
平成３０年度　教育部の運営方針と目標 教育部長　　田中　嘉樹

1．教育部の方針

　

２．教育部の体制・予算概要（平成３０年４月１日現在）

①職員数

教育部職員数 正職員
嘱託職員
臨時職員

②予算規模

平成３０年度教育部予算総額 千円

３．教育部の平成３０年度の目標

部　長

写　真

203人

28人

学校・家庭・地域との連携、協働による「コミュニティ・スクール」の導入に向けた準備を進めます。

学校規模の適正化と施設整備方針について検討を進めます。

児童生徒の問題行動の早期発見、いじめの未然防止に努めます。

確かな学力の定着とグローバル社会で活躍できる人材育成を進めます。

③

④

1,148,824

99人
76人

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。

①

２．誰もが学び、誰でも参加できる環境づくり
○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・レクリエ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。

②

①

②



４．教育部の重点事業（各課別重点課題順）

・準備委員会を組織し、地域の実情に応じた学校運営協議会のあり方を検討する。
・保護者や地域住民を対象に、コミュニティ・スクールに対する理解を深めるため、説明会を開催する。
・先進地の視察等によりコミュニティ・スクールの導入に向けた準備を進める。

江部乙地区で中学校のあり方に関するアンケート調査を実施するとともに、その結果を踏まえた地区懇談会を開催し、住民理解
の促進や適正配置計画の推進に努める。

・検定試験受験に向け、自分の英語能力を確認するとともに、学習意欲を高める。
・インターネットを通じた自学自習システムの整備により英語能力の向上を図る。
・英語活動を通した小中高の児童生徒が一体となったコミュニケーション機会を創出する。
・英語ルームに英語検定問題集を設置するなど学習環境を整備する。

２学期より中学校１年生に対し実施。実施率80％を目標とする。

個別施設毎に大規模改修、長寿命化改修、改築などの手法と費用及び補助内容、起債などのデータを整理し、整備方針を策定
する。

子ども一人ひとりに応じたきめ細やかな指導と見守りの充実を図る。
　対象校（滝川第一小学校３年生・東小学校３年生）

・市内小中学校から代表者を参集した「絆づくり成果交流会」を開催し、中学校区ごとに小中連携した取組を進めるほか、各学校
におけるいじめ根絶の活動を広く地域に発信する。
・中学校区ごとの取組を紹介するリーフレットを作成し小中学校及び関係機関に送付する。
・「滝川市子どものいじめ防止基本方針」の改定に向け、いじめ防止専門委員会及びいじめ問題対策連絡協議会の助言や子ども
たちの意見を取り入れた内容にする。

市政執行方
針掲載の有
無

―⑦ 事業名 フッ化物洗口の対象拡大 学校運営課 担当 吉原・高橋（伸）

⑥ 事業名 小・中学校施設整備方針の策定 学校運営課 担当 高橋（伸）・高橋（舜）
市政執行方
針掲載の有
無

―

市政・教育行
政執行方針
掲載の有無

○

内容
現在国及び道で実施している小学１・２年生の３５人以下学級を、市単独事業として小学３・４年生を対象に継続し、きめ細やかな
指導と見守りを充実します。

目標
・成果

⑤ 事業名 少人数学級実践事業 教育総務課 担当 後呂・高橋

○

内容
市内の中学校区ごとに小中が連動したいじめ根絶の取組を実施し、いじめを許さない学校づくりを進めるとともに、地域社会でい
じめは決して許されないことを子どもたちに啓発するために関係機関が一体となった取組を推進します。

目標
・成果

④ 事業名 いじめ根絶に向けた取組 教育総務課 担当 佐藤・阿部
市政・教育行
政執行方針
掲載の有無

○

内容
学校を核とした地域の教育力を高め、地域を生かした多様な教育活動の充実と教師が児童生徒と向き合う時間の拡大を図るた
め、学校運営協議会設置に向けた準備を進めます。

目標
・成果

③ 事業名 コミュニティ・スクール導入に向けた取組 教育総務課 担当 後呂・高橋
市政・教育行
政執行方針
掲載の有無

目標
・成果

担当 寺嶋・後呂
市政・教育行
政執行方針
掲載の有無

○

内容 学校の小規模化が進む中、義務教育の機会均等や教育水準の維持向上が図られるよう十分な検討を進めます。

内容
英検IBA(英語能力判定テスト）の受験料助成及び「英検eラーニング」（自学自習システム）の導入により英語技能の向上を図ると
ともに、英語ルームに英検問題集等を配備して機能の充実を図ります。また、「イングリッシュ・デイキャンプ」を年に２回実施し、コ
ミュニケーション能力の向上を図ります。

目標
・成果

施設の老朽化状況を的確に把握し、適正配置計画との整合を図りながら改築及び長寿命化を含めた施設の整備方針を策定す
る。

目標
・成果

内容

② 事業名 小・中学校適正配置計画 教育総務課

事業名 子どもの英語力向上事業 教育総務課 担当 佐藤・髙橋
市政・教育行
政執行方針
掲載の有無

○①

内容 平成24年12月から市内小学校においてフッ化物洗口を実施しており、平成30年度に中学校１年生へ対象を拡大する。

目標
・成果



学校給食運営協議会において適正な額の検討を行い、上半期中に額を確定する。

機器更新し、授業の質の向上を図る。

・既に、実際に地域主体で実施されている活動や市教委で実施している活動があることから、形を変えることが本当に必要なの
か、特にコーディネーターの設置など継続性が危ぶまれる点などが逆に活動の妨げにならないかなど、効果的な事業体制、形態
等について慎重に検討を行う。

市政執行方
針掲載の有
無

－

内容
地域と学校が連携・協働し、幅広い地域住民や保護者の参画により地域全体で子ども達の成長を支え、地域を創生する「地域学
校協働活動」の推進について、社会教育法改正を伴って要請されているところであるが、滝川市の現状と社会教育法の改正主旨
を踏まえ、滝川市に合った実施体制等を検討する。

目標
・成果

⑭ 事業名 地域学校協働活動の検討 社会教育課 担当 土橋・岩崎

・H29年度作成し全小中学校に配布した情報モラル教材の活用を促進する。
・新中学１年生の保護者に対するリーフレットによる説明を実施する。（入学説明会）
・学校だより、ホームページ等を活用し、啓発活動を実施する。

市政執行方
針掲載の有
無

－

内容 引き続き情報発信や啓発を継続し、情報モラルに対する意識向上を図る。

目標
・成果

⑬ 事業名 児童・生徒及び保護者の情報モラル対策 社会教育課 担当 土橋、岩崎

・平成３１年度当初から指定管理制度導入を行う。
・今年度に民間企業及び愛好団体との連携によるサポーターズクラブを結成する。
・河川事務所との協議を行いながら、今年度、飲食を伴うイベント等の開催を試験的に実施する。

市政執行方
針掲載の有
無

－

内容
１年目の実績と２年目の見込みを基礎としてH31年度からの指定管理制度導入を進める。また、より柔軟な運営をおこなうための
サポーターズクラブの結成、社会実験としての河川敷地有効活用事業を民間企業と協力して実施する。

目標
・成果

⑫ 事業名 石狩川河川敷パークゴルフ場　民間活力導入 社会教育課 担当 土橋、平沼、木村

滝川西高等学校トイレ等改修工事及び給油施設等改修工事
　　①実施設計　（4/16～7/13）
　　②改修工事（8月～11月）

市政執行方
針掲載の有
無

○

内容 　滝川西高等学校施設の充実を図るため、生徒用トイレの和式から洋式への改修工事を行います。

目標
・成果

⑪ 事業名 市立高等学校の充実事業
滝川西高等学校
事務局

担当 法　村

目標
・成果

７月中に採択協議を終了する。

学校運営課
（事務局：滝川市）

担当 高橋（伸）・山田
市政執行方
針掲載の有
無

―

内容
平成31年度から使用する中学校道徳教科書の採択を「北海道第５採択地区教科用図書採択教育委員会協議会」において、行
う。

担当 山崎・高橋（伸）
市政執行方
針掲載の有
無

―

内容 平成31年度より学校給食費を増額し適正化を図る。

担当 山田・高橋（伸）
市政執行方
針掲載の有
無

―

内容 市内小中学校パソコン教室機器の更新に伴い、タブレット端末を導入する。

市内小中学校パソコン教室の整備 学校運営課事業名

学校運営課

⑧

⑩ 事業名 教科用図書採択

目標
・成果

⑨ 事業名 学校給食費額改定

目標
・成果



・北海道150年及び滝川市制施行60年の節目の年に、空知地方の開拓の基礎をつくった高畑利宜の功績及び高畑と交流のあっ
たアイヌ民族の文化を通して滝川の歴史を顧みる。
・「高畑利宜のイシカリ探検とアイヌ美術の世界」（6/16-8/26　※来場者目標　2,000人）

市政執行方
針掲載の有
無

○

内容 施設の特徴や収蔵品を生かした、地域の博物館としての役割を担うための特別展を開催します。

目標
・成果

⑮ 事業名 特別展の開催 美術自然史館 担当 永井・河野・藤本



５．年間業務スケジュール

①子どもの英語力向上事業 　 △ＡＬＴ活用会議　 　
△ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ △ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ

△英検IBA申請手続
△英検IBA実施

英語ルーム整備

　

△江部乙中学校の適正配置に係るアンケート調査
△地域懇談会

適正配置に係る検討

△準備委員会設置
準備委員会△第２回 △第３回 △第４回 △コミュニティ・スクール説明会

△先進地視察（10/12三笠市）

△いじめ問題対策連絡協議会①
△いじめ問題対策連絡協議会②

△いじめ防止専門委員会議①△いじめ防止専門委員会議②

△いじめ相談啓発カード配付

　

⑤少人数学級実践事業 第一小3年生、東小3年生で実施

⑥小・中学校施設整備方針 △各施設の老朽化評価
の策定 △長寿命化改修方針検討 ▲方針策定

△教職員説明会
⑦フッ化物洗口の対象拡大 △保護者周知、実施申し込み書収受

△フッ化物洗口実施

⑧市内小中学校パソコン △仕様書作成
教室の整備 △納入業者入札依頼

△納入業者決定
△リース業者入札・契約

△既存機器の撤去、更新機器の納入

▲機器操作研修

△改定額確定
⑨学校給食費額改定 学校給食運営会議での検討 △常任委員会報告
（31.４改定スケジュール） △予算要求

保護者通知

▲規則改正

6

②小中学校適正配置

③ コミュニティ・スクール

3 備　　考11

消費税率改定基準日に
合わせないで、年度当初
から税率10％を見込んだ
改定とする。

9 10 2事業・業務名 4 5 17 8 12

④いじめ根絶



５．年間業務スケジュール

△第１回協議会
⑩教科用図書採択 △第２回協議会～採択方針の決定等

△協議会特別委員会～調査委員の決定
△第１回調査委員会～採択方法等の決定

△第２回調査委員会～調査研究の要領打ち合わせ等
△第３回協議会～採択協議等

⑪市立高等学校の充実事業 △トイレ等改修工事実施設計
（4/16～7/13）

△トイレ等改修工事ほか

⑫石狩川河川敷パーク
　 ゴルフ場民間活力導入

・指定管理導入 △内部調整 △ △選定・指定
△総務文教報告△予算協議 △総務文教報告
△教育委員会 △教育委員会

△条例改正 △市議会

・サポーターズクラブ △各関係団体、法人等と交渉
△基礎組織結成

△広報等による募集

市と協働による大会・イベント等の企画・運営

・河川敷地社会実験
△河川事務所との協議

シーズン中のイベント開催を目指す

⑬児童・生徒及び保護者の 情報モラル教材の利活用状況の確認・利用促進
情報モラル対策

△入学説明会における
啓発（リーフレット）

△外部講師等の情報提供
△情報モラル通信の発行 △情報モラル通信の発行

ホームページ等による情報発信、啓発

⑭地域学校協働活動
実態を踏まえた検討（学校地域支援本部事業、コミュニティスクールの検討との連携）

⑮特別展の開催 「高畑利宜のイシカリ探検とアイヌ美術の世界」

・会期　6/16～8/26
・関連事業
①明苑中美術部によるウエルカムアート展示
②講演会
③古文書講座（２回）
④アイヌ工芸品制作ワークショップ

1事業・業務名 4 5 6 7 8 2 3 備　　考9 10 11 12


