
平成２７年度第１回別海町総合教育会議 

 

１ 開催日時   平成２７年８月１０日（月） 

午前１１時００分から午前１１時３０分まで 

 

２ 開催場所   別海町役場 町議会第２委員会室 

 

３ 出席者   （５名） 

         町長          水沼 猛 

         教育長         真籠 毅 

教育委員長       大塚 保男 

         教育委員長職務代理者  木村 江里 

         教育委員        上田 茂 

 

４ 欠席者   （１名） 

教育委員        伊勢 浩子 

 

５ 事務局員  （５名） 

         総務部長        竹中 仁 

         教育部長        中谷 隆弘 

         学務課長        佐々木 栄典 

         学務課主幹       松田 勝広 

         総務課主査       齋藤 陽 

 

６ 議事日程   議案第１号  別海町総合教育会議設立の経過について 

         議案第２号  別海町総合教育会議設置要綱について 

         議案第３号  大綱の策定について 
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－【 開 会 】－ 

 

＜ 総務課主査 ＞ 

それでは、御案内をいたしました時間より少し早いのですけれども、皆さん 

おそろいですので、ただいまから平成２７年度第１回目の別海町総合教育会議を

開催いたします。始めに、町長から挨拶があります。 

 

＜ 水沼町長 ＞ 

皆さん、おはようございます。 

本日は、大変お忙しいところでございますが、教育委員の皆さんには第１回の

別海町総合教育会議に御出席をいただきましてありがとうございます。 

また、大塚委員長はじめ委員の皆様には、平素から本町の教育行政に対しまし

て、大変御尽力をいただいていることに厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

御存じのとおり、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する

法律の施行によりまして、教育委員制度の見直しが行われたところであります。 

また、この改正に伴いまして、町長である私と教育委員会の協議の場として、 

総合教育会議の設置が自治体に義務付けられたところでもございます。 

教育委員会が、これまでどおり独立した執行機関であることに変わりはありま

せんので、地域における教育の課題など共有いたしまして、より一層民意を反映

した教育行政の推進を図りながら、対等な執行機関同士として、両者の権限の 

関連の深い部分についても、協議はもちろんでありますが、それ以外のことに 

つきましても、自由な意見交換を行い、積極的に意思疎通を図ることで、本町の

子供たちの教育をより良い方向に進めていきたい、そのように考えております。 

委員の皆様には、この総合教育会議を含めまして、今後とも本町の教育のため

にお力添えを賜りますよう心からお願いを申し上げまして、開催に当たっての 

挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

＜ 総務課主査 ＞ 

ありがとうございました。 

この後は、町長が議長となりこの会議を進行いたします。よろしくお願いいた

します。 
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＜ 水沼町長 ＞ 

それでは、私が議事進行させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

それでは、議案にのっとりまして進行させていただきます。 

まず、議事の（１）でありますが、「別海町総合教育会議設立の経過につい

て」を、教育委員会の学務課長から説明をお願いいたします。 

 

＜ 学務課長 ＞ 

それでは、別海町総合教育会議設立の経過について御説明します。１ページ目

になります。 

冒頭、町長からの挨拶にもありましたように、昨年、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の一部を改正する法律の施行によりまして、教育委員会制度の

見直しが行われております。この改正に伴いまして、総合教育会議の設置が義務

付けされました。 

総合教育会議設立の説明の前に、法改正の概略について説明します。 

「概要」の１点目「教育行政の責任の明確化」についてですが、教育委員長と

教育長を一本化する制度改正となっています。これまでは、教育委員会を代表と

する教育委員長と、教育委員会の権限に属している事務をつかさどる教育長が 

おりました。これが教育長に一本化となりました。 

それから、教育長の任命についても改正されております。これまでは、教育長

は教育委員会において任命されていました。今度は、首長が議会の同意を得て、

直接任命することになっております。 

また、任期についても、４年から３年に変わっております。なお、委員につい

ては、現行の４年となっております。 

さらに、教育長へのチェック機能の強化を図ることとして、委員の定数３分の

１以上の請求があれば、会議を招集することができることになっております。 

なお、当町の教育委員会においては、経過措置によりまして、現教育長の任期 

期間である平成２９年２月までは現行の体制となります。 

２点目は、「総合教育会議の設置、大綱の策定」です。首長は総合教育会議を

設け、会議は首長が招集し、首長と教育委員会により構成することになっており

ます。 

首長は、旧制度においても私学や大学に関すること、予算の編成・執行権限や
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条例の提出権等を通じて、教育行政に大きな役割を担っていました。 

一方で、別組織ということもあり、地域の教育課題に対してそれぞれの役割を

十分に果たすことができないという指摘もありました。 

このようなことを踏まえまして、首長と教育委員会が相互に連携しつつ、教育

に関する重大な課題に対して検討するために、今回の制度改正により新たに総合

教育会議が設置されております。 

大綱の策定については、首長が教育基本法第１７条に規定する基本的な方針を

参酌して、その地域の実情に応じて、町の教育学術文化の振興等に関する総合的

な施策の大綱を定めることとしています。 

これは、首長に大綱の策定を義務付けさせたことによりまして、地域住民の 

意向をより一層反映させることと、町における教育学術文化の振興等に関する 

施策の総合的な推進を図ることを狙いとされています。 

なお、大綱策定については、この総合教育会議の中で協議し策定することと 

なっております。 

３点目は、「国の地方公共団体への関与の見直し」です。今回の改正により、

児童生徒の生命や身体に被害が生じ、また、まさに被害が生ずるおそれが見込ま

れ、その被害の拡大又は発生を防止するために、その是正を図ることが困難な 

ときは、直接国が教育委員会に対し指示することができるように改正されており

ます。 

これは、国の関与を強化するものではなく、発生の防止のため、的確に指示 

できることを趣旨として明確されたものであります。以上が、今回の法改正に 

より大きく変わった内容となっています。 

２ページ目は、ただいま説明した内容を図化したものであります。ポイント１

では教育長と教育委員長を一本化した内容、ポイント２では教育長へのチェック

機能を強化する内容、ポイント３では総合教育会議の設置について、ポイント４

は総合教育会議で策定する大綱について示しております。 

続いて３ページ目ですが、今回設置した総合教育会議の内容についてです。 

設置に関する趣旨は先ほど説明したとおりです。会議の構成メンバーは、首長と

教育委員会であり、案件によっては、有識者の意見を聞くことも可能となって 

おります。 

次に、会議での協議事項についてですが、１点目は教育に関する大綱の策定、

２点目は教育に関して重点的に講ずべき施策の協議、３点目は児童生徒に対して
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被害が生ずるおそれがあり、緊急的に対策を講じなければならない場合に講ずべ

き措置、その他必要と認める案件がある場合などが、この会議での協議事項と 

なります。 

次に、会議の運営等についてですが、会議は首長が招集することになっており

ます。なお、教育委員会から招集を求めることも可能となっております。 

会議については原則公開となっており、議事録については努力義務で公表と 

なっておりますが、当会については公表することになっております。 

４ページ目は、法改正の関係部分を抜粋して掲載しております。 

以上が、法改正に伴いまして総合教育会議の設立に至った内容となります。 

 

＜ 水沼町長 ＞ 

それでは、いまそれぞれ経過についての説明がありました。皆様から質問、 

また御意見などございましたら伺いたいと思いますが、ありませんか。 

（意見等なし） 

それでは、経過については御了承をいただきました。 

次に、議事の（２）「別海町総合教育会議設置要綱について」ですが、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９項により、「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。」と規定されておりますの

で、本会議の運営の取扱いについて、要綱を作成いたしました。事務局の総務課

から説明をさせます。総務課、よろしくお願いします。 

 

＜ 総務課主査 ＞ 

私の方から、別海町総合教育会議設置要綱につきまして御説明いたします。 

資料の５ページ、６ページをお開きください。 

この要綱につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部 

改正に伴いまして、その法律の内容を踏まえたものとなっております。 

まず第１条についてですけれども、この総合教育会議は、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項の規定に基づいて設置することを規定し

ております。 

第２条は、所掌事務について規定しております。先程、学務課長からもお話が

ありましたけれども、１つ目が、別海町の教育、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に関すること、２つ目が、教育を行う 
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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に関すること、３つ目が、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に関すること、４つ目が、その他町長が認める 

事項ということになっております。 

第３条につきましては、総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成す

ることを規定しております。 

第４条第１項では、会議は町長が招集することとし、第２項で、教育委員会は、

その権限に属する事項に関して協議する必要があると思料するときは、町長に 

対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができるとして 

おります。 

第５条につきましては、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、 

関係者または学識経験者から意見を聴くことができるということを規定しており

ます。 

第６条において、この会議は公開することを原則としております。ただし、 

個人の秘密を保つため必要があると認めるときなどについては、非公開とする 

ことができるとしております。 

第７条では、法律では努力義務となっておりますが、議事録を作成し、公表 

することを規定しております。 

第８条では、会議の構成員の事務の調整を行なった事項につきましては、構成

員はその結果を尊重しなければならないことを規定しております。 

第９条では、この会議の庶務は総務部総務課において処理することとしており

ますが、総合教育会議の開催や大綱の策定等に関する事務を補助執行させる場合

はこの限りではないと規定しております。 

第１０条では、この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項につい

ては、別に定めることとしております。 

この訓令の施行日につきましては、法律の施行日と同日の平成２７年４月１日

からとしております。 

以上で、別海町総合教育会議設置要綱の説明とさせていただきます。 
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＜ 水沼町長 ＞ 

ただいま説明が終わりましたので、これにつきまして御意見や御質問などござ

いましたら伺いたいと思います。 

（意見等なし） 

それでは、総合教育会議設置要綱については、皆さんに御了承をいただきまし

た。 

続きまして、議事の（３）「大綱の制定について」は、教育委員会学務課長 

から説明をお願いします。 

 

＜ 学務課長 ＞ 

それでは議事の（３）「大綱の策定について」を説明します。７ページ目にな

ります。 

まず、策定の趣旨と位置付けですが、地方教育行政の組織及び運営に関する 

法律第１条の３の規定に基づいて、本町の教育に関する基本的な計画として、 

教育、行政、学術及び文化の振興に関する施策の取組み方針を定めるものとしま

す。 

次に計画期間ですが、期間については、平成２７年度から平成３０年度までの

４年間とします。別海町には、上位計画で第６次別海町総合計画が策定されてお

り、計画期間は平成２１年度から３０年度の１０か年となっております。この 

計画の中に、基本的な教育に関する目標が掲げられています。整合性を図る観点

から、総合計画の期間内として平成３０年度までの４年間とします。なお、大き

な変革があった場合には、必要に応じ大綱の内容を見直すこととします。 

次に、策定にあたっての考え方と構成です。第６次別海町総合計画の中には、

別海町の将来像が掲げられています。１２ページに、総合計画施策体系図を掲載

していますが、左側の「笑顔あふれる豊かさ実感のまちべつかい」、これが別海

町の将来像となっています。この将来像を達成するために、６つの基本目標を 

掲げております。基本目標は図の真ん中にありますが、教育に関する基本目標は、

上から４番目の「人を育てる学びのまち」になります。また、この基本目標を 

達成するために、６つの施策を掲げております。「人を育てる学びのまち」の 

枝分かれになっておりますが、「社会教育の推進」、「学校教育の充実」、 

「青少年の健全育成」、「地域文化の振興」、「スポーツの振興」、「交流時代

への対応」となっております。 
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１３ページから３０ページまでは、この６つの施策の内容が掲載されておりま

す。内容説明については省略いたします。 

この総合計画をまず基本とするのが一点、それから、教育委員会において策定

しています「別海町教育のしるべ」を基本として大綱を策定したいと思います。 

「別海町教育のしるべ」については、３１ページからになります。このしるべ

は、これまで先人たちの築き上げてきた教育と使命を後世に引き継ぐために策定

されており、総合計画の策定とあわせて一部改定しながら示されてきております。 

内容については、大きく「学校教育」と「社会教育」の２点に分け、それぞれ 

基本目標と重点を設定しています。３４、３５ページは学校教育に関すること、

３６ページから３８ページまでは社会教育についてそれぞれ示しております。 

細部については省略させていただきますが、第６次別海町総合計画と「別海町 

教育のしるべ」を基本として、別海町の教育の大綱を策定します。 

次に、本大綱については、教育の理念と方針を定めたものであります。実際の

推進については、毎年度示しています教育行政の執行方針に沿って進めてまいり

たいと考えております。 

最後に、今後の作業についてですが、大綱については今後事務局でこれらを 

基本として原案をつくっていきます。１０月下旬までに原案を作成し、原案を 

作成後、早い時期に２回目の総合教育会議を開催しまして、その中で協議してい

ただき、決定したいと考えております。大綱策定についての説明については以上

です。 

 

＜ 水沼町長 ＞ 

それでは、大綱の策定についてですが、皆さんから御質問や御意見がございま

したら伺いたいと思います。 

（意見等なし） 

それでは、大綱の策定については、今それぞれ説明がありましたように、その

ようなスケジュールでやっていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

それでは、議事についてはこれで全て終了させていただきますが、３番のその

他について、まず事務局のほうから何かありましたら。 
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＜ 総務課主査 ＞ 

それでは、事務局から今後の予定につきましてお知らせいたします。 

次回の総合教育会議につきましては、先ほど学務課長から大綱の説明がありま

したけれども、大綱の素案が完成したあと、１１月上旬を目処に開催を予定して

おります。 

ただし、先ほど説明させていただきました５ページの会議設置要綱の中で、 

第２条第３号にありますとおり、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などの緊急の場合に講ずべき

措置に関する事案、このような事案が発生した場合には、緊急に会議を開催する

こともありますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 

 

＜ 教育委員会 上田委員 ＞ 

感想めいた意見となりますが、今回、総合教育会議の１回目ということで、 

いろんな意味で、本町の教育に関する取組みも大きく変わっていくのだろうと。

あるいは変わるのかなという事を感じております。 

そんな意味で、この会議そのものの今後の進め方等について、大いに期待もし、

今後の教育の充実推進のために更に頑張っていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 

＜ 水沼町長 ＞ 

 制度も変わってこういう形になりましたけども、これをきっかけに、なお一層

町と教育委員会が密接に情報共有しながら、結果的に本町の教育行政がより良い

ものになっていくことが目的でございますので、それに向けてぜひこれから、 

今後とも今まで以上に教育行政の充実に向けて連携してやっていきたい、その 

ように考えております。 

 また、新たに負託を受け、いろんなことができる可能性もありますので、  

それらに期待し、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

そのほかになにかございませんか。なければ、これで平成２７年度第１回別海

町総合教育会議を終了したいと思います。 

 

 

－ 【 閉 会 】 － 


