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平成２８年第１１回網走市教育委員会会議録 

 

 平成２８年８月１８日（木）午前９時３０分 網走市役所西庁舎会議室に招集した。 

 

１．出席した委員は次のとおりである。 

   教育委員  新谷 哲也・富永 雄一・杉本 匡規・中山 真弓 

教育長   三島 正昭 

２．会議の議案は、次のとおり。 

議案第１号 網走市教育委員会事務点検・評価報告書の提出について【原案可決】 

   議案第２号 平成 28年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への市町村別 

結果の掲載について【原案可決】 

   議案第３号 網走市教育支援委員会委員の委嘱について【原案可決】 

   議案第４号 網走市奨学生選考委員会委員の委嘱について【原案可決】 

   議案第５号 網走市社会教育施設審議会委員の委嘱について【原案可決】 

   議案第６号 網走地方教育研修センター組合規約の改正について【非公開】【原案可決】 

   議案第７号 平成 28年度補正予算要求について【非公開】【原案可決】 

３．説明のため出席した者は、次のとおり。 

学校教育部長    田 口   桂 

社会教育部長    猪 股 淳 一 

社会教育部参事監  米 村   衛 

学校教育部次長   大 西   篤 

社会教育部次長   岩 本 博 隆 

管理課長      林   幸 一 

社会教育課長    吉 村   学 

図書館長      笹 尾   誠 

美術館長      古道谷 朝 生 

４．会議の書記は、次のとおり。 

   庶務係長      松 原 幸 信 

５．会議の署名委員は、次のとおり。 

   本日出席委員全員及び教育長 
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新谷職務代理者   ただ今から平成28年第11回網走市教育委員会を開会いたします。 

本日の出席委員は、教育委員全員と教育長が出席しております。 

尚、杉本委員は、若干遅れての出席となります。本日の会議録署名委員の指 

名ですが、出席をされている委員全員と教育長といたします。 

次に、第9回、第10回の委員会会議録につきまして、記載した事項に関し何 

かご意見等がございましたら、ご発言をお願いします。 

（「ありません」の声） 

特になければ、会議録は調整のとおり承認することといたします。 

次に、教育行政について、事務報告をお願いいたします。なお、説明･答弁 

につきまして、着席のままで結構です。 

 

田口学校教育部長  それでは、教育行政についての事務報告を申し上げます。 

私からは、5月 31日以降の学校教育部の、主な行事等についてご説明を申し 

上げます。お手元の委員会資料、１ページ事務報告書をご覧いただきたいと 

思います。まず、6月 1日に網走地方教育研修センター第 1回運営協議会が 

開催されております。6月 4,5日及び 11日、12日には、市内小学校及び養護 

学校の運動会があり、教育長以下で見学訪問いたしました。6月 13日、二中 

LINEいじめ問題で臨時校長会を開催しました。6月 25日、学習サポート事業 

の「あばしり寺子屋」の第一回目が開催され、児童 17名が参加、農大ボラン 

ティア学生 5名が先生となり、子どもたちには、楽しそうに勉強していまし 

た。6月 29日、第 10回教育委員会の会議が開催され議案 2件、報告 1件が 

審議されました。6月 30日、湧別町において、臨時の市長村教育委員会教育 

長会議が開催され、飲酒運転撲滅の関係についての説明があり、三島教育長 

が出席いたしました。なお、資料中の市町村の「町（ちょう）」が、「長い」 

になっており、「町（まち）」に訂正させていただきます。失礼いたしまし 

た。7月 1日、エコーセンターにおいて、網走ブロック小中学校教頭会の研 

修会が行われました。7月 11日、エコーセンターにおいて、管内教育委員会 

協議会の総会が開催されております。7月 13日に、清里町でブロックの市町 

村教育委員会協議会の総会が開催され、教育長、全教育委員さんが出席され 

ております。ここでも、「町」と「長い」の誤りがあり訂正いたします。 

7月 15日、網走小学校におきまして、プール学院大学の松久准教授をお招き 

し、学校力アドバイザー講演会を開催し、「崩れない学級づくりとは」を演 

題に講演をいただき、63名の教職員が参加いたしました。7月 19日、学校職 

員の永年勤続者表彰の伝達式を行い、3名の方が表彰をされております。7 

月 23日、第 2回目のあばしり寺子屋を開催し、児童 16名の参加に対し、農 
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大生が 20名参加されマンツーマンの指導を行ったところです。7月 26日、 

紋別市において北海道都市教育委員会連絡協議会の定期総会が開催され、三 

島教育長、新谷職務代理者、中山委員が参加されております。8月 4日は、 

網走小学校において、ICT機器活用研修会が開催しました。これは、本年度 

の新規事業として、全小学校・普通教室へ、実物投影機及び大型テレビの設 

置することに伴い、操作及び活用方法にかかる研修を実施したもので、27名 

の教職員が参加しました。参加した教職員はわかりやすい授業への有効活用 

の可能性を、あらためて認識いたしました。8月 6日には第 3回のあばしり 

寺子屋が開催されました。夏休み期間の開催と言うこともあり、児童は 3名 

の参加でした。農大生は 11名の参加で、農大生の協力参加者数が概ね見込め 

ることから、9月以降、新たな児童の受入が可能であることから、後期に向 

けてあらためて、参加児童の募集を行うこととしております。8月 10日教育 

委員会協議会を開催し、網走市公共施設等総合管理計画の策定について、ご 

審議をいただきました。学校教育部からは以上です。 

 

猪股社会教育部長  それでは、私から、社会教育部関係の事務報告を申し上げます。 

委員会資料の、3ページから、5ページをご覧願います。社会教育部の関係 

は 5月 30日以降の事務について、記載してございますが、この報告書から 

抜粋して、ご報告いたします。6月 2日に、社会教育委員の会議を開催し、 

27年度の事業報告、28年度主要事業の予算概要、28年度の社会教育推進計 

画などについて、ご協議を頂いております。6月 3日に、オホーツク管内公 

共図書館協議会の総会を開催しております。6月 9日から、ラグビー７人制 

男子日本代表候補の合宿が 16日までの 8日間、行われております。6月 25 

日に、国際理解体験事業として、「世界を旅しよう、網走で外国を体験」とい 

うイベントを実施しております。6月 26日に、宇宙の学校の第１回目の講座 

を開催し、開講式を行っています。6月 28日に、市民大学の第２回講座を開 

催いたしました。登山家の田部井淳子さんを講師に迎え、「人生は 8合目から 

がおもしろい」と題して、ご講演いただきました。6月 30日に、芸術文化事 

業の、小野リサさんのコンサートを開催いたしました。7月 3日に、あばし 

り科学フェスティバルを開催しております。7月 7日に、札幌市において、 

北海道市町村社会教育委員長等研修会があり、社会教育委員の会議議長に出 

席いただいております。7月 9日から、美術館において、北海道書道展移動 

展を開催し、7月 31日までの期間中、310名の入館者がありました。1ペー 

ジめくって頂き、4ページです。同じく 7月 9日から、図書館で、ふるさと 

学習展として、メモリアル・あばしりオホーツク夏まつり展を 7月 24日まで 

開催いたしました。同じく、7月 9日に、芸術文化事業の、土田英順チェロ 

コンサートを、エコーセンター、アトリウムロビーで開催いたしました。7 

月 11日に、ホクレン・ディスタンス・チャレンジ大会を開催しております。 
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7月 17日に、幼児を育てる親の子育て講演会を開催し、東京家政大学の井桁 

容子さんを講師に迎え、ご講演を頂きました。7月 27日に、市民大学の第 3 

講座を開催いたしました。 

ラグビーワールドカップ 2003の日本代表監督、向井昭吾さんを講師に迎え、 

ラグビーの魅力を語る、網走キャンプの魅力と題して、ご講演を頂きました。 

7月 30日には、オホーツク・ラグビーフェスティバル・イン・網走を開催し、 

併せて関連行事を実施いたしました。5ページになります。 

8月 2日から、郷土博物館で、特別企画展として、大・骨展、網走の動物の 

骨格標本展を、9月 30日まで開催しております。また 8月 6日から、美術館 

で、池田良二版画展を、9月 11日まで開催しております。8月 8日から、丸 

万の民俗資料収蔵施設の一般開放を行い、14日までの期間中 105名の来館者 

がありました。なお、この表には記載しておりませんが、7月 25日からエコ 

ーセンターにおいて、夏休みの中学生・高校生向け自習室の設置を行ってお 

りまして、夏休み終了後も、定期試験時期の 9月 13日まで、設置する予定と 

しております。私からの説明は、以上でございます。 

 

新谷職務代理者   ただ今、報告のありました教育行政について、ご質問等ございませんか。 

         （「ありません」の声） 

特になければ、以上で教育行政についての事務報告を終わります。 

 

それでは、本日の議題に入りたいと思います。本日は、議案7件でございま 

すが、審議に入る前に、まず、教育委員会会議規則第13条のただし書きに定 

められております非公開案件とすべき事項について、お諮りをいたします。 

本日は、議会提出前である議会の議案に係る事項に該当すると思われます議 

案がございます。議案第6号「網走地方教育研修センター組合規約の改正につ 

いて」、議案第7号「平成28年度補正予算要求について」の2件でございますが、 

この案件について、非公開とすることで異議ございませんか。 

（「ありません」の声） 

異議なしと認めまして、議案第 6号及び第 7号については、非公開案件と 

決定させていただきます。 

 

それでは、議案第１号「網走市教育委員会事務点検・評価報告書の提出に

ついていて」を上程いたしますので、事務局の説明をお願いいたします。 

 

林管理課長     ただ今、ご上程いただきました議案第 1号「網走市教育委員会事務点検・

評価報告書の提出について」ご説明申し上げます。議案書は 1ページで、資

料は別冊の「平成 28年度網走市教育委員会事務点検・報告書（案）」となり

ます。事務点検・評価報告書につきましては、「地方教育行政の組織及び運営

に関する法律」の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管理・執行



 5 

状況について、点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これ

を議会に提出・公表することが義務付けられているところです。 

報告書は次の 3点により構成されています。1点目には、事業点検でありま 

して、平成 27年度「教育行政推進方針」の施策に基づく各事業への取り組み 

実績・成果など 2点目は、教育委員会活動の点検で、これは教育委員会議の 

開催状況、その他の活動、委員会活動についての自己点検であります。3点 

目は、外部評価でありまして、２名の外部評価者からの意見をいただいたと 

ころであります。外部評価委員には、東京農業大学生物産業学部教職・学術 

情報課程の後藤広太郎氏と、元網走市社会教育委員の会議委員の山本成治氏 

にお引き受けいただいたところです。事務局におきまして、別冊の内容で報 

告書案として取りまとめましたので、これを市議会に提出し、公表すること 

につきまして、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。説明は以 

上でございます。 

 

吉村社会教育課長  私の方より誤字の訂正を報告いたします。資料58ページ下から2行目の「次 

代」が「時代」の誤りでした。訂正させていただきます。以上です。 

 

新谷職務代理者   ただ今、議案第1号につきまして、提案理由の説明がございました。これ 

につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたいと思 

います。 

外部評価委員の後藤先生は、今年からですか。前任者の照会ですか。 

 

林管理課長     はい、そうです。今年からとなり、農大の同じ学術情報課程の方です。 

 

新谷職務代理者  （他にございませんか。）（「ありません」の声） 

それでは、お諮りいたします。 

議案第1号について、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

         （「ありません」の声） 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第2号「平成28年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告

書」への市町村別結果の掲載について」を上程いたしますので、事務局の説

明をお願いいたします。 

 

大西学校教育部次長 ただ今ご上程いただきました、議案第 2号「平成 28年度 全国学力・学習 

状況調査『北海道版結果報告書』への市町村別結果の掲載について」ご説明 

申し上げます。議案書の 2ページと委員会資料 6ページから 16ページを 

あわせてご覧願います。 
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本日ご協議いただきたい本件は、「平成 28年度全国学力・学習状況調査「北 

海道版結果報告書」への市町村別結果の掲載について」同意するかをおはか 

りするものでございます。北海道教育委員会では、実施要領に改定があった 

平成 26年度以降、きめ細かく分かりやすい調査結果を示す観点から、市町 

村教育委員会の同意を得て、「北海道版結果報告書」に市町村毎の結果を公表 

しております。教育委員会資料 15、16ページに記載しているものが、昨年度 

の北海道版結果報告書に掲載された網走市の結果でございます。公表する内 

容は、教科領域別のレーダーチャート、結果の分析、網走市の学力向上の方 

策等となります。網走市では、平成 26年度、27年度ともに「同意」するこ 

ととしてまいりましたので、今年度も北海道版結果報告書への掲載について、 

「同意」することとしてよろしいか、ご審議を賜りますようよろしくお願い 

いたします。以上でございます。 

 

新谷職務代理者   ただ今、議案第2号につきまして、提案理由の説明がございました。これ 

につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたいと思 

います。 

 

富永委員      掲載様式は、昨年度の様式内容と同じですか。 

 

大西学校教育部次長 レーダーチャート、分析、学力向上対策につきましては、同じ様式となり 

ますが、児童質問紙調査につきましては、市町村による特色のある部分、成 

果の見える部分を掲載する予定です。 

 

新谷職務代理者  （他にございませんか。）（「ありません」の声） 

それでは、お諮りいたします。 

議案第２号について、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「ありません」の声） 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第 3号「網走市教育支援委員会委員の委嘱について」を上程い

たしますので、事務局の説明をお願いいたします。 

 

林管理課長     ただ今、ご上程いただきました、議案第3号「網走市教育支援委員会委の 

委嘱について」ご説明申し上げます。議案書の3ページと4ページ、委員会資 

料の17ページをご覧願います。この委員会は、心身に障がいを持つ就学予定 

者及び児童生徒の就学に対する学校教育法施行令第18条の2によるところの 

「専門的知識を有する者の意見」を聞く場として、網走市附属機関条例第3 

条別表に基づき、記載のとおりの所掌事項を行なうことを目的に設置されて 
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おります。委員構成につきましては、資料17頁に記載のとおり、各所属団体 

等からの推薦により委嘱しておりますが、現在の委員の任期は、平成27年7 

月1日から平成29年6月30日までの2年間となっております。委員会資料17ペー 

ジ、網掛けの1名につきまして、校内事務分掌の変更に伴う委員変更の申し出 

があり、新たに推薦のあった方を委員に委嘱しようとするもので、委員の任 

期は、本年8月18日から平成29年6月30日までとし、委嘱予定者は、議案書の 

4ページに記載のとおりでございます。よろしくご審議賜りますようお願い 

申し上げます。 

 

新谷職務代理者   ただ今、議案第3号につきまして、提案理由の説明がございました。これ 

につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたいと思 

います。 

呼人小中学校だけが配置されてないということですか。 

 

林管理課長     はい、そうです。 

新谷職務代理者  （他にございませんか。）（「ありません」の声） 

それでは、お諮りいたします。 

議案第３号について、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「ありません」の声） 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第4号「網走市奨学生選考委員会委員の委嘱について」を上程 

いたしますので、事務局の説明をお願いいたします。 

 

林管理課長     ただ今上程いただきました、議案第４号「網走市奨学生選考委員会委員の 

委嘱」につきましてご説明申し上げます。議案書の5・6ページと資料の18ペ 

ージをご覧願います。 

まず、この網走市奨学生選考委員会は、「網走市奨学資金貸付条例施行規則第 

4条」の規定に基づき、奨学生の決定、及び奨学金等の決定について、教育 

委員会の諮問に応じるために設置され、所掌事項につきましては、奨学生の 

選定、奨学金の廃止、休止及び減額に関する審議を行うものとされています。 

委員の構成につきましては委員会資料18ページに記載のとおり、各所属団体 

等からの推薦により委嘱しておりまして、委員の任期は2年とされております 

が、網掛けの１名につきまして、新たに推薦のあった方を委員に委嘱しよう 

とするもので、委員の任期は、本年9月1日から平成29年5月31日までとし、委 
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嘱予定者は議案書の6ページに記載のとおりでございます。よろしくご審議賜 

りますようお願い申し上げます。 

 

新谷職務代理者   ただ今、議案第4号につきまして、提案理由の説明がございました。これ 

につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたいと思

います。 

これは、1年間に何回会議が開かれておりますか。 

 

三島教育長     奨学金の申請があり選考する時に委員会を開催しております。 

H26、H27は、申請者なしということで開催されておりません。H28は、申請が 

1件のみでございましたので、持ち回りにより開催させていただきました。 

 

新谷職務代理者   奨学金の申請が少ないのは、制度の使い勝手が悪いとか、何が理由なので 

しょうか。こういった事は、この委員会では検討しないのですか。貸付基準 

等の内容もどこで検討するのですか。 

 

林管理課長     こちらの委員会では、定められております基準に準じ、貸付対象として適 

正かといった議論をする場となっております。 

 

田口学校教育部長  奨学資金は、網走市の施策のひとつでありますので、基準内容等について 

は、市で検討し、教育委員会に諮り予算等を計上していく流れと思います。 

 

新谷職務代理者   奨学金制度は、本来生活困窮者等への支援的要素があると思うが、申請者 

がいないというのは、網走市の場合、そういった対象者がいないということ 

なのか、制度の使い勝手が悪いという事なのか、そういった点も、教育委員 

会が検討すべきものであれば、した方がよいのではないか。利用者がなく、 

制度だけあっても意味がなくなる。必要な人に活用してもらえる制度が望ま 

しいと思う。 

 

三島教育長     奨学金制度につきましては、国でも給付型（返済を求めない）が検討され 

ております。H29予算で検討中と聞いております。また、奨学金の問題点とし 

て返済金の滞納があります。網走市においてもかなりの件数があります。 

このような点も踏まえ、この制度を今後、廃止するのか給付型にするのか全

国的に検討されております。ただ、給付型にした場合は、対象者が、かなり

限定される（所得税、市道民税非課税世帯とか）ことが予想されます。これ
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らの動向を注視しながら網走市も今後のありかたを検討していくことになる

と思います。 

 

新谷職務代理者   わかりました。いずれにしても一度議論しなければならないと思います。

そのために、現状の規約と、現在の滞納状況がどういった形で発生している

かの資料として、氏名まではいらないが、件数、金額等の資料を一度、委員

会に提出してもらいたい。他で検討しないのであれば、教育委員会で行うこ

とになると思います。 

 

（他にございませんか。）（「ありません」の声） 

それでは、お諮りいたします。 

議案第4号について、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「ありません」の声） 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、議案第5号「網走市社会教育施設審議会委員の委嘱について」を上程

いたしますので、事務局の説明をお願いいたします。 

 

吉村社会教育課長  ただいま、ご上程いただきました議案第 5号「網走市社会教育施設審議会 

委員の委嘱について説明いたします。議案書の 7ページ、8ページ、および 

資料 19ページをご覧ください。社会教育施設審議会委員は、網走市附属機 

関条例の規定に基づいて設置をされており、オホーツク・文化交流センター 

及び市民会館に関する事業計画、運営及び整備について審査、審議等を執行 

機関の諮問等に応じて行うことを職務としているものでございまして、28年 

3月に女性センターが廃止されておりますので、今回は女性センターに関す 

るものを除く職務となっております。また、その定数は、同条例において、 

15人と規定されており、構成は「学校教育関係者」「社会教育関係者」「家 

庭教育の向上に資する活動を行う者」「学識経験者」「その他教育委員会が適 

当と認める者」となっており、教育委員会が委嘱することとなっております。 

現在の委員は、平成 26年 9月 1日に委嘱し、平成 28年 8月 31日で任期が満 

了となっておりまして、網走市附属機関条例第４条の規定に基づき、別紙委 

員予定者を平成 28年 9月 1日から平成 30年 8月 31日までの 2ヵ年間、委嘱 

しようとするものでございます。以上、よろしくご審議を賜りますようお願 

い申し上げます。 

 

新谷職務代理者   ただ今、議案第5号につきまして、提案理由の説明がございました。これ 

につきまして、ご質問あるいはご意見がございましたら、お受けしたいと 
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思います。 

 

杉本委員      大谷さんと飛澤さんが前回と逆になっているが、誤りではないですか。 

（前回は大谷が学識選出、飛澤が公募、今回は逆） 

 

吉村社会教育課長  選出は公募を先に行ったため、公募の大谷さんが先に決まったことで、調 

整して飛澤さんは今回学識経験者として委嘱を依頼したので誤りではありま 

せん。 

 

杉本委員      わかりました。 

 

新谷職務代理者   今回は 6名と多くの入れ替えがあったようだ。入れ替わりが円滑であれば、 

良いとは一概に言えないが、若い世代の委員も今回入っており、世代交代も 

円滑に進み、良いことと思います。今後も興味のある多くの市民が関わって 

るくれるよう、他の委員会についても円滑な委員更新を進めていただきたい。 

 

（他にございませんか。）（「ありません」の声） 

それでは、お諮りいたします。 

議案第5号について、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「ありません」の声） 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、非公開案件であります議案第6号「網走地方教育研修センター組合 

規約の改正について」を上程いたしますので、事務局の説明をお願いいたし 

ます。 

議題第６号非公開 

 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

次に、非公開案件であります議案第7号「平成28年度補正予算要求につ 

いて」を上程いたしますので、事務局の説明をお願いいたします。 

議題第７号非公開 

 

異議なしと認めまして、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

 

以上で本日提出された案件については、全て終了いたしました。 
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その他、案件以外で何かございましたら、どうぞご発言をお願いします。 

 

大西学校教育部次長 「平成28年度第2回網走市読書感想文コンクール」の実施につきまして、口

頭で報告をいたします。 

まず、経過でございますが、7月 4日に第 1回審査委員会を行い、今年度の

審査基準等について協議した後、7月 11日に各学校に募集通知を発出しまし

た。昨年度は、小学校の低・中・高学年部門と中学校部門の 4区分で実施し

ておりましたが、表現、思考、記述の力に学年間の差があること、また、多

くの児童生徒に入賞の機会を与えられるようにすることから、今年度は、区

分を学年別の 9部門としております。子どもたちが学校や家庭で本に親しみ、

読書の感動を文章に表現することを通して、考える力、書く力が育まれるこ

とを期待しているところでございます。応募締め切り日は、昨年と同様、10

月末日と設定しております。事業が終了しましたら、教育委員会の中で応募

状況、審査結果等についての報告をさせていただきたいと考えております。

私からは以上でございます。 

 

新谷職務代理者   ただ今、説明がございました件につきまして、ご質問あるいはご意見が 

ございましたら、お受けしたいと思います。（「ありません」の声） 

（他にございませんか。） 

 

岩本社会教育部次長 スポーツ施設における昨日の台風被害について、現在、判明している部分を

ご報告いたします。総合体育館陸上競技場におきまして、ハンマーサークル

の一部が倒壊、テントの倒れ、倒木2本、また、呼人スポトレにおきまして合

宿中で使用のテント14張りが倒れ、倒木も2本発生しております。 

 

新谷職務代理者   ただ今、説明がございました件につきまして、ご質問あるいはご意見が 

ございましたら、お受けしたいと思います。（「ありません」の声） 

 

（他にございませんか。）（「ありません」の声） 

なければ、以上をもちまして本日の教育委員会を閉会させていただきます。 

 

【午前１０時１７分終了】  

 

 
 


