
平成２９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２９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２９年度教育部予算総額 千円

３．教育部の平成２９年度の目標

①

②

③

④

①

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。
２．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。
３．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。
４．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。

部　長

写　真

②

誰もが学び、誰でも参加できる環境づくり
１．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。
２．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。
３．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。
４．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。

203人 99人
76人
28人

1,074,430

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。

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。

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。

芸術文化、スポーツに親しむ機会を提供します。



４．教育部の重点事業（各課別重点課題順）

・市内小中学校から代表者を参集した会議を開催し、4中学校区における小中連携したいじめ根絶の取組内容を確定させる。
・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。
・小学校で行われる法務局による「人権教室」を市いじめ問題対策連絡協議会委員で参観し、関係機関によるいじめ根絶の取
組を共有する。
・「絆づくり成果交流会」を開催し、中学校区及び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。

江部乙地区等で懇談会を開催し、配置計画の周知と住民理解の促進を図りつつ、計画の推進に努める。

・英語ルームに英語検定問題集を設置し、中学生が英語能力向上への意欲を高め、検定試験受検に向けた学習ができる環境
整備を行う。
・外国人と積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成する。
・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。

① 事業名 少人数学級実践事業 教育総務課 担当 山本・高橋
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

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。

② 事業名 子どもの英語力向上事業 教育総務課 担当 山本・堤
市政・教育行
政執行方針
掲載の有無

○

内容
市内4校に設置した「英語ルーム」の環境整備を進め、英語ルームの活用充実を図るとともに、英語への興味関心を高め、コ
ミュニケーション能力を伸ばす体験活動として「イングリッシュ・デイキャンプ」を実施します。

目標
・成果

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

○

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

⑤ 事業名 学校施設整備事業 学校運営課 担当 高橋（舜）・高橋（伸）
市政・教育行
政執行方針
掲載の有無

○

内容 学校施設整備については、第一小学校特別支援等対応工事及び江部乙中学校武道場屋根改修工事を行います。

目標
・成果

１）第一小学校階段昇降機設置等工事　（予定工期：6月～8月）
２）江部乙中学校柔剣道場屋根塗装工事　（予定工期：6月～7月）

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・教育行
政執行方針
掲載の有無

○

内容
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し
ます。

目標
・成果

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、起債などのデーターを整理する。

⑦ 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
市政・教育行
政執行方針
掲載の有無

○

内容 市立高等学校の将来ビジョンの策定～平成30年度の学科転換に向けた教育課程の編成に取り組みます。

目標
・成果

平成30年度からの普通科3学級、情報マネジメント科3学級へスムーズに移行し、入学者定員を充足させる。

③ 事業名 小・中学校適正配置計画 教育総務課 担当 寺嶋・山本
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。

目標
・成果



1次計画の検証を行い、2次計画の骨子を作成します。

・6月から9月にかけて講演会、ワークショップ、近隣美術館の視察等の各種講座を実施。
・9月の最終講座では作品解説等の実践的なプログラムにも取り組む。
・受講終了後、希望者の中から館の学芸活動に関する事業にボランティアとして参加する市民学芸員の登録を計画する。

・工作をする楽しさを感じてもらう「イエティ・ブルー～春ミッション！青い雪男を発見せよ」
　(4/22-5/28　※来場者目標　2,500人)
・岩橋英遠の全収蔵品を初めて展示する「英遠の庭～描いて親しむ、作って楽しむ」
　(7/8-8/13　※来場目標　3,000人)
・若者層へ書の魅力を伝える「桑鳩百％～やはり“書”だ！」
　(12/16-2/4　※来場者目標　2,000人）

パラカヌー選手との交流を深め、誘致活動を継続する。
8月に北海道新聞社との共催により、啓発イベントを開催する。
市内小学校におけるアダプテッドスポーツ授業を実施する。

参考教材の作成（平成30年2月初　完成予定）
保護者向けリーフレット（平成30年1月配布予定）
携帯電話販売店等実態調査（フィルタリング等実態調査）

市営球場改修工事（実施設計5～6月、工期8月～3月）

⑭
市政執行方
針掲載の有
無

内容
子どもの読書環境整備を進め、読書の習慣化と読書活動を支えるため、平成31年度から5か年を対象とする、「第２次滝川市子
どもの読書活動推進計画」策定準備を進めます。

目標
・成果

事業名 第２次滝川市子どもの読書活動推進計画策定準備 図書館 担当 半井・深村

⑧ 事業名 石狩川河川敷パークゴルフ場の運営管理 社会教育課 担当 石黒、木村、梶原
市政・教育行
政執行方針
掲載の有無

○

内容
5月仮オープン、7月グランドオープンの予定で進め、グランドオープン後は、市民の皆さまの健康増進、地域交流、多世代交流
を推進しながら、市長杯、ミズノカップ大会などの大会を実施し利用者拡大も並行して行います。

目標
・成果

開設初年度として、施設を広く認知してもらえるよう各種ＰＲ活動を精力的に実施する。
また、5～6月：市民1,800人＋市外1,000人＝計2,800人、7月～10月：市民10,500人＋市外6,300人＋シーズン券延べ960人＝
17,760人、年間通して延べ20,500人の入場を目指す。

⑨ 事業名 市営球場改修工事 社会教育課 担当 石黒、木村
市政・教育行
政執行方針
掲載の有無

○

内容 内外野の暗渠改修、グラウンド改修等を実施します。

目標
・成果

⑩ 事業名 児童・生徒の情報モラル対策 社会教育課 担当 土橋、嶋内
市政・教育行
政執行方針
掲載の有無

○

内容
市内小学校からモデル校を選定し、授業を実施しながら、平成30年度以降の道徳授業で活用できる参考教材を作成するととも
に、保護者向けの啓発リーフレットを作成し、学校、家庭の両面からの教育を支援します。

目標
・成果

⑪ 事業名 パラリンピック合宿誘致等 社会教育課 担当 石黒、木村
市政・教育行
政執行方針
掲載の有無

○

内容
パラカヌー合宿誘致活動を継続するとともに、活動に対する気運を高めるために啓発イベントを実施します。また、並行して障
害者スポーツへの理解を深めるため、小学校におけるアダプテッドスポーツ授業についても実施します。

目標
・成果

⑫ 事業名 特別展の開催 美術自然史館 担当 永井・河野・藤本
市政・教育行
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

⑬ 事業名 市民学芸員の育成 美術自然史館 担当 永井・河野
市政・教育行
政執行方針
掲載の有無

○

内容

目標
・成果

日本画家・岩橋英遠の画業等に焦点を当てた市民学芸員講座を実施します。



５．年間業務スケジュール

少人数学級実践事業 第一小4年生、東小4年生で実施

子どもの英語力向上事業 △学校要望集約
△備品整備 △中学校英語暗唱大会

△「イングリッシュ・デイキャンプ」実施

小・中学校適正配置計画 △保護者懇談会の実施

いじめ根絶に向けた取組 △第1回実行委員会議 △絆づくり成果交流会
△第2回実行委員会議 △第3回実行委員会議
小中連携した「いじめ根絶」の取組 各学校における「いじめ根絶」の取組

取組の広報活動（リーフレット配布）

△「人権教室」授業参観/滝川第二小学校

△第1回いじめ問題対策連絡協議会 △第2回いじめ問題対策連絡協議会

△いじめ実態把握アンケート① △いじめ実態把握アンケート②

学校施設整備事業 滝川第一小学校階段昇降機設置等工事

江部乙中学校柔剣道場屋根塗装工事

小・中学校施設 　小・中学校施設整備方針策定
整備方針の策定

△道教委へ学校課程等設置認可申請書提出
市立高等学校の充実事業 △滝川市立高等学校教員等の定数、給与、勤務時間その他

の勤務条件及び定年による退職等に関する条例の一部改正
△8/19オープンハイスクール

石狩川河川敷パークゴルフ場の

運営管理 開設準備 初年度事業の検証、次年度事業計画策定

芝補修・養生 ＰＲ営業活動

　△5/10仮オープン
△7/1グランドオープン

△9/2ミズノカップ

12 1 2事業・業務名 4 5 6 7 8 39 備　　考10 11



実施設計
市営球場改修工事 改修工事

児童・生徒の情報モラル対策

参考教材の作成 モデル校での授業実施

参考教材校正・完成

保護者向けリーフレット作成 発注 配布
リーフレット校正

携帯電話販売店実地調査

パラリンピック合宿誘致等
合宿誘致に向けた調査・ＰＲ・情報収集、関係者折衝等

△8/19啓発イベント（北海道新聞社共催）

アダプテッドスポーツ授業

特別展の開催
●「イエティ・ブルー」 （4/22-5/28）
●「英遠の庭」 （7/8-8/13）
●「桑鳩百％」 （12/16-2/4）

市民学芸員の育成

※講演会、ワークショップ、近隣美術館視察等、計6講座開催

第２次滝川市子どもの
読書活動推進計画策定 1次計画検証

準備 骨子作成

1 2 3 備　　考7 8 9 10 11 12事業・業務名 4 5 6


