
平成３０年度 第１回礼文町総合教育会議議事録 

 

１ 日程・開催場所 

   平成３０年４月１９日（木） １３時３０分 

   礼文町役場２階 応接室 

 

２ 出席者 

   礼文町：小野町長、武田副町長、中島総務課長、赤坂町民課長、石動主幹 

   教育委員会：岩城教育長、今野次長、山形委員長、坪山委員、釜谷委員 

 

 

３ 町長あいさつ 

 

小 野 町 長： みなさん、こんにちは。平成 30年度がスタートして 4月も 19日となりま 

した。委員の皆さんにおかれましては、何かとお忙しいところ、総合教育会 

議に、ご出席を賜りまして、真にありがとうございます。本日の主要議題は、

「教育行政大綱の制定について」と、もうひとつは「礼文高校魅力化の方向 

性について」のふたつであります。 

まず「教育行政大綱の制定」につきましては、皆様ご承知のとおり、法律 

改正によって平成 27年 4月から教育委員会制度の大幅な見直しがなされた 

ところでありまして、そのひとつに、町長は、総合教育会議を開催して、教

育、学術及び文化の進行に関する総合的な施策については、その目標や施策

の基本となる教育行政大綱を定めることとされており、「教育行政大綱の制

定」にあたっては、教育の課題が地域によって様々であることを踏まえ、本

町の実情に応じて、教育委員会と協議および調整等を行なうと定められて

いるところでございます。また、この「教育行政大綱」は、町の総合計画、

学校教育推進計画、子ども子育て支援計画、そして、まち・ひと・しごと創

生総合戦略などに則り、４～5年程度を対象として策定することとなってお

りますので、本日の会議には、平成 27年に最初に開催された総合教育会議

と同じように、教育委員さんのほかに、町長部局から「総合教育会議」の事

務局であり、「町の総合計画」や「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を担

当している総務課長並びに「子ども子育て支援事業計画」を担当している町

民課長にも出席をいただいたところであります。 

平成 27 年の最初の総合教育会議では、「礼文町教育推進計画(H25~29)」

「子ども子育て支援事業計画(H27~31)」「第 5次礼文町まちづくり後期総合



計画(H27~31)」「礼文町まち・ひと・しごと創生総合戦略(H27~31)」の 4つ

の計画をもって「大綱」としておりますが、この 4つの計画のうち「礼文町

教育推進計画(H25~29)」が今回新たな計画(H30~34)となりますので、これを

入れ替え、他の３つの計画とともに、これを「大綱」にしたいと考えており

ます。のちほど、詳しくご説明申し上げますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

       次は、二つ目の「礼文高校魅力化の方向性について」であります。これも

皆様ご承知のとおり平成 26 年度 27 年度は「魅力ある高校づくり検討会」

で、平成 28年度２９年度の 2か年は１歩進めて「魅力ある高校づくり推進

委員会」で礼文高校の魅力づくりについて「全国から生徒を募集できる体制

づくり」をめざした協議研究を続けてまいりました。 

昨年 4月からは「有人国境離島特措法」が施行され、国境に位置する離島

において持続的な居住が可能となるよう、多様な支援策が講じられること

となり、この法律の後押しを受けて、「礼文高校が道立高校のままで全国か

ら生徒募集を行うことができないか」を北海道に要請し、さらに、昨年８月

には岩城教育長とともに北海道教育委員会へ出向いて、道教委の柴田教育

長に「離島の通学困難校について、一定数の全国公募が可能となるよう、現

状の通学規則の変更・改正」を要望してきたところでございます。 

北海道教育委員会のこれまでの動きとしては、この要請に対し、前向きに

検討するとして、平成 30年度からスタートする「これからの高校づくりに

関する指針」に盛り込むよう取り進めていくことになったとうかがってい

るところであります。従って今後のスケジュールとしては、平成 32年度か

ら「全国から生徒を募集する」と云う体制づくりめざし、今年度新たに協議

会を設置し、今後示される指針に基づいて、特色ある教科や科目編成、全国

公募の方法、あるいは入学者の生活支援や公営塾などの学習支援等につい

て具体的に取り進めなくてはならないと考えております。今月も２６日に、

あらためて私と岩城教育長が道教委を訪問してお話する機会をいただいて

おります。 

この総合教育会議では、「全国から生徒を募集できる体制づくりを行なう」

という方向性についてはすでに確認されておりますので、本日の会議では、

担当から、昨年からの取組みのご報告と今後の対策等について協議をさせ

ていただきたいと考えております。 

最後は、今日のレジュメには書かれておりませんが、「新教育委員会制度

の導入について」であります。先ほど、平成 27年４月からの法律改正によ

り、教育委員会制度が大きく変わったというお話をいたしましたが、岩城教

育長の任期が今年の 10月 17日で終わることとなります。したがいまして、



すでに条例改正がなされておりまして、礼文町では 10月 18日から「新教育

委員会制度が導入」されることとなっておりますので、このことについて、

あらためて、皆さんにご理解をいただきたいと思っているところでござい

ます。 

       以上、冒頭のあいさつが大変長くなりましたが、これから平成 30年度の

総合教育会議を始めます。よろしくお願い申し上げます。 

４ 議 題 

 １）教育行政の大綱について 

 

中島総務課長： 教育行政の大綱の策定については、町長の挨拶にもありましたが、平成 27

年４月の「総合教育会議」において、 

① 礼文町教育推進計画 

② 子ども・子育て支援事業計画 

③ 第５次新礼文町まちづくり（後期）総合計画 

④ 礼文町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

これらの計画の中に、教育行政に関する施策が盛り込まれていることから、

新たな大綱は作成しないで、これら４つの計画をもって教育行政の大綱に

置き換えることで、承認を得ております。 

その中で、今回、「礼文町教育推進計画」が平成 30年度を初年度に新たな

５ヶ年計画として策定されましたので、まず、その内容を教育委員会（今野

次長）より説明をお願いします。 

 

今 野 次 長： それでは、今年度から平成 34 年度の 5 カ年計画で策定されました「礼文

町教育推進計画」についてご説明いたします。 

        今回の計画は、前回の平成 25 年度～平成 29 年度までの 5 カ年計画に引

き続き、前回と同様に「礼文町学校教育推進計画」と「第 3次礼文町社会教

育推進計画」を包括して「礼文町教育推進計画」として策定したところです。 

        前段の「学校教育推進計画」では、町内の校長会・教頭会・礼文町教育研

究会より推薦された 8 名の委員からなる「礼文町学校教育推進計画策定委

員」の皆様により、「北海道の新しい教育計画」及び「宗谷の教育」などの

諸計画との整合性を図りながら、礼文町の未来を担う児童・生徒の育成に向

けた指針としてまとめられております。特に、平成 18年度から始まり、今

では「礼文型」と呼ばれている特色ある「保・小・中・高の教育連携」のさ

らなる充実を図り、児童・生徒一人ひとりの自立を目指す信頼される学校づ

くり」を基本目標に掲げております。 

        後半の「社会教育推進計画」においては、わが町においても依然として人



口減少が進み、少子高齢化の急速な進展、経済構造の変化、人間関係の希薄

化や価値観の多様化が広がる中で、本町に住む住民同士が様々な活動をと

おして、人と人との絆を育み、日々の暮らしに活力を与え、将来にわたり住

み続けたいと思える地域づくりに大きな役割を担う社会教育について、礼

文町社会教育委員で構成された「第３次礼文町社会教育推進計画策定委員」

の皆様にご審議をいただき策定されたものであります。 

 基本目標は「主体的な学びと活動を経て、地域とつながる「れぶん」をつく

る」としており、家庭教育から青少年教育、成人教育、生涯スポーツ、芸術

文化、文化財、図書など、住民の生活の中で行われる様々な学習活動に幅広

く対応するために、関係各機関との連携を図りながら活動を推進していく

ものであります。いずれも、「第５次新礼文町まちづくり（後期）総合計画」

や「礼文町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な方針を参酌し、今

後 5年間の「礼文の教育」のさらなる進展を目指した推進計画となっており

ます。 

 

中島総務課長： ただ今、「礼文町教育推進計画」の内容について説明いただきましたが、

「礼文町教育推進計画」を今回策定した新たなものに入替え、残り３つの計

画と共に「教育行政の大綱」に置き換えるということでよろしいでしょうか。 

 

参 加 者： 異議なし 

 

中島総務課長： ありがとうございます。 

残り３つの計画につきましては、Ｈ27～31 年度までの計画となっており

ますので、Ｈ31 年度までは「教育行政の大綱」の変更は無い予定でおりま

す。 

 

 

 ２）礼文高校魅力化の方向性について 

 

中島総務課長： 「礼文高校魅力化の方向性について」ということで、これまでの取組みと

これからの取組み等について、教育委員会（今野次長）より説明をお願いし

ます。説明が終わりましてから意見交換に入らせていただきます。 

 

今 野 次 長： それでは、礼文高校魅力化の方向性について、昨年度までの経過と、今年

度からの方向性についてご説明いたします。 

        これまで本町においては、人口減少が続き、少子化が進む中にあって、



「保・小・中・高教育連携」の中軸となる礼文高校のさらなる魅力化に向け

て、通学バス定期の助成や各種検定資格取得費用の助成、さらには平成 24

年度から始まり今年度 7 回目を迎える海外交流事業など、各種支援を進め

てまいりましたが、大幅な増加には、なかなかつながっていない現状にあり

ます。 

        この「魅力ある礼文高校の実現」に向けたこれまでの取り組みについては、

先ほど町長のご挨拶にもありましたとおり、平成 26年 6月に「魅力ある礼

文高校のあり方検討会」が 8名の委員により構成され、礼文町教育委員会が

事務局を担当する形でスタートしております。 

        その目的といたしましては、入学生徒数を増加させることはもちろん、地

域振興や町の将来に欠かすことのできない、次代を担う人材育成と定住人

口・交流人口の増加を目指すものであります。 

        その後、平成 27 年度からは 10 名の委員による「魅力ある高校づくり対

策検討会」として、さらには平成 28年度からは「魅力ある高校づくり推進

委員会」として 12名の委員により、町立化への移行を前提に、全国からの

生徒募集を行うことを目指して、その検討と準備が進められたところであ

ります。 

        しかしながら、昨年、平成 29年 4月に「有人国境離島の特別措置法」が

施行されたことに伴いまして、町立化の検討を一時保留とし、道立高校のま

まで、通学区域規則の拡大、いわゆる全国公募が可能となるよう、北海道教

育庁と検討協議を進めていくことを、昨年開催されました、この総合教育会

議の中でご報告させていただいたところでございます。 

        その後、昨年 8月に北海道教育委員会への要望活動を経て、今年度から示

された「これからの高校づくりに関する指針」の中に、「教育諸条件等の整

備」として、道外からの入学者の受入れについて「地域特性なども踏まえな

がら、道外からの推薦による入学者の受入れの拡大について検討する」との

文言が加えられたことは、関係皆様の多方面でのご努力の成果と言えるも

のと考えております。 

        こうした経過を踏まえまして、道立高校のままで、今年度からは全国公募

に向けた具体の取組みを進めていくこととなりますが、例えば、地域の教育

資源を活用した教科・科目などを 10単位以上履修できる教育課程を編成お

すること、寮または下宿など地域の受け入れ体制が整備されていること、全

国から入学者を募集することへの地域住民の理解が得られること、継続し

て道外からの受入れが可能であることなど、クリアしなければならない課

題も多くあります。 

        お手元に配布しております資料に、取り組みを進めていくにあたって、主



体となる組織として、仮に「礼文町高校魅力化推進協議会」としております

が、協議会の委員構成と、今後の大まかなスケジュールを示しておりますの

でご覧ください。 

       いずれにしましても、検討協議がスムーズに進められた場合の最短のス

ケジュールとして、平成 32年度からの受入れが可能となる訳でありますが、

地域の特色を活かした教育カリキュラムの編成や、島外の生徒の宿舎とな

る下宿あるいは寮など受入れ体制の確保、さらには全国募集に向けた効果

的なＰＲ活動、町の支援策に関する財政面での調整など、検討すべき課題も

多く、スケジュール的にも非常にタイトな状況ではありますが、本日皆様に

ご審議をいただいたうえで、まずは早急に協議会の体制づくりを進めてま

いりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

中島総務課長： それでは、意見交換に入りますので、よろしくお願いいたします。 

 

岩城教育長： 推進協議会の委員構成について、どこかの町村を参考にしていますか 

 

今 野 次 長： これまでの検討の経緯と、昨年まで担当していた須田専門員の意見を参考

にさせていただきましたが、今後、他市町村の委員構成も参考にします。 

 

岩城教育長： 教育委員の代表として１名加えてはどうか。 

 

小 野 町 長： 人数に制限がなければ、そのほうがいいのではないか。 

 

今 野 次 長： 条例制定などが必要と思いますが、その中で規定します。 

 

小 野 町 長： 全国公募に関しては、平成 30 年度中にいろいろなカリキュラム等の整備

が必要になるため、非常にタイトなスケジュールになる。どうしても間に合

わない部分は先送りを検討しなければならないが、32 年度からの実施に向

けて頑張ってほしい。あと、寮等の受け入れ体制の整備も必要になってくる

と思う。 

 

山形委員長： ハード面（住むところ）についても事前に検討しなければならない。 

 

岩城教育長： 住むところがなければ全国公募もできない。 

 

小 野 町 長： 建てるのがいいか、または今ある旅館民宿等を借りるのがいいか、買い上



げるのがいいか、今後考えていかなければならない。 

 

岩城教育長： 奥尻は先に全国公募をして、入学生の人数が決まってから準備したようだ

が、それでは遅すぎると思う。奥尻は民宿を利用して受け入れをし、今年度

は建物を建設する方向と聞いている。 

 

小 野 町 長： 入学生がいなければ整備できないし、整備しなければＰＲができない。 

 

坪 山 委 員： １学級４０人のうち、推薦枠は何％ですか。 

 

岩城教育長： 指針では５％だが、条件をクリアすることで３０％までＯＫと聞いている

ので１２人までは検討できると思う。 

        現在は定員の５％程度としていて、職業に特化したところは認められて

いるが内容によっては３０％まで認めることを検討するという回答。 

 

小 野 町 長： 普通課で、全国公募いままでないと聞いているので、初めてではないか。 

        カリキュラムをどう作るかが非常に難しいと思う。 

        推進協議会委員だけで魅力あるカリキュラムを作るのは難しいと思うの

で、専門家にアドバイスをもらっては。         

        道教委や高校の先生など現場との協議が必要になってくる。 

 

武田副町長： スケジュールを見ると３１年度からＰＲとなっているので、受け入れる施    

       設を早く整備しないとＰＲもできない。 

 

今 野 次 長： 最大１２名を受け入れられる施設を検討して、それを提示してＰＲしてい

きたい。 

 

武田副町長： 下宿となると、現実的には厳しいと思う。 

 

坪 山 委 員： いろんなハンデのある子供を下宿させるのは厳しいのでは。 

 

山形委員長： 実際問題、もう１年しかないわけだから大変だと思う。 

 

小 野 町 長： 造るにもしても大変だから、今ある施設をうまく活用することを考えるし

かないと思う。 

 



赤坂町民課長： ３年間最大数が入学した場合３６人になると思うが。 

 

小 野 町 長： そうなると建設するしかない。 

 

山形委員長： 入学生の動向をみて考えていかなければならないと思う。 

小 野 町 長： いろんな補助を探しながら検討していかなければならない。 

 

小 野 町 長： 協議会の予算は。 

 

今 野 次 長： 今はないので６月の補正で計上する予定、条例制定も。 

 

岩城教育長： 来週２４日に今年度の配置計画検討会が予定されていて、今年度の入学者

数により３ヶ年の配置計画を決める。今年度は９名だが、昨年は１１名なの

で、複数年１０名を切った場合は検討に入るという指針があるが大丈夫。 

       個別懇談もあるので、こういう内容も協議する予定。 

 

 

 ３）その他諸課題について 

 

小 野 町 長： 礼高の英検の取得率が全国１位ということで、今後、英検１級を取得でき

れば、もう１度海外交流に参加できるよう検討していきたい。 

        全国公募のひとつの助けにもなるので検討していきたい。 

 

坪 山 委 員： 高校のバス停の中に灯りがないので、蛍光灯を設置して欲しい。 

 

小 野 町 長： 設置したのは礼文町なので、内装や蛍光灯を含め修繕を検討します。 

 

釜 谷 委 員： 広報れぶんに新１年生の名前が載っていないのは。 

 

岩城教育長： 個人情報の関係から記載していないが、来年からは保護者の承諾を得た上      

       で検討改善したい。 

 

 

５ その他 

  

小 野 町 長： 教育委員会制度の大幅見直しについて 



        2014年６月 13日、首長権限の強化を図るため「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」が成立したのは皆様ご承知のと

おりであります。 

        改正の趣旨は、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方

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、首長との連携

強化を図るとともに、地方に対する国の関与を見直すこととなったところ

であります。 

 「教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保する」とは、教育委員会を

引き続き地方自治法でいう「執行機関」とすることであり、したがって、そ

の職務権限は従来とおり変わらないということであります。 

        大きな変更は、教育委員長と教育長を一本化した新たな「教育長」を置き、

新たな「教育長」は、町の特別職として首長にその任免権を持たせたことで

あります。また、新たな「教育長」の任期は、これまでの４年から 3年にな

りますが、ほかの教育委員の任期は変わらず４年であります。 

 また「教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する」のは教育長で

あります。ただし、教育委員から教育長に対して会議の招集を求めることが

できますし、教育長は、委任された事務の執行状況を教育委員会に報告する

ことになっています。 

 以上、簡単に申し上げましたが、先ほど申し上げましたように、教育委員

会は「教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保する」という観点から、

引き続き地方自治法でいう「執行機関」でありますので、その職務権限は従

来とおり変わらないということであります。 

私どもは、今後も、総合教育会議等々を通じまして、意見交換をさせてい

ただきますが、教育委員会としての役割は何も変わっておりませんので、従

来どおりわが町の教育行政についてよろしくお願いいたします。 

 

 

閉 会 


