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平成 27年度第 2回滝川市総合教育会議 議事録 

 

■開催日時  平成 27年 12月 28日（月）13:30～14:30 

■開催場所  滝川市役所５階 第一応接室 

■出 席 者  市長   前田 康吉 

       教育長  山﨑 猛 

       教育委員 野地 和英 

       教育委員 朝日 幸世 

       教育委員 芳村 敦子 

       教育委員 田代 雄一 

 

１．開 会     

（中島総務部長） 

   定刻となりましたので、ただ今より平成 27 年度第 2 回滝川市総合教育会議を開催いたします。

私は総務部長の中島です。議題に入るまで私の方で進めさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

前回と同様に、本日も公開形式の会議となりますことから、議事録についても後日公開すること

となりますので、あらかじめ申し添えいたします。 

 

２．市長挨拶 

（中島総務部長） 

   開催にあたり、前田市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

 （前田市長） 

   改めまして、本日は皆様方におかれましては、大変お忙しい中ご出席をいただき、心からお礼申

し上げます。本日は第２回目となりますが、あいにくの雪となり、積雪が 64cm を越えたようでご

ざいます。今年は楽をしていると思っていたら、あっという間に去年を越えたということで、なか

なか思う通りにはいかないようでございます。 

さて、本会議につきましては、本年 4 月 1日の法改正のもと、8 月 5日に第 1 回目を開催させて

いただきました。教育大綱について、ご協議のうえ、ご賛同いただき、9 月 8 日に策定に至ること

ができました。あらためまして感謝申し上げます。 

平成 23 年度より昨年度まで、毎年懇談会という形での開催でございましたが、新しい法律のも

とに総合教育会議という形で意見交換をさせていただき、皆様と考え方を共有させていただきたい

と考えております。皆様からの忌憚のないご意見をいただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

（中島総務部長） 

   それでは、これ以降の議事につきましては、市長が進行を行いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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３．議題 

 (1)滝川市における取り組みについて 

（前田市長） 

それでは、私の方で進行させていただきます。議題の(1)滝川市における取り組みについて報告

をさせていただき、その後、議題(2)教育環境の充実について、意見交換を行いたいと考えており

ます。最初に、滝川市における取り組みについて、事務局より説明していただきます。 

 

 （深村企画課長） 

   滝川市企画課の深村です。どうぞよろしくお願いいたします。本年度、市として策定しました「財

政健全化計画」と「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の概要について、説明いたします。これま

での教育委員会議におきまして、概略の説明があったと伺っていますが、少し補足をさせていただ

きながらお話しをさせていただきたいと思います。 

   まず、財政健全化計画でございますが、資料１の概要版をお開き願います。本市の財政状況につ

いてのご説明をさせていただきますと、医療や介護等の社会保障費の増加に加え、消費税率改定や

電気料金の値上げなどに伴う経常経費が増大しておりまして、基金、市の貯金でございますが、繰

り入れを行うなどして収支不足を補っているというのが現在の状況でございます。また、中段にグ

ラフがございますが、経常収支比率の推移を表しております。収入に対します固定的な支出であり

ます人件費、扶助費、公債費等の占める割合を表しておりまして、率が高ければ高いほど弾力性を

失っていると言えます。本市におきましては、平成 26年度は 99.2%という高い数値になっておりま

して、政策的な経費へまわせる資金が少ない状況となっています。次に、左下に一般会計基金残高

の推移というグラフがありますが、市の貯金は、全道的にもかなり低い状況にあるということがう

かがい知れます。次に２ページをお開きください。財政健全化計画でございますが、計画期間を本

年、平成 27年度から平成 31年度までの５年間といたしまして、財源補てんのための基金繰り入れ

をしなくても予算編成ができるよう、収支改善の目標額を５億円と設定したところでございます。

財政健全化計画の基本方針としましては、一番目といたしまして、事務事業の見直しということで

聖域のない見直しを基本とし、法定義務がなく自治体に実施の裁量がある全ての事業を対象に検討

を進め、１億２千万円の収支改善を図ることとしております。次に、６ページになりますが、二番

目といたしまして、組織・人件費の見直しとして、簡素で効率的な見直し等を図ることにより３億

６千万円、さらに、７ページの歳入の確保対策として２千万円、合計いたしまして先ほど申し上げ

た５億円の収支改善を目指そうという財政健全化計画となっております。本計画は少なからず市民

サービスにも影響を与えるものでございますが、滝川市の身の丈にあった持続可能な財政運営を行

うことによりまして、将来に渡って市民の皆様が安心して暮らせるまちづくりを目指していくもの

であり、ご理解をいただければと思うところでございます。なお、資料２の財政健全化計画本編に

つきましては、後ほどご覧いただければ幸いでございます。 

続きまして、資料３のまち・ひと・しごと創生総合戦略概要版をご覧ください。総合戦略につき

ましては、一番目の総合戦略策定の目的のところに記載しておりますが、少子高齢化によりまして、

人口減少が今後も進むことが見込まれる中、地域の資源と独自性を活かして、人口減少に歯止めを

かけるために取り組んでいくことをまとめたものでございます。計画期間は５年間となっておりま

す。まず、本市の人口の将来展望について触れさせていただきます。現在は、本市の人口は 4 万 2

千人程度でございますが、国の機関であります社会保障・人口問題研究所の推計によりますと、2060
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年には 1万 8千人程度、現在の半分以下にまで減少するという推計が出されております。これに対

しまして、資料の右上の６番のところ、将来人口でございますが、出生率の上昇や社会増減を均衡

させることで、2060年には 2万 7千人程度、先ほどの国の機関の推計では 1万 8千人程度と申し上

げましたが、推計より 9千人程度、人口減少を抑えるという将来展望を描いております。そのため

に取り組む事項といたしましては後ほどご説明することとしまして、次に計画策定に向けた視点と

して滝川の強み、可能性についてでございますが、中段の７番ポテンシャルという欄に６項目ほど

ございますが、農業の右隣、きめ細やかな教育と子育て支援の基盤についても、重要な基盤の一つ

であると認識しているところでございます。こうしたことを踏まえまして、３つの基本目標を定め

ました。９．基本目標をご覧いただきたいのですが、教育に係る部分といたしましては、２つ目に

ございます、すべての子どもの成長の支えと教育環境の構築であります。次に、裏面をご覧いただ

きたいのですが、ただ今説明しました３つの基本目標に、それぞれ施策を定めておりますが、教育

を例としてご説明いたします。右上のオレンジ色のところになりますが、囲みの２番目に、地域の

将来を担う人材を育成する教育環境の構築として、個に応じた確かな学びときめ細かな見守り・心

配りの充実と記載しています。内容といたしましては、少人数学級の継続・拡充、さらには、学び

サポーターの配置継続や効果的な活用による教育環境の充実を行うこととしております。次に、日

常的に英語に触れる環境の充実と学校連携でございますが、英語ルームの配置やイングリッシュ・

キャンプの実施、市内英語ボランティア人材の発掘や学校種を超えた教員の英語授業参観等を行っ

ていくこととしております。次に基本目標３の②でございますが、暮らしやすい地域づくりでござ

います。地域の活力を生み出す人材の育成といたしまして、大学や中学校、高等学校との連携を図

りながら、地域活力を生み出す人材育成や地元定着の促進を図っていくこととしています。また、

前回の総合教育会議の中で田代委員より、滝川に残って就職したいという学生の声もある中、将来

の滝川を担っていただく子どもたちが、滝川に残れるような受け皿づくりを進めてほしいというご

意見がございました。資料の左中段のところに、②地域産業の育成・支援の施策３として、大学生

等の地元就職支援とございますが、國學院大學北海道短期大学部を卒業後、あるいは編入学により

國學院大學を卒業した後に、U ターン就職を含めた地元就職の促進を図ってまいりたいということ

でございます。なお、まち・ひと・しごと創生総合戦略の本編につきましては、後ほどお目通しい

ただければと思います。以上で報告を終わります。 

 

（前田市長） 

事務局から説明がありましたが、今年度策定した計画をもとに、滝川市における取り組みについ

ての報告となります。本日の意見交換は、次の議題(2)の中で行っていきたいと考えております。

ただ今の報告についての質問がございましたらお願いしたいと思います。 

 

   （一同なし） 

 

 (2)教育環境の充実について 

（前田市長） 

それでは、続きまして、議題の(2)教育環境の充実について、意見交換をさせていただきたいと

思います。 

   先ほど、総合戦略の説明でもありましたが、きめ細かな教育というのは滝川市のポテンシャルと
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考えております。教育を充実することは、人の定着にもつながりますし、地域の将来を担う人材を

育成するために必要なことと考えているところです。総合戦略においても、少人数学級の継続・拡

充や英語に触れる環境の充実と学校連携を図っていくこととしています。確かな学力を身につける

ための環境や英語教育について必要性を感じておりまして、様々な施策に取り組んでいきたいと考

えております。また、現在、モデル校を指定しまして、放課後学習の場を設定して、学力・学習意

欲向上事業ということで、学力の底上げや家庭学習の習慣化を図っているところですが、他の学校

でも取り組めればと思いますし、国全体としてもこのようなことを意識した取り組みが行われてい

るところでございます。また、英語につきましても、もう少し教育環境を充実するためにできるこ

とはないかということで考えているところでございます。皆様におかれましては、学校訪問という

形で学校現場を色々と見てきていただいたということでございます。教育環境の充実ということに

ついて、ご意見をいただければと思います。最初に、野地委員お願いいたします。 

 

 （野地教育委員） 

   学びサポーターの活用については、滝川市は先進的に取り組んでおり、学校訪問をしてもかなり

定着してきております。最初の頃は、現職の先生とスムーズにいかない部分も若干あったと聞いて

おりますが、今は学びサポーターも先生とうまく連携を取りながら、有意義な取り組みだと思って

見させていただきました。滝川は教育のまちと昔から言われているところですが、学校訪問をして

感じたことは、家庭との連携が難しい面もある中、小学校と中学校間の学校としての連携が必要と

感じています。 

 

 （前田市長） 

   続きまして、朝日委員お願いいたします。 

 

 （朝日教育委員） 

   教育環境が良いから滝川市に住みたいと思ってもらえるような良い環境の学校づくりをしてい

くことが私たちの仕事だと思いますが、どの学校も先生たちは一生懸命やっていらっしゃいました

し、少人数学級や学びサポーターという点でも進んでいる方だと思いますが、さらに充実していけ

れば良いと思います。 

英語については、英語ルームは１校だけが行っていて、過渡期というか始まったばかりだと思い

ますが、部屋を作り、そこに何を置くという事がまだまだ一工夫も二工夫も必要だと思います。部

屋だけあれば良いわけではなく、まだまだこれからと感じています。イングリッシュキャンプの構

想があるということで、大変良いことだと思います。国際都市滝川、国際交流のまちということで

長年にわたって培ってきたノウハウがあると思いますので、是非、教育委員会でも関係各所に聞い

て歩いて、できるだけ多くのお子さんがイングリッシュキャンプを体験できるような機会を滝川の

特色として作っていきたいと思います。 

学力の底上げにつきましては、各学校の先生たちが一生懸命取り組んでいて、学校によっては、

チャレンジテストやドリルを生徒たちがいつでも使えるように整備して、放課後学習などに力を入

れている所もありましたし、校長室に来て、校長先生と話し合いをしながら理科の実験をしたり、

勉強を少し見てもらっているような学校もありました。一人一人の生徒に目を配り、声をかけてと

いうように、生徒をよく見てという学校の先生達が多かったので、とても良いことだと思います。 
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 （前田市長） 

   続きまして、芳村委員お願いいたします。 

 

 （芳村教育委員） 

   今年、西高を訪問した時に、最近は就職率より進学率が非常に高いということで素晴らしいとい

う話もしてはいたのですが、逆になぜ進学率が高いのかという話を突っ込んで聞くと、就職が地元

に無いというのが、地域も北海道全体を見ても一番大きいということでした。高校生の就職が大学

生よりも無いという話をされていたのが非常に印象的で、春先に田代委員が地元就職の話をされて

いましたが、大学生だけでなく高校生に対しても支援をしていく必要があると感じていました。 

それと、第三小学校は素晴らしい校舎になって、子ども達がすごく活き活きと勉強していて、私

達が思っている以上にオープン教室というのが集中力を高める良い環境だと思ったんですが、せっ

かく作られた和室が一度も使われていないということで、英語教育は勿論これから大事ですし、進

めて行かなければならないことですが、それと同時に日本文化をより多く知ってもらう機会という

のも作っていかなければならないのかなと思います。自分の国のこと、自分の住んでいるまちのこ

とをより深く知ってもらうことで、海外に出た時に違いがわかるということも、小さい時からせっ

かく作った環境を活かしていける教育現場であってほしいと感じました。 

英語ルームも新年度には中学校全部に配置されるということで、今まで以上に先生方の質が問わ

れるようになると思いますので、通り一遍の授業をするのではなく、滝川市には國學院もあります

し、国際交流協会もありますので、連携しながらより充実した英語授業になるような取り組みを、

小中高大と連携していけるような流れを作ったら良いのではないかと思います。 

 

 （前田市長） 

   続きまして、田代委員お願いいたします。 

 

 （田代教育委員） 

   少人数学級につきましては、学びサポーターもそうですが、滝川市が先駆けて進めてきて、今も

継続していて、さらに上の学年にということで、予算もかかる部分でございますけども、効果も見

られておりますので、是非とも進めていただきたいと思っております。少人数学級と学びサポータ

ーの二つが学力向上につながっていくのではないかと思います。 

英語教育については、滝川市は国際交流協会とも連携しながら、日常的に子ども達が外国の方と

触れ合う機会のある滝川市ということで、学校がさらに活用していくということが大切なのかなと

思いますし、小学校におきましても５、６年生の外国語活動が下の学年に降りてくるということも

あります。さらに、英語ルームにつきましては、小学校、中学校ともに英語の時間にだけ英語をと

いうのではなく、英語と日本語を組み合わせたような、例えば、私が日本人学校におりました時に、

小学校でも週３時間英語がありましたが、ただ英語の授業だけで使っても伸びないということで、

やはり活用力ということで、子ども達がわかりやすい音楽の時間や美術、図工の時間、図工の時間

は刃物を使うような時には日本語を使いますが、そうでない時には身振り手振りで教えられるよう

な音楽や図工、美術で英語を先生が使うというようなことで活用力を伸ばそうということをしてい

ます。そういう部分では入りやすいのかなと思いますので、外国語活用から発展させて他の教科に

も活用していけばさらに伸びるのではないかと思います。 
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学力の向上におきましては、いつでもチャレンジテストができるような環境の学校の学力が高か

ったものですから、良い取り組みを各学校が交流し合って学力向上を図ることも大事ですし、家庭

学習におきましても、家庭学習の手引き等も各学校にありますが、家庭の状況や事情もありますし、

学力の底上げや発展学習ということもありますので、ある意味では先生が主導して個々に合わせた

家庭学習を工夫をしていけば滝川市の学力もさらに伸びていきますし、市で進めている学びサポー

ターや少人数学級の効果もさらに上がるのではないかと感じています。 

 

 （前田市長） 

   続きまして、山﨑教育長お願いいたします。 

 

 （山﨑教育長） 

   教育長に今年就任させていただいて様々な教育環境という事については、皆さんに言っていただ

いたとおりなんですが、学校に行って子ども達のエネルギー、パワーを肌で感じて、このパワーが

このまちを作っていくんだなと感じました。学力テストについても体力テストについても、パワー

を持った子ども達が集中して頑張ればどれだけ伸びるのか楽しみだなと思いました。 

英語については、小中それぞれ頑張っているのですが、西高のオールイングリッシュ授業を見せ

ていただいて、西高の校長先生もここまでやっている高校はほとんど無いという話をお聞きしまし

た。それだけ素晴らしい授業だという事を肌で感じましたし、総合戦略の一つに英語というキーワ

ードが使われているということも、まちにとって伸びる道として、英語が活きてくるんだろうなと

いう気がしました。英語ルームは芳村委員の言う通り、全校にと言う風に思っているんですが、予

算が確定しているというわけではありませんので申し添えいたします。 

 

 （前田市長） 

   各委員からお話をいただきましたので、私の方からもお話をさせていただき、意見を出していた

だければと思います。まず、少人数学級につきましては非常に好評という評価をいただいていると

いうことで拡充には賛同をいただいていると思います。ただ、予算も大きくかかりまして、３、４

年生を独自にやることで６千万の予算となるので、６年生まで伸ばすとさらに大きな支出になるも

のですから、慎重に見極めていきたいと思っています。 

学びサポーターにつきましても評価をいただいているので、これまでどおり進めさせていただけ

ればと思います。次に英語力の向上ということについてお話をさせていただきたいと思います。 

英語ルームにつきましては設置の問題があると思います。先生方には意欲を持って取り組んでい

ただくわけですが、先ほど芳村委員からもお話がありましたとおり、質も問われるということです

から、かなり頑張っていただかなければならないと思っております。どれだけ英語ルームの設置が

できるかわかりませんが、内容の充実も必要でしょうし、英語に触れられれば良いというわけでは

ないので、国際交流協会等の協力もありますし、西高はスーパーグローバルハイスクールで頑張っ

ていただいているので、今後も進めていただければと思います。私が今考えている中に、英語に触

れられるだけではなく、自分が努力した結果が出るものにつながれば良いのかなと思っています。

英検の３級が受かるか受からないかの試験が 500円で受けられるそうです。国際交流協会が英検の

下請けをしているので連携をしながら、そのようなものを受けたい方に協力できないものかと考え

ているところです。英検の受講料は結構かかるので、事前にテストを受けて確率が高まってから実
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際に受けるというのが良いのではないかと思っています。 

 

 （芳村教育委員） 

   取り組みとしては面白いと思います。中学校の英検受験割合を押さえていないのですが、学校で

もできるだけ受けるような指導が行われ、過去問の授業もやっているようですが、実際には受験率

は少ないようです。実際に受けるのではなく、チャレンジするという部分のワンクッションがある

と、それが励みになって受けようかなという子どもは増えるかもしれないと思います。 

 

 （田代教育委員） 

   学生もそのような機会や情報がありませんので、学校から提供すれば、自分の努力がどう結果と

して出るのかということを常に知りたいと思いますので、意欲につながり大変良いと思います。 

 

 （前田市長） 

   将来的には、中学校の時は英検３級、高校では TOEICの受験料等、自分の努力が数字で計れるよ

うな目標値があれば意欲が増すので、そのようなことを進めたいと考えています。 

 

 （野地教育委員） 

   環境的には素晴らしいので、それを活用することも大切だと思います。国語も日本人なので大事

なんですが、国際的には英語が理解できないと大変な世の中になっていますので、そのような取り

組みを教育現場から子ども達に提供することを考えていくことが、教育力の向上に良いと思います。 

 

 （前田市長） 

   英語力の向上については、誰しも否定するものではないので、どのような形で向上していただけ

るのか、手法が大事だと思っています。個人個人で目標を持っていただくような設定をさせていた

だくのも一つで、先生方にも協力してもらい、英語ルームもその一つということで進めて行きたい

ところですが、予算を伴うものなので、教育長とも相談しながら進めて行きたいと思います。一人

500 円の試験料であれば 300 人なので、予算が通るかはわかりませんが、検討をしていきたいと考

えています。また、先ほど芳村委員が仰ったように日本の文化についての視点も必要ですし、国際

交流を長年に渡って進めていますが、ジュニア大使の子ども達には、日本文化を知って初めて外国

に行ける、自分たちの足元を知らないで行っても恥ずかしい思いをするからよく勉強するように言

っておりました。アメリカの方は、色々なものに関心を持っていて、相撲について説明してほしい

とか、能とは何ですかとか、三島由紀夫が好きだがどう思いますかとかいう話になるので、全ては

無理ですが、日本人としてきちんとしたものを持っていて、お話できるというのが大事だと思いま

す。滝川の英語教育には必ずそのようなものを入れていただきたいと思います。また、田代委員よ

り図工等の時に英語教育をと言う話がありましたが、小学校の時にはそのようにして、中学校や高

校では日本文化について教える時に全て英語で教えるというよな取り組みをすれば面白いと思い

ます。 

 

 （芳村教育委員） 

   國學院短大の方で海外に行く学生に、お寺で茶と座禅を全て英語で行ったことが、非常に面白か
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ったらしく、小学校や中学校でこういう授業をやっていれば、もっと英語を好きになっていたかも

しれないという感想がいくつもあって驚いたところでした。実際に自分達の生活の中にあるもので

英語を学べるというのが子ども達にとって素晴らしいことだと思います。 

 

 （前田市長） 

   そのようなものを広げていければ良いと思います。懐紙は何て言うのだろうというようなことが

次々と出てくると思います。 

 

 （朝日教育委員） 

   外国の方が除夜の鐘を突きに来られて説明を求められた時に、煩悩を何て言うのか戸惑って、苦

し紛れに色々行って、後から考えた経験があります。 

 

 （前田市長） 

   ジュニア大使の子ども達も、大変だったけど面白かったと言っていましたが、外国の方は日本文

化に興味があるので、英語で話せれば面白いと思いますし、関心を持っていただけるような教育と

いうのが大事だと思います。英語力の向上については、今のような考え方で進めて行きたいと考え

ております。 

次に学力学習意欲向上ということですが、モデル校として実施しているものをどう広げて行ける

かということがありますし、校長室で勉強を教えているなど色々な学校の努力というお話もあると

思います。それぞれ学校の考え方や先生方の指導にお任せする部分はかなり大きいところで、学校

の努力はかなりしていただいていますので、家庭という部分になってくると思います。市 P連とも

色々お話させていただいて、SNS の問題については、先日取り上げていただいて関心を持っていた

だいているので、どう進めて行くのかということと、学習計画に対する家庭教育をどう理解してい

ただくのかということがあると思っています。学校と PTAと協力しながら学習計画がいかに大切か

という事をわかっていただきたいと思いますが、なかなかそこまでたどり着いていないと思ってい

ます。田代委員、如何でしょうか。 

 

 （田代教育委員） 

   家庭学習については、どこまでわかっていただいているのかということについては、共働き等も

あり、子どもの様子を見てと言うのは難しい部分もあると思います。学校に興味を持てるというの

は PTAの役員をしたり、総会に出るなど学校に来る家庭では定着しているが、なかなか学校に足の

向かない家庭に対しては、数字で家庭の意識を変えていくことが必要ですので、子どもに家庭学習

等を出しながら、学校の様子を子どもから親に伝えてもらうとか、色々な部分で手だてを講じて行

かないと家庭が変わるという部分では難しいと思います。学校にも来ませんし、プリントを見ない

で終わるという家庭も、色々事情がありますので、子どもを通じて、あるいは地域を通じてなど、

手だてを講じて行かなければならないと思います。以前からの課題で解決策はなかなか無いのです

が悩みを各学校が抱えているので、PTA の研究会等々、色々行われているが、どのように手を差し

伸べ、どのように協力を求めるのかと言うのが一番の課題と思っています。 
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 （前田市長） 

   PTA の役員のような方は意思疎通がしやすいが、直接接点を持てない方とどう会話していくのか

という問題だと思います。 

 

 （小野教育部参事） 

   不登校のお子様の保護者の方々に作戦会議と称して学校に来ていただいているような学校もあ

ります。 

 

 （前田市長） 

   不登校の状況はどのようになっていますか。 

 

 （小野教育部参事） 

   年々減ってきてはいます。 

 

 （芳村教育委員） 

   今は共働きが多いので、家庭環境によってプリントを見なかったりということも多いようですし、

親に見せるという意識が低い子どももいるので、その状態で家庭学習の底上げは難しく、先日もア

ンケートが出ていましたが、スマホやゲーム、テレビにかける時間が長ければ長いほど学力が下が

っているのは統計的に明らかに出ているので、勉強をしなさいというだけではなく、そういう時間

を減らしていくというのも並行していかないと学力向上にはつながらないという気がします。 

 

 （前田市長） 

   PTA と条例でも作るような方向性も必要ではないかという話はしましたが、まずは親の姿勢が必

要と考えています。 

 

 （野地教育委員） 

   保護者がゲームばかりしているという方がかなり多いので、まずは家庭から始まると思います。 

 

 （前田市長） 

   親がずっとやっていて、親の背中を見ている子はどう思うかということになります。スマホのゲ

ームも料金が加算されて問題になっている。難しい問題なので、教育委員だけではなく、学校と PTA

と一緒になって考えなければならない問題ですので、今後も協議していきたいと思います。 

先ほど、小中高大の連携と言う話がありましたが、滝川市には短期大学もありますので、どう持

って行くのかが一つの課題だと思っています。英語のみならず他の学習意欲向上につなげていきた

いところですが、今はどの様な状況でしょうか。 

 

 （田中教育部長） 

   英語について、西高と開西中学校が一部連携しているところです。 
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 （前田市長） 

   先ほど話のありました中１問題というのも大きなテーマとなってきていて、小中一貫校が出てき

たところですが、小学校の先生が中学校に行って教えたり、中学校の先生が小学校に行って教えた

りということはやっていますが、その他にも小中高大連携ということで、大学の先生が行く等は免

許の問題もあると思いますし、効果があるのかどうかということもありますが、壁を取り除くこと

はできるのではないかと思っています。 

 

 （野地教育委員） 

   教育大学のある自治体は大学の活用をしていると記憶しています。 

 

 （前田市長） 

   國學院大學を卒業してから小学校の先生になられた方もいますし、意欲のある方がいるので連携

ができないものかと思っています。 

 

 （田代教育委員） 

   活用という事で言えば、講義の中身を変えて単位化すれば講義の時間の中で学生を動かすという

事も可能になるかとは思います。 

 

 （前田市長） 

   皆さんの意見から出た課題でもありますし、今すぐ結論を出せるものではありませんので、これ

からの検討課題とさせていただきたいと思います。また、小中学校の統廃合の問題は今までも考え

て来ていますが、この先の負担も考えながら時間をかけないように、これから協議していきたいと

考えています。 

 

 （野地教育委員） 

   統廃合の問題は、小学校は通学の時間がありますが、中学校になったら統廃合は避けて通れない

問題なので、情報を発信していかないとならない時期になってきていると思います。中学生になる

とある程度の生徒数が無いと保護者側の不安も聞こえてきているところです。 

 

 （前田市長） 

   学習意欲や学力の問題もありますので、不安に感じる部分もあると思います。各学校頑張ってい

る部分もありますが切実な問題であり、考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 （芳村教育委員） 

   今年、市内の幼稚園の年長全員が小学校に行って、小学生と交流させていただいたり、小学校の

校長先生や教頭先生が何度も足を運んでいただいてディスカッションをしたりという動きもある

ので、小学校から大学に加えて幼稚園、保育所というのが大事な部分でもありますので、今後連携

していければと思います。 
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 （前田市長） 

   タウンミーティングで、幼稚園の制服や中学校、高校の制服のリサイクルについての情報や交換

会をやってほしいとの意見がありました。 

 

 （芳村教育委員） 

   以前は中学校や高校で PTAが主催してリサイクルを行っていたということがありました。 

 

 （田代教育委員） 

   昔はスキーや鞄等のリサイクルが当たり前だったが、今はお母さんたちがリサイクルを嫌うもの

で学校がやらなくなったという経過があります。需要があった時代はやっていました。 

 

 （前田市長） 

   タウンミーティングではそのような声が出てきたので、少数かもしれませんが、資源有効活用の

ための情報交換の場が必要だと思っています。 

 

 （田代教育委員） 

   特にスキーはやったら良いと思います。学校のスキー授業は少なくなってますし、家族でもそん

なに行かなくなっています。また、１校１校というのは大変だと思いますが、どこかの場でそのよ

うな機会があっても良いと思います。 

 

 （田中教育部長） 

   今も広報に不用品データバンクというのがありまして、そこにスキーや制服と言うのは出ている

ところです。 

 

 （前田市長） 

   情報だけでなく、現物を見れるような場が必要なので、課題として早急に考えていきたいと思い

ます。できれば小学校区の単位が良いのかもしれませんが、教育委員会と市民生活部で検討してみ

たいと思います。 

  

４．その他 

（中島総務部長） 

次回の総合教育会議につきましては、定例的な開催としては、来年 12 月に本日と同様に予算時

期に合わせて政策等についての意見交換を行う予定をしております。ただし、その他、協議が必要

な事項等が生じましたら、都度、改めて会議の開催をさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。また、議事録につきましては、前回と同様に事務局と教育委員会で整理し公

表させていただきたいと思いますので、予めご了解をいただきたいと思います。 

 

５．閉 会 

 （前田市長） 

   以上をもちまして、第２回総合教育会議を終了いたします。本日は誠にありがとうございました。 

 


