町内会活動の一環として実施しているのですね。 
 
【三国生涯学習部長】 
 そうですね。ＰＴＡ活動などもありますね。 
今後は、他部局とも連携し、巡回パトロール車の配置したいと考えており、地域スクー

ルガードと連携した取り組みを模索しております。 
 
【菅野委員長】 
 よろしいですか。 
それでは本日のヒアリングを終了いたします。 

 
～休 憩～ 
 
「１１－１」 
【菅野委員長】 
 それでは再開します。 
項目別に評価をしていきたいと思います。 
 始めに「①学習内容・学習指導の充実」の４つの項目について見ていきます。 
まず、「学校支援事業」について、皆さんどう感じましたか。 

 
【徳田副委員長】 
 ＳＡＴは石狩から始まった特徴的なシステムで、かなり注目されています。 
これをどう評価するかでしょうか。 
【菅野委員長】  
 先駆性は評価出来ると思いますが、まだ試行のような段階ですが、高い評価をすべきで

しょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 そう思います。 



 26 

 よくやっていますが、まだやってほしい気持ちもあります。 
 
【菅野委員長】 
 石狩発の先駆的な事業だということで高い評価をしたいと思いますが、「Ａ」の評価をし

たいと思います。 
 
「１１－２」 
【菅野委員長】 
 次の「英語指導助手招致事業」ですが、これについては、事業を始めて２０年近くにな

りますけれども、特別な感じは受けなかったのですが、この事業によって英語学習が極端

に伸びることもないと思うので、「Ｂ」ということにします。 
  
「１１－３」 
【菅野委員長】 
次に「小学校スキー学習支援事業」ですが、これについては門馬委員いかがでしょうか。 

 
【門馬委員長】 
 色々、議論のある事業とは思いますが、先ほどの説明を聞きますと、北海道らしいスポ

ーツを体験する事業となると、やめる事業とも言い難いのかなと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 卒業してから本州で仕事をする機会もありますから、北海道出身でスキーもやったこと

がないというのはどうなんでしょうか。 
それと外出機会が減った中で自然と触れ合うのは意味があると思います。 

 
【堀委員】 
 この事業が入る前は、学校のバザー事業などでバスの借り上げ料を補助していました。

そのうち１回分の補助が出るようになって負担額は確かに減っています。 
 
【菅野委員長】 
 「Ｂ」とします。 
  
「１１－４」 
【菅野委員長】 
次に「学校教育主事配置事業」ですが、これは計画通り進んでいる事業ですので、特別

問題もないようですので、「Ｂ」とします。 
  
「１１－５」 
【菅野委員長】 
次に「②特別支援教育の推進」の「特別支援教育運営事業」です。 
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私はよくやっているし、必要だと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 よくやっていると思います。 
 
【菅野委員長】  
 評価は「Ａ」にしましょう。 
 
「１１－６」・「１１－７」 
【菅野委員長】 
 次に「③教育環境整備」の「小中学校教材教具整備事業」と「小中学校教育用コンピュ

ータ整備事業」です。 
問題もなく実施されているようですので「Ｂ」評価とします。 

 
「１１－８」 
【菅野委員長】 
 次に「石狩市教職員研修事業」です。単独ではサマーセミナーがありますが、これはい

かがでしょうか。 
 
【徳田副委員長】 
 対象者の９割くらいが参加していますね。 
 
【菅野委員長】 
 有意義な研修ということでしょうか。 
 ただ、特別なことをやっているわけでもありませんので、評価は「Ｂ」です。 
 
「１１－９」 
【菅野委員長】 
 次に「スクールバス運行事業」です。 
 
【徳田副委員長】 
 スクールバス等も財政的な部分で石狩市は十分対応できないなのはよくわかりますが、

全道の市町村が集まる出張で、石狩市のマイクロバスを利用しましたが、１番みすぼらし

い印象を受けました。 
 
【菅野委員長】 
 石狩にはスクールバスの他に福祉バスのような乗合性のあるバスはありますか。 
 
【佐々木企画経済部長】 
 石狩には福祉バスは３台あります。 
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【菅野委員長】 
 福祉バスと称していても、福祉だけではありませんよね。 
 
【事務局：中西主査】 
 福祉が優先ですが、空いているときは他でも使えます。 
 
【菅野委員長】 
 節約している結果ですが、環境整備の面では、ある程度老朽化対策は必要だと思います。

「老朽化対策をするべき」という意見を付けて評価は「Ｂ」にします。 
 
「１１－１０」 
【菅野委員長】 
 次に「小中学校管理運営事務」ですが、これは公務補の配置や教員住宅で、特筆するも

のは無く、一般的な事業ということで「Ｂ」とします。 
  
「１１－１１」 
【菅野委員長】 
次に「小・中学校校舎等改修事業」です。 
耐震化診断は概ね終わったということでしたが、特に石狩市は人口急増の対策で各小中

学校は、全面改修が必要な時期に来ているのでしょうが、マンションのように資産を維持

する目的で計画的な修繕を行なう訳にもいかないとは思います。 
 
【徳田副委員長】 
 限られた財政ではありますが、まだ、まだやってもらいたいと思います。 
 
【菅野委員長】 
 評価は「Ｃ」とします。 
 
「１１－１２」 
【菅野委員長】 
 次に「社会科教育等推進事業」です。 
これは、副読本ですね。 
地域的なものを学習させるという考え方は全国的なものですね。 

 
【徳田副委員長】 
 必要だと思います。 
石狩市は歴史的な部分も多いと思います。 

 
【堀委員】 
 毎年作るのは大変だと思いますが、「改革改善の方向性」にも出されているので、それ程
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問題はないのかなと思います。 
 
【座主委員】 
 石狩市内で出される他の本との抱き合わせみたいなことは出来ないのかなと思いますね。 
  
【徳田副委員長】 
 そういうのもあるかもしれませんね。 
 
【菅野委員長】 
 小学校３年生、４年生が対象なので、難しいかもしれませんね。 
これは「Ｂ」とします。 
  
「１１－１３」 
【菅野委員長】 
次に「④いじめなどの問題や不登校への対応」の「スクールカウンセラー設置事業」で

すが、これは大切な事業です。 
 
【堀委員】 
 特別支援教育が始まる前までは、困り感のある相談が多かったと思います。 
 
【徳田副委員長】 
 昔は臨床心理士の資格がない人でも対応出来るようなことも、全て引き受けていたのか

もしれませんね。特別支援教育がスタートして心のケアを出来るような形になったので、

適正な数字が出てきているのかもしれませんね。 
 
【菅野委員長】 
 この人数で満足はしていないと思いますが、必要度は高いですね。 
 
【徳田副委員長】 
 必要性からいうと「Ａ」評価だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 「Ａ」評価とします。 
 
「１１－１４」 
【菅野委員長】 
 次に「不登校児童生徒支援事業」ですが、これは難しいですね。 
 
【堀委員】 
 課題としては色々なことがあると思いますが、実績値としては「学校復帰人数」が出て
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いますし、この事業がなかったら復帰が難しいケースもあるのかと思いますので、必要な

事業だと思います。 
 
【菅野委員長】 
 対象者が６０人で、目標４０人、復帰したのが２８人で効果があることは間違いありま

せんね。「Ｂ」評価とします。 
 
「１１－１５」 
【菅野委員長】 
 次に「教育振興会活動支援事業」です。 
これは教職員全員が関わる教育振興会という自主活動の部分ですね。 

 
【徳田委員長】 
 成果指標の「学校課題研究発表参加人数」ですが、これは発表者数で全体の参加者数は

出ていませんね。 
 
【菅野委員長】 
 説明を聞くと中々やっている感じは受けましたが、特筆するべきこともないので「Ｂ」

とします。 
 
「１１－１６」・「１１－１７」 
【菅野委員長】 
 次に「中学校体育連盟活動支援事業」と「中学生文化関係コンクール等参加活動支援事

業」です。 
金額だけで評価するのもいかがなものかと思いますが、皆さんはどう思いますか。 

 
【座主委員】 
 管内、全道は旅費の４分１、全国は２分の１となっていますが、もう少し、管内、全道

を上げても良いと思うのですが。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 これについてはお金がないから廃止しますということはありません。 
むしろ大会に出ることになってから、補正で必要な額を出しています。 

 
【菅野委員長】 
 事後予算が考えられるのですね。評価は「Ｂ」とします。 
 
「１１－１８」・「１１－１９」 
【菅野委員長】 
 次は「就学援助事業」と「奨学支援事業」です。 
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一般的に考えて児童生徒の３分１が認定対象というのは多すぎる気がします。基準から

して仕方がないことなのでしょうか。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 認定の基準は石狩市独自で決めています。生活保護基準の収入の１．４倍ということで、

一度、基準を見直して一時は減ったのですが、また、上がってきている状況です。 
 
【菅野委員長】 
 権利意識からすると納得していないのですが、どうでしょうか。 
 
【座主委員】 
 道の児童生徒の３０％くらいが貧困というデータが出ていましたよね。 
 
【菅野委員長】 
 外国との貧困率を比べても各々の国情などがある訳で意味がないのですよね。 
課題があるということから、「認定率を下げるべき」という意見にはなりませんでしょう

しね。 
 
【堀委員】  
 ただ、内容の検討っていうのは可能ではないかと思いますが。 
 
【菅野委員長】 
 学校教育法や学校保健安全法などで決まっているのでしょうね。 
 
【堀委員】  
 医療費に関しては傷病名が決まっていますよね。 
 
【徳田副委員長】 
 ある程度は、子どもの教育を家庭だけではなくて、地域など全体で育てていくことも必

要だろうという観点からすると３割というのは多いかと思います。 
 
【菅野委員長】 
 義務教育は無料だということが基本的にあるのでしょうか。 
 奨学金も平成２１年度に倍ぐらいに増えていますよね。 
 
【事務局：佐々木部長】 
 経済状況も厳しくなって、希望者が多くなると見込まれたためです。 
 
【菅野委員長】 
 平成２０年度は決算数値だけど、平成２１年度は予算だからわかりませんね。 
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 この事業は現行で維持されるべきと判断して「Ｂ」評価とします。 
 
「１１－２０」 
【菅野委員長】 
 次に「学校給食事業」ですが、学校給食センター運営委員会があるので、その中で意見

を集約して事業が実施されていると思うのですが、勉強会の時に何か意見がございました

よね。 
 
【座主委員】 
 それほどおいしいものでもなく普通だという感想を娘から聞いたことがあるのですが、

堀委員は試食会では良い評価をしていましたよね。 
 
【堀委員】 
 どこを評価基準にしているかというのがあると思います。食事内容はそんなにひどくは

ないといつも感じています。 
 毎回、試食会でアンケートを取っても、それほど悪い意見も出ていません。中学生の給

食については、量が少ないなど少し意見は出ていましたが、給食費で運営していることと、

食材の選別など安心安全な給食という部分では保たれているかと思いました。 
 
【菅野委員長】 
 栄養士の方がいるので、栄養面ではよくやっているというところでしょうか。 
特別、真新しいことをやっている訳でもないので、「Ｂ」とします。 

 
「１１－２１」 
【菅野委員長】 
次に「給食センター維持管理事業」ですが、３箇所の給食センターについて、「事業の課

題」では「施設が老朽化しており、修繕の必要箇所が増えている」とありますが、それに

よって給食サービスが特別滞ることはないということでしたので、「Ｂ」とします。 
 
「１１－２２」 
【菅野委員長】 
 次に「児童生徒給食費支援事業」です。 
これは要項に基づいて認定者に支援している事業ということですが、この数値は特別な

動きはなさそうですね。 
  
【徳田副委員長】 
 約２０％くらいですから、先ほどの学校支援では３０％くらいですね。給食費の補助が

２３％くらい、大体数字的にはそのくらいなのかなと思います。 
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【菅野委員長】 
 「Ｂ」評価とします。 
 今日はみなさんの意見をトータルして聞いていますので、これから観点別へ入っていく

と今日の評価がそのまま落ち着かないこともあるかもしれません。その時は、また皆さん

に色々諮りたいと思います。 
本日は仮集約までということで、終了いたします。次回は１０月３０日の９：００から

となります。お疲れ様でした。 
 
 
 
 
 
 

平成２１年１１月 ９日 議事録確定 

石狩市行政評価委員会 委員長  菅 野  勲   


