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令和元年度 第１回芦別市総合教育会議 【議事録】 

○日 時  令和２年２月１８日（火） 午後４時から午後４時５０分まで 

○場 所  市役所２階 市長室 

○出席者 

（市   長）荻原  貢 

（教育委員会） 

教 育 長  福島 修史    教育長職務代理者  水上 博樹 

教育委員  山本 融聡    教育委員      坂井 大樹 

教育委員  須藤 美紀子 

（事 務 局） 

津幡総務部長、高橋企画政策課長、髙橋学務課長、本間生涯学習課長、長谷山百年記念館長、

長野体育振興課長、長谷川教育事業専任員、事務局職員２名 

○傍聴者  なし  

〇報道機関 北海道新聞社芦別支局 

１ 開会（津幡総務部長） 

２ 市長挨拶 

   令和元年度の第１回総合教育会議の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

   教育委員の皆様におかれましては、何かと忙しいところ、ご出席をいただきまして誠にあ

りがとうございます。また、平素から市政の推進、さらには教育行政に関しまして、特段の

ご理解、ご協力をいただいておりますことに深く感謝申し上げます。 

   ご承知のとおり、本市におきましては、人口の減少、さらには少子高齢化が進展している

ところでありますが、そういったことに決して臆することなく真正面から向き合いながら、

この４月からスタートいたします１０箇年のまちづくりの指針となる、第６次芦別市総合計

画に掲げる目指すまちの将来像の実現に向けて、着実な歩みを続けられますように官民一体、

オール芦別、チーム芦別をもちまして、しっかりと取組みを進めて行きたいと考えています。 

   さて、教育行政につきましては、少子高齢化の進行に加えて高度情報化の進展など、社会

環境が大きく変化してきている中で教育が果たす役割は、ますます重要性を帯びていると認

識をするところであります。 

特に、学校教育分野におきましては、子ども達が年々減少する中にあって、将来の本市の

まちづくりを担う子ども達の健全育成につきましては、学校や家庭、そして地域や行政が十

分連携を取りながら着実に進めて行かなければいけないということから、ぜひ教育委員の皆

様には特段のお力添えを賜りたいと思っています。 

   また、総合教育会議におきましては、皆様と意見交換等を通じて、様々な教育課題につい

て意思疎通を図りながら、解決すべき課題や将来の教育のあるべき姿を共有させていただい

て、今後の取組みを進めて行くうえで大切な会議であると認識しているところでありますの

で、ぜひ、忌憚のないご意見をお寄せいただきながら、市政・行政の運営に生かしてまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げ開会の挨拶といたします。本日はよろ

しくお願いいたします。
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３ 協議事項 

（１）芦別市教育大綱の策定について（以降の進行は、議長である市長が行った。） 

（荻原市長） 

それでは次第に沿って進めます。はじめに協議事項の芦別市教育大綱の策定についてを議題

とします。内容について、事務局から説明をお願いします。 

～事務局説明（高橋企画政策課長）～ 

   この教育大綱につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３の規

定に基づき策定することとされており、現在、平成２７年度から令和元年度まで５年間を実

施期間とする教育大綱を定めておりますが、新たに令和２年度からの教育大綱を策定しよう

とするものです。 

   教育大綱を市長が定めることとする趣旨につきまして、改めてご説明申し上げますと、市

長は民意を代表する立場であるとともに、教育行政においては、教育委員会の所管事項に関

する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有していることから、市長に教育大綱の

策定を義務付けることによって、市民の意向をより一層反映させ、本市の教育、学術及び文

化の振興に関する施策を総合的に推進することができるとされているものです。 

   また、教育大綱に定める事項については、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施

策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、このことを踏まえて現

在の教育大綱は、本市のまちづくりの最上位計画である「第５次芦別市総合計画」の教育・

文化の基本目標と重点目標、また重点目標達成に向けた方向性としているところであり、令

和２年度からの新たな教育大綱の策定に当たりましても、同様の考え方により、第６次芦別

市総合計画の教育・文化の基本目標等とすることとして、ご提案するものです。 

   それでは資料をご覧ください。１の教育大綱の位置付けにつきましては、今ほどの説明の

とおり国の法律等に基づき策定するものです。 

次に、２の教育大綱の実施期間につきましては、国からの通知では４年から５年間程度を

想定しているとされていますが、本市におきましては、令和２年度から１０年間を計画期間

とする第６次総合計画において、中間年となる令和６年度に必要に応じて計画の見直しを行

うこととしており、このことを勘案いたしまして、令和２年度から令和６年度までの５年間

としようとするものです。 

次に、３の教育大綱の基本目標につきましては、第６次総合計画の教育・文化の基本目標

である「地域とともに、学ぶよろこびを実感できるまち」とし、重点目標は、⑴社会教育に

おいては、地域で学び続け活動できる社会教育の推進、次の⑵学校教育においては、地域で

支える学校教育の推進、⑶スポーツ・合宿においては、生涯にわたるスポーツの振興と合宿

の推進、そして最後の⑷国際交流においては、多彩な国際交流と人材育成の推進とし、それ

ぞれの重点目標達成に向けた推進すべき施策を示し、大綱の推進を考えています。 

   以上、説明といたしますので、ご協議いただきますようよろしくお願いいたします。 

（荻原市長） 

それでは、今ほど事務局から説明のあったことについて、委員の皆様からご質問、ご意見

等があればご発言をお願いします。 

  ～ 各委員から質問、意見等なし ～ 
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（荻原市長） 

特にご質問、ご意見が無いようですので、それではお諮りします。 

  芦別市教育大綱の策定について、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

～ 各委員異議なし ～ 

（荻原市長） 

それでは、異議なしとのことで、原案どおり決定といたします。 

４ 意見交換 

 （荻原市長） 

それでは、意見交換に入ります。 

 前回の会議においては、第６次芦別市総合計画の策定にあたり、教育分野に関わって、現状

における課題や懸案事項などを踏まえながら、今後１０年間を見据えた中での、重点的に取り

組むべき事項とその内容についてをテーマとして活発な意見交換をさせていただいたところ

ですが、本日のテーマについて、委員の皆様からご意見があれば発言をお願いします。 

  ～ 各委員から特に意見なし ～ 

 （荻原市長） 

それでは、特に無いようですので、私から提案させていただきたいと思います。 

 平成２９年度の本会議におきまして、コミュニティ・スクール制度の導入の必要性について

意見交換をさせていただきまして、これを踏まえて、昨年、すべての小中学校にコミュニティ・

スクール制度が導入されたところです。 

 導入してまだ日も浅いところでありますが、次代を担う子ども達を地域全体で育んでいくた

めの手法の一つとして大変意義のある制度だと認識していて、芦別らしい、芦別にふさわしい

という観点も含めて、今後に向けて制度の充実あるいは発展のための取組みをテーマとさせて

いただきたいと考えています。 

 そこで、最初に本市におけますコミュニティ・スクール制度の導入の経過、それから導入後

の取組状況などにつきまして、事務局から説明をいただいたのちに、教育委員の皆様それぞれ

からご意見等をいただきたいと考えていますので、よろしくお願いします。 

 それでは、事務局説明お願いします。 

～事務局説明（長谷川教育事業専任員）～ 

平成２９年度に開催された総合教育会議では、コミュニティ・スクール制度の概要を説明

し、理解を深めていただいたうえで、本市における導入の必要性について意見交換をし、平

成３１年度、令和元年度の導入に向けて進めていくことをとりまとめていただきました。 

今回、再度、コミュニティ・スクール、以下、ＣＳと述べさせていただきますが、ＣＳを

テーマに意見交換を行うということで、導入までの経過、目的、今年度の導入後の動きなど

について、資料に沿って、説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

始めに、ＣＳ導入までの経過について説明いたします。 

平成２９年度の総合教育会議を経て、まず、１ページのローマ数字Ⅰ、算用数字２、３の
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通り、各種団体説明会及び研修会を行いました。各種団体説明会は、組織の立ち上げが必要

になることから、その構成員になっていただく方々を想定し、１１団体、延べ２８０名余り

の方々に制度の概要を説明しました。研修会につきましては、「隗
かい

より始めよ」の故事にな

らい、自分たちがＣＳについて学ぶことからスタートし、学校の管理職、教職員、準備委員

会委員の順に行ってきました。また、芦別高等学校を含む市内各学校の校長との意見交換、

三笠市などの先進地も視察し、参考にさせていただきました。市民への幅広い周知としては、

算用数字６に記載のとおり、教育だよりを活用し、平成３０年５月より、各号でＣＳ導入の

意義、目的、準備委員会の活動等についてお知らせしてきました。平成３０年１２月には、

２中学校区、事務局職員を含め、２７名で準備委員会を組織し、導入までの準備を進めてき

たところです。 

２ページ、ローマ数字Ⅱをご覧ください。新しい元号、令和を迎えた５月２２日、第１回

合同学校運営協議会を開催し、「芦別市が目指すコミュニティ・スクール」の活動のスター

トラインに立ちました。別紙「芦別市が目指すコミュニティ・スクール」をご参照ください。 

詳細についての説明は省略しますが、この資料は、第１回合同学校運営協議会の際に、委

員の皆さんへの説明のために作成したものです。子どもや学校の抱える課題の解決のために、

学校と地域の連携・協働の重要性が指摘されており、新しい仕組みづくりを求められている

という導入の目的、組織や役割、委員構成、運営面などについてまとめたものですので、後

ほど目を通していただければと存じます。 

次に、導入後の動きについて説明いたします。２ページローマ数字Ⅲをご覧ください。 

算用数字１、芦別市合同学校運営協議会を組織している、芦別中学校区学校運営協議会及

び啓成中学校区学校運営協議会の委員につきましては、各１８名ずつ、ＰＴＡ連合会、町内

会連合会、民生委員児童委員協議会、青年会議所、社会教育委員、青少年育成連絡協議会、

旧学校関係者評価委員会、学校関係者で構成されており、８月には北広島市への視察を行い、

３月には今年度の活動のまとめとしての会議を開催する予定になっています。 

３ページをご覧ください。中学校区学校運営協議会連絡調整会議を実施し、それぞれの中

学校区の活動交流、情報交換、運営上の課題の交流などを随時、行ってきました。算用数字

３をご覧ください。８月には北広島市立西部中学校を訪問し、実際に活動に携わっている委

員の方や校長から、貴重なお話を聞くことができました。「おらが学校」という意識の強い

西部地区にある西部中学校は、学校運営協議会の活動がスタートしてから７年目を迎えます

が、まだまだＣＳの認知度は高くはならないというお話を聞き、年数を経ても毎年の活動の

積み重ねの必要性があるということを実感してきたところです。（４）の成果と課題は、参

加者の感想からピックアップしたものです。◎が成果、●が課題とおさえてください。委員

自身、ＣＳについての理解度が高まり、委員としての役割を再認識できたとの成果を踏まえ、

次年度についても先進的に活動している地域を訪問し、具体的な実践の場を視察できればと

考えています。 

算用数字４をご覧ください。ＣＳについての地域への認知度を少しでも高めようという目

的で、今年度についても、北海道ＣＳアドバイザーである、櫻井貴志先生をお招きして研修

会を実施しました。それぞれの立場での情報共有の必要性について再認識したところですが、

いじめや少子化による小中一貫校の設置についての課題など、参加された皆さんがそれぞれ

の立場で本市の子どもたちの事を考えていただいていることに、あらためて感謝の思いをい

だいたところです。この研修会の様子や各中学校区運営協議会の活動の詳細につきましては、
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算用数字５のように、教育だよりなどを活用し、情報提供していきたいと考えています。 

各中学校区学校運営協議会につきましても、算用数字６，７の通り、学校支援部会、学校

関係者評価部会で、手探りながら活発に活動を行ってきました。両中学校区とも、子どもの

現状を踏まえ、どんな子どもに育てたいのか、地域の子どもたちにつけさせたい力は何なの

かという話し合いをし、共通の課題を踏まえて、具体的な活動に繋げていくという流れで活

動を進めてきました。 

幼稚園や保育園とも連携を図った家庭学習強調週間、芦別クリーン作戦、ＣＳボランティ

アの拡充など、次年度に向けて、より、具体的な活動が進められていくことと存じます。委

員の方からは、市の人材を生かした学校へのかかわりを進めていきたい、地域の人材等を学

校へ届けるのもＣＳの仕事なので、積極的にかかわりたいとの声も聞かれますので、その

様々な声を次年度の活動にも有効につなげていきたいと考えています。 

最後に、算用数字８、今後の展望と次年度への課題についてですが、虫の目で見ていくと

多数ありますが、鳥の目線では２点、記載の通り、市民に対しての認知度を高めていく工夫

と学校支援ボランティアの整備・充実を図っていくこととおさえています。 

学校運営協議会委員をはじめ、皆様の知恵やご意見を参考にして課題解決にあたり、今後

ともより充実したＣＳの活動にしていきたいと存じます。 

以上で、説明を終了させていただきます。今後とも、「地域とともに、学ぶよろこびを実

感できるまち」芦別ならではの、「地域で支えていただく、そして地域を支える」芦別らし

いＣＳを創り上げていきたいと考えているところです。皆様方のからの忌憚のないご意見等

をいただければ幸いに存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（荻原市長） 

  今ほど、事務局から説明をいただきましたが、何かご質問等はありますか。 

無いようであれば、事務局からの説明を参考にしていただいて、本市におけるコミュニテ

ィ・スクール制度の充実、発展に向けた取組みなどについて、教育委員の皆様からご意見をお

願いします。 

 （水上職務代理者） 

今ほど、事務局から報告がありましたが、コミュニティ・スクールに対しましては、広報紙

や学校便りを通じて情報発信をされていますが、まだまだ一般の方々には、コミュニティ・ス

クール制度は聞いたことがあるかなという程度だと感じています。 

 学校運営協議会のメンバーはもちろんご存知だと思いますが、それ以外の一般市民の方にお

いては、聞いている方でもどこまでご理解いただいているのかと思っています。このため、保

護者や地域の方々にサポートをいただけるようにするためにも、もっと認知度を深めるような

継続的な広報活動などの情報発信が必要であると考えます。 

 コミュニティ・スクール制度の目的の一つが、地域に開かれた信頼する学校づくりでありま

すので、各学校においては、いろいろな手立てを講じて、普段の教育活動の内容などについて、

わかりやすく発信することも大切だと思いますので、いろいろなカテゴリーから情報が発信さ

れることがさらに必要ではないかと感じています。以上です。 
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（荻原市長） 

ありがとうございます。周知に対する認知度の不足ということについて、この対応等につい

て、今ほどの話の中では情報の発信、この向上に努める必要性があるとのご意見でした。貴重

なお話しであったと受け止めました。引き続き、ご意見等がありましたらお願いします。 

（山本委員） 

  今年度から始まりましたコミュニティ・スクールですが、学校・家庭・地域の連携を進めて

行くということは、子ども達の成長にとりましてとても有意義なことだと思います。 

  近年は、子どもの貧困という問題が多く取り上げられるようになりました。それだけ、子育

てをめぐる家庭の環境が厳しいということかと思います。そのような中で、地域の方からのお

力をお借りし、活用させていただけることはとても重要なことと思います。 

１０年ほど前になりますが、私の住む地域の小学校で町内会の主に高齢者、いわゆる老人ク

ラブの方々に学校の菜園で野菜作りのお手伝いをしていただいたことがあります。子ども達と

一緒に作業する時もあれば、高齢者の方だけで作業していただいたこともありました。それを

契機にその高齢者の方々を学校行事にお招きするなど、高齢者を中心とした地域の方々との交

流も当時盛んになりました。その時にご協力いただいた方々から、子ども達や学校に関われる

ことについて、とても楽しみなことですとのお言葉をいただきました。 

  地域の支援をいただくということは、支援する側にも幸福感があるということを、その時強

く感じたところです。学校と地域が連携することにより、学校が元気になり、また地域も元気

になる、そういう方向性にコミュニティ・スクールが進んでいくことを期待しているところで

す。以上です。 

 （荻原市長） 

ありがとうございます。地域の中でそれぞれご経験のある方々などからも、お力をいただく

という取組みが非常に重要だというお話しをいただきました。確かに地域におられます多様な

人材の皆様方のお力をいただくということは、非常にパワーアップにつながるということにな

りますので、ぜひ、そういったことを得て、子ども達に伝えられる仕組みづくりということだ

と思いますので、そのあたりについて厚みを持たせて進めて行くことがポイントになるのだろ

うと思います。重要なお話しありがとうございました。 

引き続き、ご発言をお願いします。 

（坂井委員） 

先ほど事務局から、昨年８月に先進地の北広島市を訪問したとの報告を受けましたが、これ

からも先例事例を学ぶことが大切であると思います。 

コミュニティ・スクール制度を活用して各地域では様々な取組みをしていると思います。芦

別においては、これまで先例事例を学んだり、専門家を招いて講演会や研修会を開催するなど

して、いろいろな観点から勉強しており、このことは大いに意義があると考えます。このよう

な経過を踏まえて、芦別では、昨年、コミュニティ・スクールを導入したところでありますが、

まだスタートしたばかりであります。 

このため、これからも先例事例を学び、これを十分に参考にしながら、芦別にあった取組み

を着実に進めて行くことが大切であります。そのためには先例事例の内容について、学校運営

協議会全体が共有することも必要であると思います。いっぺんにあれもこれもというのではな
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く、焦らず時間をかけながら確実に一歩一歩進めて行くことがコミュニティ・スクールの充実

と継続性にもつながるのではないかと思います。また、コミュニティ・スクール制度に基づく

保護者や地域の協力によって学校や子ども達に有益な取組みを行い、このことによって、教職

員がもっと子ども達と向き合う時間を確保することもコミュニティ・スクール制度の効果の一

つであると思います。 

そこで、学校や教職員においては、学校の応援団が学校運営協議会のメンバーであると認識

してもらい、地域の協力を得たいと思うことについて、遠慮しないで学校運営協議会のメンバ

ーにお話しやお願いをすることも必要ではないかと思います。 

さらに、学校運営協議会のメンバーとしては、地域としてもっと学校に求めたいことを意見

交換することなどで、双方向の関係を築いていくことが必要ではないかと思います。以上です。 

 （荻原市長） 

ありがとうございます。学校あるいは教職員、そして学校の応援団という学校運営協議会の

メンバーとの関わりというのは、やはり綿密であるべきだと思いますので、そのために意見交

換の場を普段から持っていただいて、まさにおっしっていただいたとおり双方向の関係をしっ

かりと確立していただいて、お互いにアプローチするきっかけにもなりますので、そういった

充実性を高めるということになると思います。ありがとうございました。 

引き続き、よろしくお願いします。 

 （須藤委員） 

  コミュニティ・スクール制度の導入によりまして、今後、小中学校とそれぞれの地域におき

まして、交流が進んでいくと思います。また、それが進んでいくように期待しているところで

す。そのためには、学校運営協議会に参加していらっしゃる市内関係者の方々のさらなる努力

をお願いしたいと感じています。 

  今、芦別市は少子化が進みまして、芦別の将来を担う子ども達が残念ながらかなり減少して

います。それだけに、芦別の子ども達は、地域全体でその成長を見守りながら、健全な成長を

促していくということが必要ではないかと思います。小中学校と地域との交流や連携だけにと

どまるのではなく、なんらかの形で就学前の子ども達、例えば幼稚園児や保育園児、さらには

高校生も巻き込んだような交流が進むことが必要ではないかと思います。 

  今、幼稚園のインターンシップには、中学生、高校生が来ており、高校生は多い時には２０

名ほどが来ています。やはり、幼稚園児などのところに来てくれるということは、高校生や中

学生が小さい子ども達とふれあいたいと考えている生徒さんも多いと思いますので、そういっ

たことから小さい子ども達も巻き込んだ活動や交流が進めばいいなと考えています。 

  このように幅広い交流を進めることにより、保護者同士や地域の人々のより良い人間関係が

深まりますし、子ども達の社会性の育成にもつながる効果があるのではないかと思います。 

  また、別の視点ではありますが、地域の人材の活用という部分では、すでに制度化し登録が

なされているマナビィ・リーダー・バンクや学校支援ボランティアの皆様と十分な連携をとっ

ていただきながら、今後、子ども達や学校にとって必要な取組みや対応を図ってもらうことが

大切ではないかと思います。さまざまな形での連携や交流を期待しています。以上です。 
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 （荻原市長） 

  ありがとうございます。こういう連携といいますか、さまざまな多様な形を持ち合わせなが

ら、ネットワークといいますか関わる方々において連携を深めていくことでパワーアップにつ

なげて行こうというものであり、ひとつには小中学校と地域間だけではなくて、就学前の子ど

も達、あるいは高校生を巻き込んでというお話でしたが、そういった接点をつくり上げていく、

そのためには、接着剤の役割をする脇役も必要となりますが、いかにしてその接着剤効果を見

出していくのかというのは、それはお互いの努力の中でつくり上げていく必要があるというこ

とですし、もう一つは人材の関わりの中で、活用の視点ということについては、マナビィ・リ

ーダー・バンクなどの活用というお話をいただきました。 

  いろいろな連携の仕組みづくりに、いかにして関係する、関わりを持たせるような努力をお

互いに見出していく、あるいはもっと積極的に関わりをもっていく、その辺の努力も一方では

求められるのであろうと考えています。支えるうえでのベースになる大きな要素だと思ってい

ますので、貴重なご意見として受け止めさせていただきます。ありがとうございました。 

  他にご意見があれば、よろしくお願いします。 

 （福島教育長） 

  前段では、長谷川専任員からわかりやすい説明をいただき、また、各教育委員の皆様からは 

 コミュニティ・スクール制度に対する基本的な考え方をいただきましたが、この制度について

は、学校と地域が正面でしっかりと向かい合い、そして協力し合って、次代を担う子ども達を

育んでいく仕組みであると考えています。 

  そのコミュニティ・スクール制度の今後のさらなる充実、発展に向けて教育委員の皆様から

様々なご意見があったところでありまして、学校や保護者・地域、あるいは教育委員会として、

まずは、出来るところから着実に実践していく必要があるものと改めて実感したところです。 

  その中で、コミュニティ・スクール制度には、４つの魅力があると言われています。それは、

「子ども達にとっての魅力」、「教職員や学校にとっての魅力」、「保護者にとっての魅力」、そ

して「地域の人々にとっての魅力」です。 

これら４つの魅力の具現化のために、少し時間をかけながらも、本市の特性を生かしたコミ

ュニティ・スクール制度を今後、確実に充実・深化させながら、様々な方面に魅力や効果が生

まれるようなことを十分目指しながら、教育委員会として、さらに努力していかなければなら

ないものと考えています。また、現在、本市におきましては、小中一貫教育の推進を図ってい

るところでありまして、その目的とするところは、芦別で生まれ育った子ども達をどんな子ど

も達に育てていくのかという明確なビジョンを掲げて、そして、そのうえで義務教育９年間の

連続性と系統性を踏まえた教育活動を進めていこうとするものです。 

  コミュニティ・スクール制度においても、子ども達にどのような力をつけさせたいのか、そ

して、どんな子どもに育てていくのかということが極めて大切な内容でありますので、このこ

とについては、小中一貫教育の目的や理念と大きく重なるものでありますので、しかるべき時

期に小中一貫教育の本格導入を図って、コミュニティ・スクール制度と連動させながら、次代

を担う子ども達の健全な成長を促していく必要があると考えています。以上です。 
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 （荻原市長） 

ありがとうございました。４つの魅力ということを伝えていただきました。子ども達、そし

て教員・学校、保護者・地域というそれぞれの立ち位置の中で、つながっていくことが一つの

大きな目標としてあるのだと思っています。そして、合わせて小中一貫教育というところの話

もありましたが、まさにコミュニティ・スクール制度と連動させていくことの必要性について

も意見があったところですが、いずれにしても、本市の特性にというところがキーワードにな

ると思っていますが、しからば本市の特性とは何かというところについても深く議論をする機

会の必要性を感じているところであります。それらの共通認識を持ち合わせながら、芦別の特

性に合った制度に導いていくことについて、また、改めて議論できればと思います。 

貴重なご意見を皆様からいただきました。そういったことではＣＳの制度をより充実・発展

させていこうとする中でのお考えをいただいた訳でありまして、極めて貴重なご意見として受

け止めさせていただきたいと思います。 

やはりＣＳ制度というのは、学校と地域、ここの関わりが子ども達に関して、課題や目標を

共有していくのだということにつきるのだろうということでは、前提としては、学校なり地域

が共に力を合わせて汗をかき、共に考えて団結しましょうというところがベースでなければい

けないと思っています。そのことが結果として、子ども達の健全な育成につながっていく、大

きな道筋になるのだろうと考えています。いずれにしましても、地域全体で、ある意味総がか

りでもって子ども達を育んでいくということが重要であるとのことを改めて認識させていた

だきました。そういった意味でもこのＣＳ制度は重要な礎になるものだと思います。 

導入から１年足らずでありますが、７年経ってもまだ認知が薄いという北広島市の事例もい

ただきましたので、おそらく地道な活動というところも問われることになるのだと思いますが、

ぜひ、めげずに信じ合いながら着実に目指す方向に向かって光を見出せるような努力を行って

ほしいと思います。いずれにしましても、芦別市におけますコミュニティ・スクールの充実に

合わせまして、このことをもってのさまざまな成果が生まれることへの期待を申し上げて、私

からの意見とさせていただきます。ありがとうございました。 

５ その他 

  各委員及び事務局から案件なし 

６ 閉会 

（荻原市長） 

 その他特に無いようですので、本日の総合教育会議につきましては、以上をもちまして閉じ

させていただきます。 

これまでいろいろと議論をいただきました。いろいろな思いをいただいた中で、しっかりと

実現に向けていくためには、いろいろなサポートが必要です。現場サイドを含めて、いろんな

立場の中でさらにそれらのネットワークをつくり上げさせていただきながら、ぜひ、忌憚のな

いご意見をこれからもどんどん発信いただいて、一つでも前に向けられればと期待をさせてい

ただきながら、また、お願いをしながら本日の会議を終了させていただきます。本日はありが

とうございました。 

以上  


