
平成２７年度第１回 滝川市総合教育会議 

 

平成２７年８月５日（水）午前 10時 00分 

市役所５階 第一応接室 

 

１．開 会 

 

 

２．市長挨拶 

 

 

３．出席者紹介 

 

 

４．滝川市総合教育会議設置要綱について 【資料１】 

 

 

５．協 議 

 

   (1) 滝川市教育大綱（案）について 【資料２】 

 

 

６．今後のスケジュールについて 

 

 

７．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料１】地方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（抄） 

【参考資料２】総合教育会議について 

 

 

 

 



滝川市要綱第37号 

 

   滝川市総合教育会議設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号。以下「法」という。）

第１条の４の規定に基づき、市長と教育委員会が相互に連携を図りつつ、教育に関する重要な課題

を検討するため、滝川市総合教育会議（以下「総合教育会議」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 総合教育会議は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について協議し、及び調整

する。 

 (１) 法第１条の３第１項に規定する大綱の策定に関する事項 

 (２) 教育を行う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事項 

 (３) 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事項 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、総合教育会議の目的を達成するために必要な事項 

 （組織） 

第３条 総合教育会議は、市長及び教育委員会（以下「構成員」という。）をもって構成する。 

 （会議） 

第４条 総合教育会議の会議（以下「会議」という。）は、市長が招集する。 

２ 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、市長に対

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。 

３ 会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結

果を尊重しなければならない。 

 （関係者の出席） 

第５条 総合教育会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説

明を聴くことができる。 

 （会議の公開） 

第６条 会議は、公開とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、非公開とすることができ

る。 

 （会議の傍聴） 

第７条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を滝川市総合教育会議傍聴人受付簿（別

記様式）に記載し、職員の指示を受けなければならない。 

２ 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴することができない。 

 (１) 酒気を帯びていると認められる者 

 (２) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、市長が傍聴を不適当と認める者 

３ 市長は、傍聴席が満員となったときその他必要があると認めるときは、傍聴を制限し、又は拒否

することができる。 

４ 傍聴人は、職員の指示に従って着席し、又は退席しなければならない。 

資料１ 



５ 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。 

 (１) みだりに傍聴席を離れないこと。 

 (２) 私語、談話、拍手等をしないこと。 

 (３) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。 

 (４) 飲食をしないこと。 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となる挙動をしないこと。 

６ 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、市長の許可を得た者

は、この限りでない。 

７ 傍聴人は、市長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならな

い。 

８ 前各項に規定するもののほか、傍聴人は、市長の指示に従わなければならない。 

 （庶務） 

第８条 総合教育会議の庶務は、総務部企画課において処理する。 

 （施行細目） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、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。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成27年８月５日から施行する。 



別記様式（第７条第１項関係） 

滝川市総合教育会議傍聴人受付簿 
 

 

（    年 第  回）                  年  月  日（ ） 

 

住所 氏名 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Ｈ27.8.5 総合教育会議資料 

滝川市教育大綱（案） 

～滝川市教育推進計画の概要～ 

■策定経緯：教育基本法の改正により教育の振興のための施策に関する基本的な計画を、市町村は、定め

るよう努めることが規定されています。 

■策定目的：本市教育の中・長期的な展望に立ち、「教育のまち たきかわ」を誇りとする、更なる深化・

充実を図るため策定しました。 

■目指すべき教育のすがた今後 10年先を見据えた教育のすがたを、２つの基本理念としてまとめました。 

【学校教育】社会の変化に対応し、新しい時代を切り拓く生きる力を育成する。 

【社会教育】子どもから高齢者まで健やかに充実した人生を送ることができる生涯学習環境を作る。 

 

【滝川市教育推進計画より抜粋】 

 

 

 

 

 

 

１ 未来を拓く「たきかわっ子」の育成 
○確かな学力や人との関係づくりの基礎となるコミュニケーション能力など、社会で

生きていくために必要な基礎的・基本的な資質と能力を育てます。 

 ○自立の精神を育み、自らの夢や希望を実現していこうとする主体性と行動力を育て

ます。 

 ○豊かな感性を育み、生命を尊重し、人を思いやる心や公共心、規範意識や倫理観な

どを育てます。 

 ○郷土の自然、歴史、文化、産業への理解を深め、将来の滝川を担っていこうとする

意識を育てます。 

２ 誰もが学び、誰でも参加のできる環境づくり 

○子どもから高齢者までの生涯各期における自主的な学習活動を支援し、心豊かな人

生が送れる生涯学習社会を実現します。 

○地域文化の継承と創造を担う人材を育成し、市民主体の文化芸術活動を推進します。 

○スポーツ・レクリェーション活動に親しむ機会を提供し、健康な心と体づくりを推

進します。 

○学習意欲に応え、学びを通じ交流と活動が生まれる社会教育施設を充実します。 

基本理念と基本目標 平成 24 年度～33 年度 
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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（抄）

（大綱の策定等）
第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な
方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の
振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という ）を定めるものとす。
る。
２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら
かじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。
３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ
れを公表しなければならない。
４ 第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管理
し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。

（総合教育会議）
第一条の四 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項に
ついての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うた
め、総合教育会議を設けるものとする。
一 教育を行う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
二 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

２ 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 地方公共団体の長
二 教育委員会
３ 総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。
４ 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料する
ときは、地方公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議
の招集を求めることができる。
５ 総合教育会議は、第一項の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、
関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くこと
ができる。
６ 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認め
るとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要が
あると認めるときは、この限りでない。
７ 地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定め

、 、 。るところにより その議事録を作成し これを公表するよう努めなければならない
８ 総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、当
該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
９ 前各項に定めるもののほか、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。

（任命）
第四条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、
教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を
得て、任命する。
２ 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、
学術及び文化（以下単に「教育」という ）に関し識見を有するもののうちから、。
地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
３～５ （略）
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（任期）
第五条 教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。ただし、補欠の教育
長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
２ （略）

（罷免）
第七条 地方公共団体の長は、教育長若しくは委員が心身の故障のため職務の遂行
に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他教育長若しくは委員たるに適

、 、しない非行があると認める場合においては 当該地方公共団体の議会の同意を得て
その教育長又は委員を罷免することができる。
２～４ （略）

（服務等）
第十一条 （略）
２～７ （略）
８ 教育長は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政
の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、第一条の二に規定する基本理
念及び大綱に則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期し
て当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。

（教育長）
第十三条 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。
２ （略）

（会議）
第十四条 教育委員会の会議は、教育長が招集する。
２ 教育長は、委員の定数の三分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示し
て会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
３ 教育委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、
議決をすることができない。ただし、第六項の規定による除斥のため過半数に達し
ないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、
この限りでない。
４ 教育委員会の会議の議事は、第七項ただし書の発議に係るものを除き、出席者
の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。
５～８ （略）
９ 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めると
ころにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

（教育委員会の職務権限）
第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次
に掲げるものを管理し、及び執行する。
一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関 以下 学（ 「
校その他の教育機関」という ）の設置、管理及び廃止に関すること。。
二 学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」という ）の管理。
に関すること。
三 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関するこ
と。
四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学
に関すること。
五 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
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七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚
生及び福利に関すること。
十 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一 学校給食に関すること。
十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四 文化財の保護に関すること。
十五 ユネスコ活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関するこ
と。
十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関す
る事務に関すること。

（長の職務権限）
第二十二条 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次の各号に掲
げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
一 大学に関すること。
二 私立学校に関すること。
三 教育財産を取得し、及び処分すること。
四 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
五 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行す
ること。

（事務の委任等）
第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属
する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができ
る。
２ （略）
３ 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委任さ
れた事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなけ
ればならない。
４ （略）

（文部科学大臣の指示）
第五十条 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務
の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執

、 、 、行を怠るものがある場合において 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、その被害の拡大又は発生を防止
するため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、
又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。ただ
し、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。
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附 則

（施行期日）
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲
げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条及び第二十二条の規定 公布の日
二 附則第二十条の規定 この法律の公布の日又は地方公務員法及び地方独立行政
法人法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第 号）の公布の日のいず
れか遅い日
三 附則第二十一条の規定 この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する
法律（平成二十六年法律第 号）の公布の日のいずれか遅い日

（旧教育長に関する経過措置）
第二条 この法律の施行の際現に在職するこの法律による改正前の地方教育行政の
組織及び運営に関する法律（以下この条において「旧法」という ）第十六条第一。
項の教育委員会の教育長（以下「旧教育長」という ）は、その教育委員会の委員。
（以下単に「委員」という ）としての任期中に限り、なお従前の例により在職す。
るものとする。
２ （略）
３ 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日（当該満了
する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。附則第五条において
同じ ）において旧法第十二条第一項の教育委員会の委員長である者の当該委員長。
としての任期は、同条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。

（新教育長の任命に関する経過措置）
第三条 新法第四条第一項の規定による新法第十三条第一項の教育長（附則第五条
において「新教育長」という ）の任命のために必要な行為は、この法律の施行の。
日（以下「施行日」という ）前においても行うことができる。。

（新たに任命される委員の任期の特例）
第四条 施行日から四年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、新法第五
条第一項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ること
のないよう、一年以上四年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。

（新教育長が任命されるまでの間の経過措置）
第五条 施行日（附則第二条第一項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任
期が満了する日）以後最初に新法第四条第一項の規定により新教育長が任命される
までの間は、地方公共団体の長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指
名することができる。

yasuda1002535
テキスト ボックス
4



総合教育会議について

◆ 首長は、現行制度においても、私学や大学、福祉等の事務を所管するとともに、
予算の編成・執行権限や条例の提出権を通じて教育行政に大きな役割を担ってい
る。

◆ 一方、首長と教育委員会の意思疎通が十分でないため、地域の教育の課題やある
べき姿を共有し、それぞれの役割を十分に果たすことができていないという指摘
もある。

◆ このため、首長と教育委員会が相互に連携を図りつつ、教育に関する重要な課題
を検討するために、総合教育会議をすべての地方公共団体に設置する。

○総合教育会議において協議し、調整する事項は以下のとおり。

①当該地方公共団体の教育、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

②教育を行う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

（例）耐震化の推進、教職員の定数の改善、土曜授業の実施 等

③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

（例）いじめ等による自殺への対応策、災害による校舎の倒壊への対応策 等

○首長と教育委員会は、会議で策定した方針の下に、それぞれの所管する事務を執行。

１．構成メンバー

首長

教育委員会

○総合教育会議は首長が招集。

○教育委員会から首長に対して総合教育会議の招集を求めることも可能。

○総合教育会議は原則公開。ただし、個人の秘密を保護等、必要があると認められる場合には

非公開とすることが可能。

○議事録の作成・公表（努力義務）。

○その他、総合教育会議の運営に関し必要な事項については、総合教育会議が定める。

３．会議の運営等

２．協議事項等

○構成員は執行機関である首長と教育委員会。

○議題によっては、その必要性に応じ、有識者の意見を聴くことが可能。
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