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第１回神恵内村総合教育会議   
と き：平成２７年６月１０日（水） 

                   ところ：議員控室 
 

≪開 会 午後３時≫ 
 
【総務課長】 
 ただ今から第１回総合教育会議を開会させていただきます。 
 開会にあたりまして、村長よりご挨拶を申し上げます。 
 
【村 長】 
 開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。 
 教育委員の皆様におかれましては、日頃から、神恵内村の子ども達の健全育

成について、大変なご尽力をいただいておりますことに対しまして、敬意を表

するところでございます。 
 また、村政の推進につきましても、深いご理解とご協力をいただいておりま

すことに対しまして、重ねてお礼を申し上げます。 
 皆様すでにご承知のとおり、本年４月１日付で、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部が改正されたところでございます。 
 この改正に伴いまして、教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体

制の構築、市町村長と教育委員会との連携の強化等の改正が行われたところで

ございます。 
 また、新たに総合教育会議を設けて、村の教育の基本的な方針である大綱を

策定することが求められておるところでございます。 
 本来であれば、総合教育会議をもう少し早く開催しなければならなかったと

ころでございますが、あいにく統一地方選挙の執行等がございまして、少し遅

れましたが本日に開催にいたったということでございますので、事情をご賢察

の上ご了承いただければ大変ありがたいと思っております。 
 本格的にご議論をいただくのは２回目以降になると思いますけれども、この

総合教育会議のご議論を通して、神恵内村の教育の方向性をしっかりと導き出

して行きたいと考えておりますので、皆様方から慎重なご審議をいただきます

ようによろしくお願い申し上げるところでございます。簡単ではございますが、

一言ご挨拶とさせていただきます。 
 
【総務課長】 
 それでは、これから会議の方を進めてまいりたいと思います。 
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 この後説明します要綱にありますとおり、この会議の議長については村長が

議長になると決まっておりますので、村長の進行で会議の方進めてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いします。 
 
【村長：議長】 
 それでは、次第に従ったご説明をさせていただきます。３番目の神恵内村総

合教育会議設置要綱についてご説明させていただきます。 
 
【総務課長】 
 それでは、私の方からご説明させていただきます。議案１枚めくっていただ

きまして、神恵内村総合教育会議設置要綱とあります。まず第１条目的であり

ます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４第１項の規定に基

づき、神恵内村の教育に資するため、神恵内村総合教育会議を設置するという

ことでございます。この法律でございますけども、資料１を添付してあります

ので、ご覧いただきたいのですが、この法律の関係部分抜粋したものでござい

まして、中程に第１条の４、総合教育会議とあります。地方公共団体の長は、

大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関

する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設ける

ものとする。これが根拠法令でございます。これに基づいてこの会議を設けて

いるということでございます。 
第２条でございます。所掌事務、総合教育会議は、法第１条の４第１項の規

定により、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。１号では、神恵内村の教

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関する協議。２

号では、神恵内村の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。３号では、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おそれ

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ということでございま

す。 
第３条組織でございます。総合教育会議は、村長及び教育委員会をもって組

織する。 
第４条は招集でございます。総合教育会議は、村長が招集し、総合教育会議

の議長となる。２項、教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議をす

る必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、

総合教育会議の招集を求めることができる。 
第５条は意見の聴取でございます。総合教育会議は、前条の協議等を行うに

あたって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当
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該協議等に関する意見を聴くことができる。 
第６条会議の公開でございます。総合教育会議は公開する。ただし、個人の

秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれが

あると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすること

ができる。これについては、広報６月号に掲載して会議の周知をしております

けども、傍聴については希望者がいなかったということでございます。 
第７条議事録の作成及び公表でございます。総合教育会議は、会議の終了後

遅滞なく議事録を作成し、これを公表する。 
第８条調整結果の尊重でございます。総合教育会議において、構成員の事務

の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなけ

ればならない。 
第９条庶務でございます。総合教育会議の庶務は、総務課において処理する。

ただし、総合教育会議の開催並びに大綱の策定等に関する事務を教育委員会委

任させる場合は、この限りでない。 
第１０条委任でございます。この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の

運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定めるということでございまして、

既に要綱は４月１日から施行されております。これについては、法律の施行日

が４月１日ということで、国の方からの指導でございまして、１日付でこの要

綱を設置するという内容でございます。 
 皆さんも研修等で説明を受けてるかと思いますが、資料２というカラーで非

常に分かり易く今回の制度改正を載せておりまして、右側の POINT３に総合教

育会議ということで、すべての地方公共団体に「総合教育会議」を設置すると

なっております。そして、その下に後で協議しますけども、POINT４では大綱、

教育に対する大綱を首長が策定するということで、非常に分かり易く載ってお

りますので、後ほどご覧いただければと思います。設置要綱については以上で

す。 
 
【村長：議長】 
 ただ今の設置要綱についての説明で、総務課長から話ありましたけども、委

員の皆さんこれについて研修を積まれてるということを伺っておりますが、特

に何かご意見ご質問があればどうぞ。 
 
（意見、質問なしの声あり） 
 
【村長：議長】 
 それでは、４番目の協議、調整事項についてに移ります。①の大綱の策定に
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ついてご説明します。 
 
【総務課長】 
 それでは、私の方からご説明させていただきます。今回の会議で大綱の素案

というものは用意してございません。次回以降に具体的な協議をしていただく

というふうに考えておりますけども、どのようなものを大綱に盛り込んでいく

のか、大綱とはどういうものなのか少しご説明申し上げます。 
資料の１法律の抜粋をご覧いただきたいと思います。 
第１条の３、地方公共団体の長は、教育基本法第１７条第１項に規定する基

本的な方針を参酌し、その地域の実績に応じ、当該地方公共団体の教育、学術

及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。と法律で定

められております。この教育基本法第１７条第１項というのは、教育振興基本

計画これは国が定める教育の基本的な方針、それに基づいて各市町村で大綱を

定めなさいということでございます。 
２項では、地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとする

ときは、あらかじめ、次条第１項の総合教育会議において協議するものとする。 
３項では、地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 
４項では、第１項の規定は、地方公共団体の長に対し、第２１条に規定する

事務を管理し、又は施行する権限を与えるものと解釈してはならない。この第

２１条というのは教育委員会の職務権限の事を言います。ですからこの法律で

言っているのは、市町村長に大綱の策定を義務付けしたが、本来教育委員会が

持ってる職務権限まで市町村長に与えてのではないということをここで謳って

おります。これに基づいて大綱を作るということなんです。では、大綱でどの

ようなものを定めなきゃならないのかということで、資料３をご覧ください。

これも文科省の方から示されてるものでございまして、皆さん研修等で同じも

ので説明受けているかもしれませんが、再度ご説明させて下さい。 
６ページをお開きください。６ページから大綱の策定について記載がござい

ます。次に７ページの２、留意事項から説明させていただきます。地方公共団

体の長は民意を代表する立場であるとともに、教育行政においては、大学及び

私立学校を直接所管し、教育委員会の所管事項に関する予算の編成、執行や条

例提案など重要な権限を有している。また、近年の教育行政においては福祉や

地域振興などの一般行政との密接な連携が必要となっている。これらを踏まえ、

今回の改正においては、地方公共団体の長に大綱の策定を義務つけることによ

り、地域住民の意向のより一層の反映と地方公共団体における教育、学術及び

文化の振興に関する施策の総合的な推進を図ることとしている。（１）大綱の定
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義、①大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施

策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施

策について策定することを求めているものではないこと。基本的な方針を定め

るということで、細かい実施計画まで例えば何年に何をやるとか求めているも

のではないということです。 
②と③とばしまして、④大綱が対象とする期間については、法律では定めら

れていないが、地方公共団体の長の任期が４年であることや、国の教育振興基

本計画の対象期間が５年であることに鑑み、４年～５年程度を想定しているも

のであること。大綱の期間については決められてないんですが、４年～５年程

度で計画を作ることが望ましいということでございます。 
⑤教育委員会が今回の改正後も引き続き執行機関であることから、大綱に記

載された事項を含め、教育委員会の所管に属する事務については、自らの権限

と責任において、管理し、執行すべきものであり、地方公共団体の長が有する

大綱の策定権限は、教育委員会の権限に属する事務を管理し、執行する権限を

地方公共団体の長に与えたものではないということで、これは先ほど法律の第

１条の３第４項にも同じ事書いてありましたけども、あくまでも職務権限とい

うのは、これまでどおり教育委員会が執行しなければならないということでご

ざいます。 
次に（２）大綱の記載事項でございます。①大綱の主たる記載事項は、各地

方公共団体の判断に委ねられているものですが、主として、学校の耐震化、学

校の統廃合、少人数教育の推進、総合的な放課後対策、幼稚園、保育所、認定

こども園を通じた幼児教育、保育の充実等、予算や条例等の地方公共団体の長

の有する権限に係る事項についての目標や根本となる方針が考えられるという

ことでございます。８ページをごらんください。 
②大綱は、教育行政における地域住民の意向をより一層反映させる等の観点

から、地方公共団体の長が策定するものとしているが、教育行政に混乱を生じ

ることがないようにするため、総合教育会議において、地方公共団体の長と教

育委員会が、十分に協議、調整を尽くすことが肝要であること。教育委員会で

十分調整して意見をまとめないという内容でございます。 
③の２段目、地方公共団体の長及び教育委員会の双方に尊重義務がかかるも

のであること。なお、会議で調整した方針に基づいて事務執行を行ったが、結

果として大綱に定めた目標を達成できなかった場合については、尊重義務違反

には該当しないこと。例えば、計画に盛り込んだが予算の都合で出来なくなっ

たということがあるかと思います。そういうことかと思います。 
（３）地方教育振興基本計画その他の計画との関係ということで、①地方公

共団体において、教育基本法第１７条第２項に規定する教育振興基本計画その
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他の計画を定めている場合には、その中の目標や施策の根本となる方針の部分

が大綱に該当すると位置付けることができると考えられることから、地方公共

団体の長が総合教育会議において教育委員会と協議、調整し、当該計画をもっ

て大綱に代えることと判断した場合には、別途大綱を策定する必要はないこと。 
これは、大綱に代わる市町村の計画が既に存在してる場合については、この

大綱の代わりにできますという規定なんですが、教育長に確認したところうち

はそういう計画はないということでございますので、うちの方では大綱を作っ

て行かなければなりません。以上大綱の内容について、説明に代えさせていた

だきます。 
 
【村長：議長】 
 それでは、大綱の策定についてご説明ありましたが、何か質疑、意見等ござ

いましたら承ります。 
 
（質疑、意見なしの声あり） 
 
【村長：議長】 
 次に、②総合教育会議の事務の委任についてに移ります。 
 これは私の方からご説明させていただきます。 
 総合教育会議の事務の委任については、事務の庶務は総務課において処理す

ると定めているところですが、私としては総合教育会議の事務を円滑に進める

ためには、教育行政の専門である教育委員会が担うことが望ましいと考えてい

るところであります。 
 事務の委任については、本会議の議決は必要ではありませんが、皆さんのご

理解を得たうえで、事務委任の手続きを取りたいと考えておりますのでよろし

くご審議のほどお願い申し上げます。 
 いかがですか。 
 
【大井委員】 
 教育長、委員会の方で事務局が大丈夫であれば村長の意見に私は賛成します。 
 
【教育長】 
 今後志管内的にも、村長部局でという所と、委員会でという所と様々でござ

います。どちらかというと、教育委員会の方が多いのかなと思いますけども、

はっきり決まっておりません。いずれにしましてもこの法律ができた時から、

私なりに教育委員会になるのかなという思いをしてきましたので、委員さんの
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方から事務局体制許されれば良いのではないのかというご意見もありましたの

で、良いと思います。 
 
【村長：議長】 
 それでは、みなさんよろしいですか。 
 事務の方はそのように進めてまいりたいと思います。 
 
【総務課長】 
 事務の委任の関係ですけども、これは地方自治法第１８０条の２により、長

から教育委員会に協議を申し入れしなければならいのですが、この会議でみな

さんにご理解していただいたということで、正式に村長から教育委員会に協議

を今日付でさせていただきたいと思います。 
 
【村長：議長】 
 そういうことで進めさせていただきます。 
 よろしいですか。 
次に③その他に移りますが、今後のスケジュールについてご説明させていた

だいて、ご意見をいただければと思いますのでよろしくお願いします。 
 

【総務課長】 
 スケジュールの関係について、今後は教育委員会の方で事務を行うというこ

とになりましたので、教育長から教育委員会としての考えをお話いただければ

と思います。 
 
【教育長】 
 今、各町村教育会議の開催、大綱の策定等ばらばらに進めております。あま

りないですけど２、３町村あります。それから第１回目の総合教育会議の目処

もたってないというような町もあります。その首長の考え方で急がなくても今

年度中に会議開いて、大綱の策定できればいいんだろうという意見が多いよう

です。 
私なりに事務局持ったならばと、勝手に考えていたわけなんですけども、議

会への説明という部分が出てくるわけなんです。議会への議決ではなく説明で

すね。議会の開催に合わせて村長と協議しながら大綱を作りたいと思います。 
だいたい秋までに大綱の素案つくりまして、１２月議会に合わせたらどうか

なというふうに考えております。 
村長の方でそれでは遅いというのであれば、９月の議会に合わせて作り上げ
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るという日程もあるのかなと思います。だいたい各町村そういう形で進むよう

です。遅い町村で来年の３月に示すということでございますので、私は１２月

の議会に間に合うようにと考えておりますが、村長の考えはどうですか。 
 
【村長：議長】 
 良いです。十分です。 
 どうですか。 
 
【総務課長】 
 私は、３月頃かと思ってました。素案を確定するまで１回では済まないでし

ょう。２回から３回会議を開かなかったらないんじゃないですか。 
 
【教育長】 
 いや、そんなこともない。あくまで村長が作るものですから、村長との細か

い打ち合わせは、要綱に書いてあるとおりできますので、それで詰めて皆さん

にお示しして、必要があったら修正して、次にはというような運びで。 
 
【総務課長】 
 それでは、あと２回程度で決定するということですね。 
 
【村長：議長】 
 委員の皆さんの意見を聞いて、教育委員さんの意向を十分反映した中で、と

思ってます。 
 
【教育長】 
 大綱の形なんですけど、各町村考え方ばらばらで、先程稲船課長から説明あ

りましたように、教育振興計画とごっちゃにしてる町あるんです。そうでない

んですよね。つまり大きい部分だけ見えるわけですから、そんなに時間かかる

ものではないんですよね。 
 
【総務課長】 
 基本的な方針ですから、例えばうちは学校統合の問題あるわけではないです

し。 
 
【教育長】 
 そうなんです。 



9 
 

【村長：議長】 
 問題なのは、少子と子育て支援の問題で、保育所、幼稚園、学童保育、子育

て支援センター、これらをどう統合させていくのかということで、これは保育

所とも前からいろいろ詰めてた話もありますが、そういう所を少し書き込まな

きゃないかなと思ってましたけどね。 
 
【教育長】 
 それも細部実施計画みたく書き込む必要ないわけで、集約して大まかな目標

でしょうね。それが大綱だと思っていただければいいと思います。そんなに時

間かかるものではないと思っております。 
 
【大井委員】 
 まだ正式に作った所ないんですか。 
 
【教育長】 
 まだ正式に作った所はありません。よそで素案出したのをネットで見ました

ら、紙１枚で終わります。教育目標的なことですから。 
 
 
【村長：議長】 
 それで良いと思います。 
 
【教育長】 
 うちがどのへんまでやるのかは、村長と協議しながら決めて行きたいと思い

ます。 
 
【村長：議長】 
 それに向かってどう進めるかという程度は書いた方がいいのか、それともそ

こまで書く必要がないのか。 
 
【教育長】 
 実施計画まで入り込むと、やったやらないの話になるので。 
 
【若山委員】 
 ようするに町村長が任期が４、５年だから、大綱もそれに合わせて４、５年

のスパンでということであれば、これまでも難しい問題がでてくるわけですけ
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ら、細かくは書けないということですね。 
 
【教育長】 
 そしてちょうど時期的に村長が再任されたばかりではなくて、再任されて年

数ちょっと経ってますので、そういう任期までの期間が短いんですよね。その

辺をどうするのか。そういう問題もあります。それを無視して４年で作るか。 
 
【村長：議長】 
 あと２年よりないので。 
 
【教育長】 
 そういう問題もありますので、協議しなければならないと思ってます。 
 
【村長：議長】 
 そしてやはり、地方自治体だから、ずっと同じ考えが近い人が首長になると

は限らないわけです。共産党の首長になることもあるわけだし、民主と自民党

がそうでしょ。そういう意味ではかなり違ってくるかもしれないね。 
 
 
【教育長】 
 先ほど、稲船課長の説明の中にあったように、村長の残りの任期を意識する

必要はないのかなと、５年なら５年で大綱を変更した時は、やればいいと。 
 
【村長：議長】 
 そういう人が村長になったら、大綱変更すればいいんですよ。そういうこと

ですね。もちろん教育会議の中で議論してもらうということは良いことだと思

います。 
 
【教育長】 
 そういった日程で、秋までにと考えております。よろしければそれで進めて

行きたいと思います。 
 
【村長：議長】 
 そんなところのスケジュールでみなさんよろしいですか。 
 これから大綱策定の件で、また皆さんにご意見いただくことになるかと思い

ますが、是非神恵内村の子ども達のために、そして村民の皆さんのために大所
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高所からご意見をいただいて、素晴らしい大綱ができるようによろしくお願い

します。 
 その他何かございませんか。 
 
【大井委員】 
 特にありません。 
 
【村長：議長】 
 若山さん何かありませんか。 
 
【若山委員】 
 ありません。 
 
【村長：議長】 
 それでは、その他ないようですので第１回神恵内村総合教育会議を以上で閉

じさせていただきます。 
 どうもありがとうございました。 
 

≪閉会 午後３時４８分≫ 


