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第２回神恵内村総合教育会議   

 

開催年月日   平成２７年１２月９日（水） 

開 催 場 所   役場議員控室 

出 席 委 員   村長（議長） 高橋 昌幸    

教育委員長  若山 寿美子 委員長職務代理者 大井 秀幸 

教 育 委 員  三浦 喜美代 教 育 長 岩田 好美 

事 務 局   総 務 課 長  稲船 義則  総務課長補佐 高田 徹 

        教 育 次 長  玉川 喜章  主   幹 石崎 透 

≪開 会 午後４時≫ 

 

【教育次長】 

 ただ今から第２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。 

 日頃、大変お忙しい中、お集まりいただきまして感謝を申し上げます。また、

皆様方には、平素から教育行政の推進全般にわたりましてお力添えを賜ってお

りますことに心から感謝を申し上げます。 

 日頃から教育委員として、神恵内村の子どもたちの健やかな成長のために、

そして教育行政の整備のために、ご意見を賜っておりまして、何とか神恵内村

の教育も皆様のおかげをもちまして順調に進んでいると考えております。この

点につきましても心から感謝を申し上げます。 

 ６月１０日に第１回目の総合教育会議が開かれまして、本日は第２回目の会

議となっております。１回目の会議でお話をしたところでありますが、すでに

ご承知のとおり「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正によりま

して、自治体の教育大綱を教育委員会と協議して首長が定めることになった訳

でありまして、素案の作成にあたりまして現に教育に直接携わっている教育長

の意見を十分取り入れながら、私の教育に対する思いもお話ししながらまとめ

てみたところでございます。 

本日は、大綱案を提案しまして皆様方と十分協議・調整をさせていただきた

いと考えていますので、よろしくお願いいたします。はなはだ簡単ですが一言

開会にあたっての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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【教育次長】 

 本日の進行は、総合教育会議設置要綱第４条の規定により村長が議長となる

ことが決まっておりますので、村長が進行します。村長よろしくお願いいたし

ます。 

 

【村長：議長】 

 私が議長を務めさせていただきます。早速ですが神恵内村教育大綱案につい

して教育長から説明をしていただきます。 

 

【教育長】 

 教育大綱をお配りしておりますので、大綱案に従って説明いたします。事前

配布をできなかったことについてお詫びを申し上げます。この大綱案はそんな

に長いものではないのでゆっくり読み上げて説明させていただきます。（以下大

綱案を読み上げながら説明する。） 

 以上、１大綱策定の趣旨 ２大綱の位置づけ ３大綱の期間 ４大綱の基本

目標 ５大綱の基本方針の就学前教育の推進、学校教育の充実、社会教育の推

進という割り付けで、村長と相談しながらまとめましたのでよろしくご審議を

お願いいたします。 

 

【村長：議長】 

 ただいま説明がありました。全てを一度に議題にすると混乱するので、１の 

「大綱策定の趣旨」から順番に皆様方のご意見を伺いたいと思います。１の「大

綱の趣旨」についてご意見があれば発言願います。如何でしょうか。 

 

【若山教育委員長】 

よろしいでしょうか。この大綱は非常に良く出来ていると思います。私たち

も教育委員研修会等で、教育委員会制度改革の内容についても勉強してまいり

ましたので、これからも村長が策定する大綱をもって地域住民の意向をより一

層反映して頂いて、村の教育、学術及び文化の振興に関する施策の更なる推進

を望んでおりますとともに、協議・調整に努力をしてまいりたいと思っており

ますので、今後もよろしくお願いいたします。 

 

【村長：議長】 

 これまでも教育に関しては、皆様方のご意見を十分尊重して進めておりま

す。特に近年、学校教育の環境整備に関する予算についてはほぼ満額予算を計

上していると自負しております。お金ばかりではないのですが、少なくても教
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育に関する条件の整備については、投資という考え方をしておりまして、産業

についても投資がなければ効果が上がらないと考えております。なかなか教

育・福祉というのは、投資に見合う成果が見えにくいものであると思いますが、

それを超えて投資をしていくという考えを持っております。その様なことから、 

これからも皆様のご意見を十分反映させていきたいと考えておりますので、

色々な場面でご意見をいただければありがたいと思います。 

 

【若山教育委員長】 

 これまでも、村長から教育に関して、十分なご理解を頂いておりまして、様々

な面で後押しをしていただいているところです。今後ともよろしくお願いいた

します。 

 

【村長：議長】 

 あと、大綱の策定の趣旨について、ご意見ご質問等ありませんか。 

 

【各委員】 

 意見、質問なしの声あり。 

 

【村長：議長】 

特にないと言うことですので、続きまして２の「大綱の位置づけ」について、

ご意見ご質問等ありませんか。 

 

【若山教育委員長】 

 国の教育方針と大綱の位置づけとの関連性をもう少し詳しく説明願います。 

 

【教育長】 

 町村として大綱等を策定するとき、国の計画を意識する訳です。 

国の教育振興基本計画は、教育基本法に基づいて国が策定しているもので、

現在は第２期教育振興基本計画（平成２５年から平成２９年までの５カ年計画）

に基づいて進められているところです。その中に、基本的な方向性という項目

があり、社会を生き抜く力の養成、未来への飛躍を実現する人材の養成、学び

のセーフティーネットの構築、絆づくりと活力あるコミュニティの形成という

内容がうたわれており、この内容を参酌しながら神恵内村教育目標の実現を図

るために、村の総合振興計画にうたわれている教育の分野の「神恵内文化と次

代を担う人づくり」を基本理念として提案させて頂いたところです。 

また、下段に神恵内村教育目標を記載しております。これは、昭和４８年に
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制定されているところですが、いつの時代でも通用する教育目標になっている

と思いますので、今後もこれを目標としながら大綱を進めて行きたいと考えて

います。 

 

【村長：議長】 

よろしいでしょうか。 

 

【若山教育委員長】 

 解りました。 

 

【村長：議長】 

 それでは３の「大綱の期間」についてですが、この期間については平成２７

年度から平成３１年度までの５カ年と考えておりますが、必要に応じて改定す

ることと考えております。ご意見ご質問等ありませんか。 

 

【各委員】 

 意見、質問なしの声あり。 

 

【村長：議長】 

特にないと言うことですので、続きまして４の「大綱の基本目標」について

ですが、ここに３点掲げております。今教育長から説明あったように、国の教

育振興基本計画との整合性をとった形で提案しております。ご意見ご質問等あ

りませんか。 

 

【大井委員】 

「豊かな人間性を育み、次代の神恵内を担う人づくり」と言う基本目標につ

いて、先日岩宇の教育委員研修会がありまして、秋田県の東成瀬村教育長の講

演があった時に、感銘を受けたお話がありました。それは、小さい村の成人者

に出身はどこですかと訪ねたら、すぐに返答が無かったそうです。加えて、何

とかの隣です。と言う返事だったそうです。 

結局、自分の出身地を自信を持って言えない子どもがいたそうです。神恵内

の子どもたちも同じではないかなと感じました。神恵内村の子どもには、郷土

愛を持った力強い子どもに育って頂きたいと感じております。その為には、村

としても、環境面の整備を充実したり、神恵内は素晴らしい所だと言う神恵内

村プランの策定や、大人も郷土を愛する村づくりに努力をしていかなければな

らないと考えております。 
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こうしたことから、「ふるさとを愛し」と言う文言を加えたらどうかと思いま

す。 

 

【教育長】 

 今、ふるさと教育については、力を入れて取り組んでいるところです。今後

もふるさと教育の充実を図っていかなければならないと考えています。 

 

【大井委員】 

 私も、ふるさと教育の大切さを痛感しております。これから、神恵内村をし

ょって立つのは子どもたちですから、子どもたちに活気が無ければ村全体も活

気を失うように感じます。 

 

【教育長】 

 ふるさと教育の推進の一つとして、学校には神恵内村の歴史から始めてほし

いと伝えております。先生方も神恵内村の歴史をあまり理解していない現状で

ありますので、授業に開村１４０年記念事業で開催した「なつかしの写真展」

で使用した写真を有効に活用してしてほしいと学校に伝えているところです。 

 

【村長：議長】 

 大井委員の「ふるさとを愛して」と言う言葉をここに入れたらどうかと言う

事ついて、如何でしょうか。「豊かな人間性を育み、次代の神恵内を担う人づく

り」に「ふるさとを愛して」を入れることは、大綱の基本方針にもつながって

くるものと考えますが如何でしょう。 

 

【教育長】 

 各町村では現在、大綱の素案づくりを進めていると聞いていますが、後志管

内で作成を終えた町村は無いように聞いています。管外の先行した素案を見る

と色々な言葉で表現しているようです。それは、その町村の特色かなと思いま

す。大井委員のご提案の様に「豊かな人間性を育み、次代の神恵内を担う人づ

くり」に「ふるさとを愛し」と言う言葉を入れても良いのではと考えます。 

 

【若山教育委員長】 

 入れた方が、より村民の皆さんに理解しやすい内容になると思います。 

 

【村長：議長】 

 皆さん、如何でしょうか。それでは「育み」の後に「ふるさとを愛し」と言
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う言葉を入れた方が良いと思いますが。 

 

【各委員】 

 異議なしの声あり。 

 

【村長：議長】 

 それでは、そのように取り扱います。その他、何かご意見等ありますか。 

 

【各委員】 

 意見、質問なしの声あり。 

 

【村長：議長】 

 続きまして、５の「大綱の基本方針について」を議題とします。ここに上げ

ている３点の項目はこれまでも取り組んでいる内容もありますが、今後も内容

の充実を図っていくと言うことで提案しております。１の「就学前教育の推進

について」何かご意見等ありましたら発言をお願いいたします。 

 

【若山教育委員長】 

 小学校と保育所の連携ですが、中学校を含め連絡会議の様なものは作られて

いるのでしょうか。 

 

【教育長】 

 平成２５年５月に神恵内村特別支援連携協議会を設置しておりまして、現在

も活動中です。メンバーは、保育所・小学校・中学校から保育所長・保育士・

校長・教頭・教諭、住民課長・保健師と事務局として教育委員会となっており

ます。 

 活動状況は、順調に進行しておりまして、普段は保育士・教諭・保健師で構

成している相談支援チームとして、議題が生じた時に随時開催しております。

また、保育所訪問や学校訪問等を実施してこれまで手がけた子どもの生活状況

等の情報交換を実施して把握につとめているところです。 

 

【村長：議長】 

 特に、この活動は特別な支援を必要とする子どもについて活動をしている所

です。なお、それに該当する子どもの全校児童に対する比率が多い状況となっ

ていると報告を受けているところです。学校現場も今年から支援員を１名増員

し２名体制で行っているところです。そうしないと現場が中々回らない状態と
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なっていると報告を受けている所です。特別支援に特化しているわけではあり

ませんが、保育所・学校との連携がしっかりとられている状況です。 

 

【大井委員】 

 子どもの成長を目の当たりにしていると、成果はしっかりと出ていると感じ

ています。 

 

【若山教育委員長】 

 特別支援連携協議会が活動していることによって、子育てしている保護者の

方々にとっては情報の収集等を含め、不安の解消に貢献していると思います 

 このことは、大変心強いことだと思いますので、この方針の位置づけは、非

常に大切な良い方針だと考えます。 

 

【村長：議長】 

 現在、就学前の教育については、保育所と子育て支援センターで事業を推進

しております。加えて、小学校の放課後児童クラブを入れると３つの子育てに

関する事業を展開しているところですが、できればこの子どもたちが一堂に会

することができる施設を作ってまいりたいと考えているところですが、資金の

調達に苦慮している状況です。将来は、それを実現したいと考えているところ

です。子育てというのは当村の一つの大きなキーワードですので、このことを

視野に入れて行政を推進していきたいと考えていますのでご理解をお願いいた

します。 

 

【村長：議長】 

 その他、何かご質問等ございませんか。 

 

【各委員】 

 意見、質問なしの声あり。 

 

【村長：議長】 

 続きまして、２の「学校教育の充実について」を議題とします。ここには１

０項目を上げておりますが何かご意見等がありましたら、発言をお願いいたし

ます。 

 

【若山教育委員長】 

 先ほど村長からありましたが、特別な支援が必要な子どもの比率が多くなっ
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ていると言う現状は、教育委員で学校訪問を実施している時に実感しておりま

す。支援員の任用について、ご配慮して頂いていることに感謝申し上げます。 

 今後も引き続きご配慮をよろしくお願いいたします。 

 

【村長：議長】 

 子どもは「神恵内の宝」と考えております。それを具体的に村民にお届けし

なければならないと考えています。予算の関係がありますが、できるだけ現場

に迷惑をかけないようにして参りたいと考えています。まだ足りない部分があ

るとは思いますが、順次整備していきたいと考えております。 

 

【若山教育委員長】 

 最近、人権教育と言う言葉をよく耳にすることが多く感じます。括りとして

学校教育の充実の中で表現されていると理解してよろしいか。 

 

【教育長】 

 「人権教育」と言う言葉としては、記載しておりませんが、道徳教育と人権

教育は内容が同じようなものだと思っていますので、道徳教育の部分の括りの

中でその内容を網羅していると考えています。各町村では、結構特色ある人権

教育を実施しているようです。ただ、人権教育なのか道徳教育なのか区別がつ

きにくく、一心同体の関係の性質を持ち合わせていると考えています。結局、

人権教育としての項目を入れても良いのかなとも考えます。 

 

【若山教育委員長】 

 国の教育方針においても道徳教育が教科の一つになっております。そのよう

なことから、人権教育を強化すると言う事で、入れた方が良いと思いました。 

 教育長の説明から、両者がかぶっていると言うことですから、これで良いの

かなとも思いました。 

 

【教育長】 

 「道徳教育」を入れるとすれば、下欄の最後の行に道徳教育を追記すること

が良いかなと思います。 

 

【村長：議長】 

 ３ページの３行目・４行目にも人権教育・道徳教育の内容に読み取れると思

いますので項目を増やさなくても良いので無いかと思います。もし、道徳教育

について名称を入れるとすれば人権教育の名称も入れなければならないと思い
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ます。 

 

【教育長】 

 これまで説明したとおり、人権教育の内容が謳われてないわけでは無いので 

人権教育について、抜けているわけでは無いことをご理解ください。 

 

【大井委員】 

 防災教育とふるさと教育が謳われているので、なおさら人権教育が無いので

はと思うわけです。 

 

【教育長】 

 ２ページからの記述では特に、防災教育・ふるさと教育・環境教育の記述を

しませんでした。項目別に記述すると切りが無くなると考えました。道徳教育・

人権教育と言う言葉を特に出さないで内容を表現し、あと記述していないのが

防災教育・ふるさと教育・環境教育と言う事で最後に持ってきた訳です。そう

いうまとめ方をしてみました。 

 

【若山教育委員長】 

 今の説明で、全体の構成が理解できました。 

 

【村長：議長】 

 ただいま、学校教育に関してご意見等ありましたが了解したと言う事でよろ

しいでしょうか。その他、学校教育の関連でご質問等ございますか。 

 

【各委員】 

 意見、質問なしの声あり。 

 

【村長：議長】 

 それでは、続きまして社会教育の推進について、ご意見等を伺いたいと思い

ます。ございませんか。 

 

【各委員】 

 なしの声あり。 

 

【教育長】 

 社会教育の中で、大事にしたいと考えている記載がありますので、補足いた
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します。札幌市や周辺の都会と違いまして、色々なものを見る機会が当村は過

疎地であるので少ない状況です。例えば、コンサート・美術館・ミュージカル

等の文化芸術関連のものでございます。都会の子供等は、身近に見る機会が多

くあり、また、実際に見たり聞いたりしているようです。当村は、それを補う

ために、文化芸術鑑賞事業を開催しておりますが、これからも継続した事業と

して進めて参りたいと考え、記述しております。 

 

【村長：議長】 

 教育長からあった話は、これからも推進していかなければならないと思って

います。それでは、社会教育の推進について、ご意見等ございますか。 

 

【各委員】 

 意見、質問なしの声あり。 

 

【村長：議長】 

 それでは無いと言うことでよろしいですね。最後に、事務担当から何かあり

ましたら、遠慮なくどうぞ。 

 

【総務課長】 

 事務的な事ですが、５の大綱の基本方針の大項目に１・２・３となっており

ますが、これに括弧を付けていただきたいと考えます。 

 

【村長：議長】 

 そのようにお願いいたします。あとありませんか。 

 

【各委員・事務局】 

 意見、質問なしの声あり。 

 

【村長：議長】 

それでは、無いと言うことですので、皆さん色々ご意見ありがとうございま

した。大綱についての本日の議題は全て終了した訳でございます。もう一度、

全体を通じてご意見等ございませんか。 

 

【各委員・事務局】 

 意見、質問なしの声あり。 
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【村長：議長】 

 それでは、ご意見等が無いと言うことで神恵内村教育大綱について、教育委

員会と協議と調整が整ったと決定してよろしいですか。 

 

【各委員】 

 よろしいです。 

 

【村長：議長】 

 これで決定いたしましたので、これを持って議会へ報告して参ります。本日

は、承認されたことに対しまして、お礼を申し上げます。ありがとうございま

した。教育行政は一般行政と非常に密接な連携が必要なっております。この大

綱の実践に向けて教育委員会委員の皆様の更なるお力添えを賜りますようにお

願いを申し上げます。 

 それでは、その他について、何かございませんか。 

 

【三浦委員】 

 村の大綱が決まった訳ですが、この後住民や議会への周知はどのようになる

のでしょうか。 

 

【村長：議長】 

 議会へは、私の方から報告という形で１２月議会で行政報告させて頂きます。 

 

【教育長】 

一般住民の方々へは、議会への報告が終わりましたら、広報とホームページ

を利用して、周知する形をとります。また、学校には個別に印刷したものを配

布いたします。 

 

【大井委員】 

 今後の予定ですが、今回２回目の総合教育会議となっておりますが、大綱５

カ年計画が策定されました。そこで、今年度と来年度以降の会議の開催予定を

伺います。 

 

【教育長】 

 総合教育会議は各町村の重要な案件が出たときに首長が招集する場合と教育

委員から開催要求があった場合に開催する形となりますので、年に何回と決ま

っている訳ではありません。私が考えるには、１つとして予算を議会に提出す
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る前に村長との次年度予算に関する会議を開くべきと考えています。また、中

間報告と言いますか、秋頃にも開催したいと考えています。 

 このことから、緊急事態等が無ければ概ね年２回を予定しております。 

 

【村長：議長】 

 今、教育長から説明がありましたが、予算は大きなイベントですので皆さん

のご意見をきちっとお聞きしたいと考えています。私はなるべく皆さんのご意

見を教育という現場を含めて反映したいと考えていますので、なるべくそのよ

うな機会を持ちたいと考えております。その節は、委員長・教育長とご相談し

て頂いてお申しつけ下さい。私の方からも、開催したい旨お知らせすることも

あるとは思いますが、密接な連携を図っていきたいと考えておりますのでよろ

しくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

【各委員】 

 解りました。 

 

【村長：議長】 

 その他、事務局も含めて何かございますか。 

 

【各委員・事務局】 

 意見、質問なしの声あり。 

 

【村長：議長】 

 本日は、大変お忙しい中活発なご意見を頂きました。おかげさまで神恵内村

教育大綱が承認されたと言う事でございます。これからも色々な面で皆様方の

お力添えを賜らなければならないと言う事でございます。新しい教育のため、

神恵内村全体の村民の皆様の教育に対する気持ちを高めて頂くと言う事を含め

て、お力添えを賜れば、大変ありがたいと思っております。どうかこれからも

教育行政、また、村政の推進にあたりまして特段のお力添えを賜りますように

お願いを申し上げまして本日の会議を閉会いたします。どうもありがとうござ

いました。 

≪閉会 午後５時０２分≫ 


