
 

 

平成２８年第２回池田町教育委員会臨時会 会議録 
 

 池田町教育委員会会議規則（昭和３１年１０月８日教育委員会規則第３号）第１９条の規定に 

より以下のとおり調製した。  
 

  １、開会及び閉会に関する事項 

      開会日時  平成２８年 ２月２３日（火） 午後 ３時００分 

      閉会日時  平成２８年 ２月２３日（火） 午後 ３時３５分 

      開催場所  池田町教育委員会 ２階会議室 

 

  ２、出席委員の氏名 

      萬   一 幸 （委員長） 

      佐 藤 敏 昭 （委員長第１職務代理者） 

      塩 谷 吉 広 （委員長第２職務代理者） 

      鈴 木 良 子 （委 員）      

      田 中   功 （委 員）      

 

  ３、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名 

      君 島 利 彦（教育課長） 

天 野 和 則（教育課主幹） 

平 野 公 規（学校教育等推進員） 

赤 松 真 哉（教育課学校教育係長） 

薩 田 早百合（教育課学校給食係長） 

三 宅 賢 一（教育課社会教育係長） 

 

  ４、議題及び議事の大要 ……………………………………………………………   

協議第 ３ 号  池田町議会（第２回臨時会議）へ提案する教育委員会関連予算 

案について（平成２７年度池田町一般会計補正予算） 

議案第 ７ 号  池田町教育基本計画の策定について 

議案第 ８ 号  池田町スクールバス管理運営規則の一部を改正する規則 

 

  ５、議題となった動議を提出した者の氏名 ………………………………………  な し 

 

  ６、質問又は、討議をした者の氏名及びその要旨 ………………………………  な し 

 

  ７、議 決 事 項 …………………………………………………………………  

協議第 ３ 号  池田町議会（第２回臨時会議）へ提案する教育委員会関連予算 

案について（平成２７年度池田町一般会計補正予算） 

………………………………………………… 意見なし 

議案第 ７ 号  池田町教育基本計画の策定について 

………………………………………………… 原案可決 

議案第 ８ 号  池田町スクールバス管理運営規則の一部を改正する規則 

………………………………………………… 原案可決 

 

 



 

 

平成２８年第2回池田町教育委員会臨時会 会議録詳細 

 

１ 開 会 （１５：００） 

 

２ 会期の決定 

 委員長：ただ今から平成２８年第2回臨時会議を開会いたします。会期は本日１日限りといた 

します。ご異議ございませんか。 

 各委員：異議なし 

 

３ 議 事 等 

 委員長：これより議事に入ります。はじめに協議第３号池田町議会へ提案する教育委員会関連

予算についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局：それでは、協議第3号池田町議会へ提案する教育委員会関連予算案についてご説明申

し上げます。議案書は3ページ、参考資料は1ページから7ページ。今回の補正予算は、

事業終了に伴う不用額の調整が主なものでございます。歳出予算からご説明申し上げ、

関連する歳入予算について説明してまいります。当初予算で調査設計委託料を計上し、

9月定例町議会に補正予算を計上した、池田小学校及び利別小学校の屋内運動場に設置

されている、バスケットゴール、いわゆる「非構造部材落下防止対策工事」が終了しま

したので、不用額596千円の補正を行うものです。合わせて工事費が確定しましたの

で、歳入調整として、国庫支出金、国庫補助金、学校管理費補助金、学校施設環境改善

交付金201千円を、同じく町債、教育債、小学校債、教育施設整備事業債も300千円

減額いたします。つぎに、学校給食センター改築に係わる予算です。新学校給食センタ

ー改築事業、委託料は、工事監理業務委託料の事業確定による減額です。工事請負費も

事業確定による減額です。合わせて、国庫補助金及び起債の額も変更いたします。国庫

支出金、国庫補助金、学校給食費補助金は、学校給食センター改築に係る補助金・学校

環境改善交付金の額の確定によるものです。町債、教育債、学校給食センター整備事業

債は工事費の確定によるものです。最後に、社会教育関係予算です。保健体育費、体育

施設費、リンク造成事務事業は事業終了に伴う、北部地域リンクに係る除雪業務の減額

補正です。当初予算802千円に対し、不用額596千円を減額補正するものです。以上

説明を終わります宜しくご審議下さい。 

委員長：ただ今の説明にご意見等はありませんか。 

 各委員：なし 

委員長：質疑がないようですので協議第３号に対する質疑を終了し、町長に申し出るまでの意

見は無しといたします。続きまして議案第７号池田町教育基本計画の策定についてを議

題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局：池田町教育基本計画の策定についてご説明申し上げます。池田町教育基本計画は、平

成5年に社会教育計画と学校教育計画を統合し、10年を一期として第1次基本計画が策

定されました。第２次計画は、町の総合計画の期間と同一にするため、計画期間を７年

とし、平成１６年から平成２２年までを計画期間としました。現在の教育基本計画は第

3次教育基本計画で、平成22年に策定され、教育環境や社会情勢の変化に対応するよ



 

 

う計画期間を見直し、５年としています。本日、ご説明申し上げます教育基本計画は平

成28年度から平成32年度までの第４次教育基本計画となります。策定の取り組みとし

て、改正原案を事務局が作成し、学校教育分野では、町内校長会・教頭会に改正原案を

お示しました。１月１５日から２月５日まで、パブリックコメントを募集しましたが、

提出された意見はございませんでした。2月19日には第4回池田町社会教育委員の会議

を開催し、可とする旨、木村徳弘委員長から、田中教育長に答申書が提出されました。

以上が策定経過となります。 

１節には教育基本計画の策定の主旨を、２節には教育目標を定めてございます。３

節には学校教育目標を、４節には社会教育目標を定めてございます。教育基本計画の

体系は、資料池田町教育基本計画の４ページに記載させていただいたとおり、本町の

総合計画、町民憲章に基づき、教育目標を定め、教育目標を基に、それぞれ学校教育

目標、社会教育目標を定めてございます。学校教育目標及び社会教育目標にはそれぞ

れ領域ごとの課題を設定し、課題ごとに①現状、②課題、課題解決及び政策の推進と

して③施策を設定してございます。資料５ページをご覧ください。これ以後、１節学

校教育では、①学校経営、②学習活動、③道徳教育、④特別活動、⑤生徒指導、⑥健

康・安全教育、⑧特別支援教育、⑨複式教育、⑩高等教育を赤松学校教育係長から、

⑦食育の推進を薩田学校給食係長から、２節社会教育の①幼児教育から⑨郷土歴史教

育までを三宅社会教育係長からご説明申し上げます。 

【学校教育係長】それでは学校教育係に関する基本計画を説明したします。学校教

育分野は６ページからとなります。「１．学校経営」では「地域を生かした 活力あ

る（学校）経営」をテーマとしています。学力向上にかかわる「習熟度別指導や少人

数指導」、「異校種間 いわゆる幼稚園保育所や小学校、中学校、高校との連携や接

続」などと、学習環境の充実をあげています。施策面では、学習指導要領による国語

や社会などの各教科、道徳教育の充実や小学校における外国語活動の実施などの教育

課程における授業時数の適正な管理をはじめ、地域特性や人材の積極的な活用を進め

る考えです。また少人数学級の特性を生かした学校教育の創造を中心とし、学校改善

プランや学校経営方針、学校評価の一連の流れを一層充実していくために評価制度の

充実をあげています。７ページ「２．学習活動」では「一人ひとりの良さを生かし、

自ら学ぶ子どもの育成」をテーマとしています。子ども達が基礎・基本を確実に身に

つけさせ、学習に対する関心や意欲、自ら実践する力を育むことのほか、子ども達が

互いに学びあうことができる、一定程度の集団形成による学習環境づくりが重要な課

題であります。施策面において、学習内容を修得させる学習過程の重視と定着、学習

規律の確立と学習環境づくり、家庭学習の習慣化などをあげています。８ページ「３．

道徳教育」では「豊かな心の育成と基本的生活習慣の確立」をテーマとしています。

「いじめの問題」や「不登校」に対し、学校と家庭、地域、関係機関など一体となっ

た取り組みが求められています。また、児童生徒が人間関係を築く力を身につけるこ

とができるような取り組み、道徳的な実践力を培うことが必要です。平成３０年度か

ら小学校で、平成３１年度から中学校で正式に導入される「特別な教科である道徳」

については、道徳の時間を要に学校の教育活動全体を通して行われるものと位置づけ

ています。全体計画や年間計画の策定が重要であり、また、発達段階を踏まえた指導



 

 

や、特性を踏まえた指導法の改善をあげたほか、規範意識や倫理観の高揚をあげてい

ます。９ページ「４．特別活動」では「子どもの主体的な活動を重視し、実践力を培

う」をテーマとしています。集団活動の中で社会生活上のルールの習得や集団の一員

としての自主性、実践的な態度の育成を図っています。課題でも自主性や実践的な態

度の育成の継続が必要であること、また学校の実態に応じた弾力的な計画と継続性が

上げられます。指導内容の充実を図りながら、キャリア教育の充実をあげています。

１０ページ「５．生徒指導」では「生徒指導の機能を生かした、自己指導能力の育

成」をテーマとしています。児童生徒が自発的な思考と 判断、行動によって自らの

目標が達成できるよう指導しています。また、生徒指導体制や教育相談体制の改善充

実により、いじめの未然防止や早期発見、早期対応が必要になっています。また不登

校への支援が必要な現状となっています。児童生徒の個性を伸ばしながら、社会的な

資質や能力、将来における自己実現できるよう指導、援助することが必要です。また、

学校では児童生徒と教師の人間関係を基盤に一人ひとりの良さや可能性を伸ばす生徒

指導の推進が必要です。施策として 生徒指導全体の計画、体制改善、教育活動の充

実と 関係機関との連携、進路指導や生きかた指導のほか、教職員の資質向上をあげ

ています。１１ページ「６．健康・安全教育」では「自他の生命を尊ぶ、健康・安全

保持の育成」をテーマとしています。児童生徒の体力や運動能力の向上、食育の推進、

心と体の健康、学校における安全対策など、さまざまな取り組みが行われています。

しかし、子どもたちの体位は向上していますが、運動能力や体力が低下してきていま

す。また、近年増えている不審者や災害時の対応など、自らを守る意識と危険回避、

防災意識などを高める必要があります。施策では、体力や運動能力の低下を改善し、

生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を育成することで、楽しく明るい生活

を営む態度の育成をあげています。１３ページ「８．特別支援教育」では「一人ひと

りの障害を把握し、たくましく生きる力の育成」をテーマとしています。特別な教育

的支援が必要な子どもたちの自立に向けた取り組みを進めています。心身の障害は、

早期発見、早期教育が望ましく関係機関との連携が欠かせません。課題では、特別支

援学級に在籍していないが、配慮すべき児童生徒への個別の教育支援の重要性をあげ

ています。施策は、個別指導計画や多様な指導に応じた教材の充実など、これまでに

継続した取り組みが必要とあげています。１４ページ「９．複式教育」では「小規模

学校の特色を生かした、教育活動の創造」をテーマとしています。少人数であること

からその特性を生かした教育活動がおこなわれており、少人数によるきめ細やかな教

育活動の推進が図られる一方、一定程度の集団形成により培う社会性やコミュニケー

ション不足が課題です。施策は継続した取り組みとし、町内小学校全体での集合学習

や交流学習の充実、学年別指導の充実などをあげています。１６ページ「１０．高校

教育」では「地域に根ざした特色ある教育の充実・発展」をテーマとしています。具

体的な内容を示せませんが、地元の高校を守る視点に立ち、池田高校が推進する総合

学科や国際交流など特徴的な活動の支援。また、高校とPTA、地域、さらには町との

連携の充実を図るよう課題や施策を展開していく旨をあげています。以上、学校教育

係所管分の説明とします。 

【学校給食係長】続きまして、学校給食係に関する基本計画を説明したします。１



 

 

２ページ「７．食育の推進」について説明いたします。「食から学ぶ健康で豊かな生

活、郷土の文化・産業」をテーマとしています。現状では、食生活が豊かになった反

面、偏った栄養の摂取など、食に関する新たな健康課題が生まれています。学校給食

をめぐる情勢も大きく変化し「栄養改善」から、食べることを通じて、地域の産業や、

風土、慣習を理解していく「食育」の重要性が求められています。食を通して地域産

業や食文化の理解を深め、食に関する正しい理解と食習慣を身につけるため、食育の

推進を図るとともに、安全・安心な新施設として、一層衛生管理の徹底に努める必要

があります。施策として、地域の食習慣・産業に対する児童生徒の理解の増進、給食

施設の衛生管理の徹底を上げています。以上、学校給食係所管分の説明とします。 

【社会教育係長】続きまして、社会教育係に関する基本計画を説明したします。１

７ページ「１．幼児教育」『子どもや保護者が手軽に集える学習機会の充実』。幼児

期は、情操や創造性、社会性を身につけていくとても大切な時期です。近年は隣近所

との交流が少ないために、育児に関する具体的な助言や情報が少ない状況が生まれて

います。乳幼児期の教育に関する具体的な情報交流と学習機会の提供とともに教諭・

保育士・保健師・関係者の連携を図ることが重要な課題となっております。また、言

葉・感性・表現力・創造力を豊かなものにするために、乳幼児期から読書に親しむこ

とのできる環境づくりも重要であります。施策といたしまして『幼稚園・保育所、小

学校の連携の推進』『読み聞かせやブックスタート事業等の推進』『子育についての

学習機会や情報交流の充実』などを挙げております。１８ページ「２．少年教育」

『地域の子どもの実態に即した学習機会と指導者の充実』。近年、家庭や地域の教育

力の低下が指摘されています。学校・家庭・地域それぞれの教育機能の充実を図ると

ともに、相互の連携を強化し、一体となって子どもの教育に取り組む環境づくりを進

めていくことが重要な課題であります。そのための具体的な施策として、『放課後や

週末等における文化・スポーツ等の体験・学習機会の充実』『他地域への派遣・交流

事業の推進』を挙げております。また、これらの取組みは各種団体や指導者・ボラン

ティアとの連携・協力体制のもと進めることが必要でありますので、『指導者・ボラ

ンティアの育成・支援』『子ども会・スポーツ少年団といった団体活動の支援』を施

策として挙げているところであります。１９ページ「３．青年教育」『職種を超えた

魅力ある青年活動と学習プログラムの充実』。本町における青年団体としては、「商

工会青年部」と農業青年を中心とした「青年団体連絡協議会」があります。青年の意

識も大きく変化し、青年層の間で地域の連帯意識や異世代交流が希薄になっている現

状もございますが、『青年層が参加しやすい事業の推進』『青年が故郷に集う場とし

ての成人式の実施』などを施策として挙げております。２０ページ「４．成人教育」

『心豊かに生きるための学習機会の充実』。学習活動やスポーツ活動が盛んな中にお

きましても、職業をもった成人の方が参加はなかなか難しい状況です。就労年代の学

習要求に適切に対応する体制づくりが重要な課題となっています。施策といたしまし

ては『各種文化講座やスポーツ教室などの学習機会の提供』『遊ゆう大学の一部授業

の一般への開放』そして『団体との連携・協力』などを施策として掲げております。

２１ページ「５．高齢者教育」『社会参加を促進し いきがい探しを支援する 体制

の整備』。現状としまして、当町では遊ゆう大学に現在１７０名あまりの高齢者が学



 

 

生として在籍し、学習を深めるとともに、クラブ活動や自主研修など自主的な活動も

活発に行われ、高齢者同士の交流の場、趣味・活動の場としても大きな役割を果たし

ています。施策といたしまして、『遊ゆう大学の内容充実、自主活動の支援』を掲げ

ておりまして、引き続き事業の充実を図ってまいります。また、ゲートボールやパー

クゴルフ、ペタンクなどの軽スポーツが普及したことで高齢者のスポーツ参加が進み、

健康増進や交流に役立っておりますことから、施策として『軽スポーツの推進』を掲

げているところでございます。２２ページ「６．家庭教育」『しつけや日常の基本的

生活習慣を身につける家庭教育の充実』。家庭教育はすべての教育の出発点ですが、

近年、核家族化、少子化、地域における地縁的なつながりの希薄化など家庭を取り巻

く社会状況の変化の中で、教育に対する自信を失い不安を抱く保護者や、社会の基本

的ルールを守れない、良好な人間関係を築くことができない子どもが増加するなど、

家庭の教育力の低下が指摘されています。また、ゲーム機やインターネットの普及な

どにより、子どもの遊びの質が変わり、外で自由に遊ぶ子どもの姿をあまり見かけな

くなり、日常生活における様々な経験が不足している状況が見られます。地域全体で

家庭を支えるという視点から、子どもやその家庭が様々な経験を積みながら安心して

過ごせる環境づくりが課題となっております。保護者が自信を持って家庭教育を実践

するためには、家庭教育について学び相談することができる場や機会を整備・充実す

ることが必要であります。施策といたしまして、『啓発及び情報提供の推進』『学習

機会の提供』『相談・交流の場の充実』『ＰＴＡ活動における学習の推進』を挙げて

おります。２３ページ「７．社会体育」『多様なスポーツの普及と 環境の整備』。

本町では、体育協会とスポーツ少年団がスポーツの振興に大きな貢献を果たしてきま

した。進展する少子化と高齢化などにより、これらの団体の構成員は減少傾向にあり

ますが、引き続き協力・支援を図りながら、スポーツを推進していく必要があります。

近年、子ども達の体力低下が問題となっています。少年団に所属しない子ども達がス

ポーツに親しめる環境づくりや、家にこもりがちになる冬季における子ども達の体力

向上のため、 地域特性を活かした冬季スポーツの環境整備も重要です。施策としま

しては、『団体との協力・支援』『施設の計画的改修等』『指導者の育成・資質向

上』『子ども達が気軽にスポーツに親しむ機会の提供』などを掲げております。２４

ページ「８．芸術・文化」『潤いのある生活のための 文化活動の充実』。団体によ

る主体的な文化活動は縮小傾向にあり、文化協会構成員の固定化・高齢化が顕著にな

っています。しかしながら、文化協会は文化祭の実施など町における文化活動の中心

的担い手であることから、町として引き続き文化協会への支援を行いながら、文化を

振興していく必要があります。また、指定管理者が実施している田園ホールにおける

各種文化講座や芸術文化公演、図書館における読書活動推進に関する事業の更なる充

実を図ることが重要であります。施策といたしまして、『文化団体の支援・援助』

『田園ホールの計画的改修』『文化活動や学習活動の場の拡充』『図書館利用の促進

と読書活動の推進』などを挙げております。２５ページ「９．郷土歴史教育」『郷土

の歴史や文化を理解し 尊重する豊かな郷土愛を培う』。旧近牛小学校及び旧様舞小

学校を郷土資料庫として保管・公開してきた郷土資料につきまして、平成２５年度に

旧高島中学校にこれを移転し、現在、資料の整理・収蔵・展示の作業を進めています。



 

 

来年度予算案に整備費用を計上しておりますが、旧高島中学校を新たな郷土資料館と

して整備し、郷土資料を適切に整理・保存・展示し、次世代に伝え継承していくこと

が、大きな課題となっております。施策の中に『新たな郷土資料館の整備・開館』を

一番として掲げさせていただき、『各種学習への活用』『資料の収集保存・整理』

『資料情報の収集・提供』を挙げております。以上、社会教育係所管分の説明としま

す。 

委員長：ただ今の説明にご意見等はありませんか。 

 各委員：なし 

委員長：質疑がないようですので議案第７号に対する質疑を終了し、原案可決といたします。

続きまして、議案第８号池田町スクールバス管理運営規則の一部を改正する規則につ

いてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

事務局：池田町スクールバス管理運営規則の一部を改正する規則についてご説明申し上げます。

議案書は5ページ。参考資料は8ページをご参照ください。池田町スクールバス管理運

営規則は、第3条で乗車対象の児童及び生徒を規定しています。現行では、小学生が学

校から小学校の道程が2ｋｍ以上の者。この度の改正は、児童の家から学校までの道の

りが2キロ以内であっても、冬期間の舗道の除雪が遅れたり、雪等による冬期間の交通

に支障の出る地域、街路灯の設置が少なく防犯上・交通安全上の心配な地域、道路両端

に舗道が設置されていない地域、市街地が連担していない地域などの児童に対し、教育

長が特に必要と認めた児童及び生徒という文言を第3条に加える改正となります。改正

箇所は、規則第3条「通学経路に高島橋が含まれる児童」を新たに「前2号に掲げるも

ののほか、教育長が特に必要と認めた児童及び生徒」と改正するものです。また、第9

条（目的外の使用）の改正箇所については文言整理による改正です。施行日は附則に平

成28年4月1日からとしています。当該規則の改正により、平成28年度より新たに池

小3名、利小10名、池中2名の児童生徒がバス利用を可能となります。以上説明を終わ

ります宜しくご審議下さい。 

委員長：ただ今の説明にご意見等はありませんか。 

 各委員：なし 

委員長：質疑がないようですので議案第８号に対する質疑を終了し、原案可決といたします。 

 

８ 閉 会（１５：３５） 

 委員長：他になければ、以上で平成２８年第２回臨時会議を閉会いたします。 

 


