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平成 29年度第１回滝川市総合教育会議 議事録 

 

■開催日時  平成 29年 12月 22日（金）15:00～16:00 

■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 

職務代理者 田代 雄一 

       教育委員 朝日 幸世 

       教育委員 芳村 敦子 

       教育委員 蜂矢 忠昭 

 

１．開 会     

（中島総務部長） 

   定刻となりましたので、これより平成 29年度第 1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ございます。よろしくお願いいたします。 

本日も公開形式の会議となりますとともに、議事録についても後日公開することとなりますので、

あらかじめご了承お願いいたします。 

   開催にあたり、前田市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

２．市長挨拶 

 （前田市長） 

本日はお忙しいなか、お越しいただき誠にありがとうございます。まずは皆さま方とともに先日

亡くなられました野地氏、教育委員として長年滝川市の教育にご功労いただきました。ご冥福をお

祈りしたいと思います。 

また、本日は大変な雪でございまして、滝川での観測史上一番になるのではないかと言われてお

ります。降雪が４ｍを超え、積雪も 95cm とのことでございます。路線バスも止まっていたものが

動き始めたばかりということで、大変な雪害となっております。 

本年は皆さま方とともに滝川市の教育に携わらせていただきました。教育施設につきましては、

100％耐震化を達成させていただきました。また、スポーツ施設につきましてもパークゴルフ場が

完成し、市営球場の工事もさせていただいております。先般、テニス協会からはテニスコート改修

の要望も受けているところで鋭意検討中であります。また、スポーツセンター第一、第二体育館を

それぞれ改修いたしまして、少しずつ改修が達成されてきております。しかしながら、施設につい

てはまだまだ問題がございます。特に学校施設についてはかなり遅れており、大きな課題として悩

んでいるところでございます。 

また、國學院短大におかれましては、入学者が多かったということもあり、大変喜んでいるとこ

ろでございますが、来年度に向けても努力いただいているということで、高等教育機関である短期

大学部にこれからも協力していかなければいけないと思っております。 

奨学金制度も実施させていただきました。返済の必要のない奨学金制度であり、枠を広げていこ

うと考えているところでもあり、優秀な人材が滝川に残っていただくことにもつながりますので、

そのことにも努力してまいりたいと思っております。 
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そのほかにも学校教育はさまざまな問題があるわけでございまして、この会議において忌憚のな

い意見交換をさせていただきながら、「教育のまち滝川」を目指して頑張っていきたいと思ってい

る次第でございます。本日は短い時間でございますが、よろしくお願い申し上げ、私からの挨拶と

させていただきます。本日はよろしくお願い申し上げます。 

 

（中島総務部長） 

   これ以降の進行につきましては、市長が行いますので、よろしくお願いいたします。 

 

３．議題 

 (1)外国語教育・国際化について 

（前田市長） 

本日の議題は、３つ用意しております。１件ずつ私のほうから少しお話させていただいた後、委員

の皆様からご意見をいただきたいと思います。まず１つ目のテーマは、外国語教育・国際化の問題に

ついてでございます。外国語教育につきましては、小学校での教科化ということもあり、大きなテー

マになってくるのではないかと思っているところでございます。新年度事業については予算協議中で

ございますが、27年度より３年間、無料でモデル実施してきた「英検ＩＢＡ」を継続していきたいと

思っております。中学生の皆様方には、非常に意識を高く、関心を持っていただいているところであ

り、英検ＩＢＡを市内中学２・３年生で実施したところ、英語検定受験者の増加、英検３級程度の英

語力保持者の増加と、着実に成果を上げております。検定の受験者が平成 27 年度で 172 名だったも

のが、 平成 28 年度に若干の増でございますが 197 名、英検３級程度の英語力保持者が中学３年生

で平成 27年度 51名が、平成 28年度は 74名になったということでございます。 

また、「イングリッシュルーム」を中学校に設置しておりますが、英検の問題集を配備するなど、

機能充実を図って後押しをしているところでございます。 

「イングリッシュ・デイキャンプ」も行っておりまして、オールイングリッシュでのアクティビテ

ィを半日日程で行うわけですが、英語への興味関心、コミュニケーションの意欲向上を図るなど、よ

り実践的な学習として今後も継続していきたいと思っております。 

現在も「英検ＩＢＡ」、「イングリッシュ・ルーム」、「イングリッシュ・デイキャンプ」が３本柱と

なっているところでございます。そのほかにも滝川国際交流協会が色々と事業を行っていただいてお

り、子どもたちに関心をもっていただいております。ジュニア大使（中学生）の応募もあり、高校生

にも積極的に参加をしていただいております。今年度から、西高等学校がスウェーデンとの交流も始

まったということで、英語圏のみならず様々に広げているところでございます。また、他にも滝川に

おいてはＡＬＴの配置を他市より重点的に行っており、短大から小学校に派遣している先生を含めて

５名おります。 

今後、それらの充実といった課題もありますが、ＡＬＴのなり手が少なくなってきているというこ

とで、東南アジア系の方が多くなっているという話もありまして、ＡＬＴの確保も滝川市だけはなく

国の問題でなかろうかと思いますが、今後の課題になってくるのかと思います。それらを含めて外国

語教育にさらに力を入れてまいりたいと思っている次第でありますので、まずこのテーマにつきまし

て、皆様からご意見をいただければと思います。 

まずは田代委員、お願いいたします。 
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（田代教育委員） 

  滝川市は、市長さんがお話しされたように外国語指導助手も早くに来て、手厚い配置が始まりま

して、各学校、特に高校中心に進んだ取り組みをされている、さらには市としては「課」というか

たちで置いておりますし国際交流協会も以前から熱心に取り組まれているという素晴らしい環境

にあると思います。その中で、小学校の外国語活動が入ってくるということで、逆に外国語指導助

手がいるがゆえにそこに頼ってしまい、先生たちの指導力が今後課題になるだろうと思いますので、

研修の充実というのが大事だろうと思います。児童生徒にとっても知識や技能だけでなく一番は外

国の人とふれあう機会が多くある場面、私も小学校にいまして他の外国の方と交流学習もさせてい

ただいておりますが、出来れば滝川にも普通に外国の人が歩いているようなまちづくり、児童につ

いても同世代の子供との交流というのがあれば良いと考えております。それも、来てもらう、行く

というのはなかなか大変ですので、例えばインターネットやテレビ会議のようなシステムを使って

他の外国の子供と簡単に交流できるような場面を作ることによって、外国語の必要性を感じてくる

のではないかというふうに思います。やはり必要性から学びが広がると思いますので、そういった

取り組みが進めばよいかと思います。 

 

（前田市長） 

  委員がおっしゃったように、必要性を感じている子供たちは多いとは思いますが、まだ一部であ

るかもしれません。ジュニア大使に行った子供たちはもっと英語を学びたいと言って帰ってきます

が、そうでない子は関心がないということもあります。それらをどう広げていくかという意識の問

題だと思います。 

 

（田代教育委員） 

  國學院大學の学生も毎年外国へ行きますが、行った学生は「良かった」と言っており、必要性を

感じていますが、他の学生は報告会へもあまり参加がなく、関心がないとなると、他の学生にもそ

ういう機会を与えるというのがあると良いと思います。 

 

（前田市長） 

先生方の研修においては、教育支援センターもありますが、利用は少ないということもあります。

その辺がなかなか難しいと思っています。教育支援センターの利用率が 16％と少なくなっており、

非常に残念です。利用していただけないというのは先生方が忙しいということなのでしょうか。 

 

（粟井指導参事） 

それもあるかなと思いますが、次年度からは小学校の外国語活動が入ってきます。市教委としま

しても、先生方は初めて英語を教えるという部分で不安もあるということで、教育支援センターと

小学校の先生が外国語を指導するのに困らない講座を次年度計画的に開催していただきます。関心

が高くなるのではないかと思っており、今のうちから校長会議等を通して、そのような研修を積極

的に参加してくださいと呼びかけておりまして、利用率は上がるのではないかと期待しているとこ

ろです。 

 

（前田市長） 
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朝日委員、いかがでしょうか。 

 

（朝日教育委員） 

  去年今年と学校訪問に伺っていて、小学校で英語のゲームをするという授業をしていましたが、

とても良くなったと思います。前に見たときは何をやっているのかというところもありましたが、

今年見た学校はとても楽しそうにＡＬＴと担任の先生が協力して楽しいゲームをしていて、これで

あれば来年から良いかなという明るい希望を持って見ていました。イングリッシュ・ルームの方も、

英検の物や色々な物が増えてきて良い方向にきているなと思いました。ただ、どういう音を聴かせ

ているのか、聴いてみたいと思ったのですが、わざわざそこの教室へ行って授業をするのであれば

良い音を聴かせてあげられれば良いと思って、実際の授業どういう風にやっているのか見たいと思

いました。みなさん一生懸命取り組んでいて、良い方向に行っているのではと思います。 

 

（田中教育部長） 

  音源はそんなに贅沢なものではありません。 

 

（前田市長） 

  芳村委員、何かございますか。 

 

（芳村教育委員） 

  滝川は、英語に接する機会が他の市町村に比べると多いのかなという気がします。国際交流協会 

も頑張っていらっしゃるし、海外に行ける機会も多いですが、子どもたち自身が英語は必要、やら

なければいけないものだという認識がまだ薄いのかなと思います。勉強の一環として英語がある、

英検を取るというふうに中学生あたりはなっており、自分たちが英語を話せるようになるとどうい

う世界が広がるのかというところがまだ弱いような気がしますので、そういうところを併せて子供

たちにＰＲしていったほうがより外国の人と話しが出来る機会を増やしてあげるにしても英語ル

ームを使うにしても授業を離れたところで生活の中に英語がもっとあふれているんだというとこ

ろを教えてあげられればもっと楽しく英語が出来るのではないかと思っています。 

 

（前田市長） 

  国際交流協会のジュニア大使で目覚めて、現在シンガポールで活躍されている方もいらっしゃい

ます。そういう方が増えてくれば良いと思います。 

田代委員がおっしゃったように、ネットでも良いので「もっと話したい」という思いになるため

に、どう作りだしていくか、滝川は英語に接する機会は多いとは思いますが、もっともっと増やし

ていかなければいけないと思います。それでは、蜂矢委員お願いします。 

 

（蜂矢教育委員） 

  学校訪問等で、ゲームを通じて私たちの時代とは全然違うような楽しそうな授業が行われていた

ので、小学生ならなお多く取り入れて興味を持ってもらうことが大事なのではないかと思います。

そうするとおのずと英検に挑戦しようという気持ちになっていくのではないかと思います。 
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（前田市長） 

  英検、ＴＯＥＩＣなどを受ける場合は費用も掛かりますので、中学生や高校生になった時に援助

してあげるなどの方策も必要になるのではないかと思います。教育長はいかがですか。 

 

（山崎教育長） 

  滝川は国際的な交流がすごく多いという話がありますが、学校でも学校間交流含めて英語の授業

も鶴羽委員さんが西高に来て非常に感激して帰っていったということもありました。 

  局長、次長も皆見に来て、「素晴らしい」という話でした。鶴羽委員はイングリッシュ・デイキ

ャンプの名づけ親でもあり、見に来た上でこういう名前が良いということ。そういった意味でも英

語教育というのはある意味進んでいると思います。成績レベル云々ではないですが、実践的な英語

を使った授業の取り組みというのは結構進んでいるレベルに入ると聞いていますので、英検の関係

も、英検ＩＢＡということで英語ルームに教材を置いています。まだまだ足りないですが、準２級

まで置いてある学校もありますので、そういった取り組みも進めていければと思います。 

  英語教育は持続しないと難しい部分がありますので、これからも教育委員会として委員さんの同

意あるいは協議をしながら進めていければと思っています。 

 

（前田市長） 

  一時期は中学３年生まで全員英検３級取得を義務付けたいと言っていましたが、なかなか難しい

と感じています。そこで、皆で取るんだという意識が高まればどうかなと思います。少しでもある

程度強要しながら関心を持たせてあげるとそういう志向になるかなと思います。ジュニア大使はほ

とんど準２級やＴＯＥＩＣを取得しており、すごいと思います。高校生でそこまで行くと、その後

どんどん吸収していくと思います。最初の入口である小学校で失敗しないことだと思います。そこ

が不安ではあります。 

教育支援センターでいかに関心を持たせるかということから始まると思います。 

 

（山﨑教育長） 

 教育支援センターの英語の指導力育成の研修については、中空知の教育長会でも説明して是非そ

ういうことであれば活用させてほしいという声もありました。なかなか学校もそれぞれの状況があ

るので、いきなり受講率が跳ね上がるというのは難しいかもしれませんが、相当乗り気であること

は確かです。 

 

（前田市長） 

 これから小学校の教科で教えていく先生方は、資格を持っているのですか。 

 

（山﨑教育長） 

 研修を受けた人が中心になると思います。 

 

（前田市長） 

 小学校で英語の専門はないはずなので、大丈夫なのかと思います。 
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（粟井指導参事） 

 まずは教材が文部科学省からおりてくることと、教材の使い方、指導計画、指導書等についても

しっかり作成されていますが、それが出てくるのが１月であり、見ることが出来ていない状況です

ので、不安材料ではありますが、先生方への研修も道教委レベルで考えておりますし、文科省のほ

うでも YouTubeで先生方が研修する動画を流しているということで、これは校長会議でも紹介しま

したが、研修の機会はしっかりと持っていただくということでスタートしようとしているところで

ございます。 

 

（前田市長） 

 英語嫌いを生まなければ良いと思います。取り掛かりが大事です。 

 

（粟井指導参事） 

 ５・６年生が既に外国語活動を行っている中で、きちんとした教材が配られていて、電子黒板対

応でゲーム的なもので楽しくできるようなものが作られていたり、ＡＬＴに必ず入っていただいて

きちんとした発音で子供たちに聞かせてあげられているという環境が滝川市にあるので、３・４年

生におりてきたとしてもノウハウもあり、大きな問題はなくスタートできるのではないかと思って

おります。 

 

（前田市長） 

ＩＣＴ教育の中で、色々なものが出てきています。ＶＲ（バーチャルリアリティ）を使うともっ

とすごいのではと思っています。そういうものは関心をもつと思います。ＶＲを使って一緒に遊ぶ

というのを見せることもできます。 

 

 (2)道徳教育（いじめ問題）について 

（前田市長） 

  小・中学校学習指導要領が改正になり、30 年度に小学校、31 年度に中学校で道徳教科化が全面

実施となります。滝川市は、これまでも道徳教育推進事業を実施しております。市町村教育委員会

レベルで行っているのは全道で滝川市だけという中、今後も力を入れてまいりたいと思っておりま

す。 

  いじめ根絶・仲間づくりとして中学校区において実施している小中連携した取組についても、中

学校区ごとの取り組みを紹介するリーフレットを作成させていただいて積極的な情報発信を進め

ているところでございます。こちらについても、全道でも先駆的に取り組むという使命のもとで、

引き続き行ってまいりたいと考えています。研修会の開催など先生方にもずいぶん熱心にやってい

ただいていると思っておりますが、道徳教育が保護者の皆様にどこまで理解されているかというと

ころもあると思います。学校だけで行うことではない、地域全体で行うことが大事だと思っており

ます。学校だけが独り歩きしないよう、皆様方と情報共有しながら市民の皆様に広げていく、行動

していかなければならないというのが私の考えでございまして、教育委員会と相談しながら進めて

まいりたいと考えております。特にいじめ問題は徹底的にやっていきたいと思っております。 

また、多様性を認めてあげるという感覚を持つべきだと思います。キッズキャンプがあったり、 

障がい者の皆様に触れる機会があるわけですので、障がい者への理解、病気に対する理解、様々な
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人に対する理解を広げられるような教育を行っていかねばと思っております。そういう意味でも道

徳教育は力を入れたいと思っております。このテーマに関しましても各委員から意見をいただきた

いと思います。 

  田代委員お願いします。 

 

（田代教育委員） 

  道徳教育については 10～15 年前、滝川で事故があった以降、空知は道徳教育をしないと言われ

ていた時代があった中で、滝川市特に教育委員会が積極的にリーダーシップを発揮され、現在は保

護者に道徳の授業を公開したり、ご意見を頂いたり積極的な取り組みを行っています。 

絆づくり成果交流会に最初から参加させていただき、児童生徒の様子を見させていただいていま

すが、中身は充実していると思います。それは、取り組みが発表されただけではなく、共有化され

てきている。発表の内容も他の発表を注意深く見て、それを自校にどう取り入れていくか子供たち

が考えてきている。児童会、生徒会中心になって取り組まれているというのが一つ。 

先生たちについても空知の中で一番道徳の授業が出来る先生が多い地域ではないかと思ってい

ます。それも教育委員会が積極的に働きかけてきた結果ですが、その基盤に立ち、空知で 32 年ぶ

りに全道道徳研究大会が開催されています。空知では「道徳といえば滝川」と広がっているのでは

ないかと思います。 

さらにそれを検証する意味で月間報告をいただいていますが、全国的に見ても滝川はいじめの件

数は少ないのではないかと思います。ただ、それだから良かったではないので、いじめを許さない

学校づくり、教育委員会だけではなく先生方一人一人が自覚をもっていかなければなりませんし、

地域、家庭との連携が大切だと思いますので、それらを細かくやっていくこと。さらに、私がいつ

も思うのは、いじめがあった時、報告があった時に必ず傍観者がいます。またいじめに加担するの

ではないが、引きずられる子もおります。これらの子の対策をどうするか、心をどう変えていくか、

傍観者でいない児童生徒に育てていくにはどうすればよいかということにしっかり取り組んでい

けばさらにゼロに近くなるのではないかと思っております。 

 

（前田市長） 

  傍観者にならないようにということですが、言葉だけではなく理解させるということ。最近は、

子供たちはわかってくれているとは思っていますが。いじめはアンケート結果からも減ってきてい

るのでしょうか。 

 

（田中部長） 

 アンケートが今年から表現が変わっています。前は「いじめられているかどうか」であり、今年

から「嫌な思いをしているか」というふうに変わり、それにより数字が上がっています。 

 

（山﨑教育長） 

 滝川は数字的には落ち着いています。いじめ専門委員会の北海道医療大学の先生からも、滝川の

対応は先駆的でしっかりしていると。まちによっては対応が体系化されていない、動かないといっ

たまちもあります。今年４月～６月の３か月のいじめ件数が 3,000件を超えているという市もあり、

それが本当の意味でのいじめなのかどうなのかということもありますが、滝川市は認定の仕方含め
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てかなり進んでいると思います。 

 

（朝日教育委員）  

 滝川は、問題あったときに聞き取りがすごく丁寧で、そういうところが進んでいる、良いところ

だと思います。委員会資料の中にもアンケート結果がありましたが、「嫌な思いをしたことがある

か」というのは答えにくい項目だと思いました。嫌な思いをしないで生きていけるわけがないのに、

答えようがないような難しいアンケートだと思いました。そのアンケートの中で、いじめなど困っ

たことがあった時に誰に相談しているかという項目がありましたが、小学生は親・先生・友達など

と答えていて、学年があがる高校生になると誰にも相談しないという生徒が出てきて、そういうと

ころが今後の課題かと思います。誰かに言えること、相談できること、相談するまでに中身を整理

することが出来たらだいぶ解決できていることだと思います。そういう解決力が今後の課題と思い

ます。 

  道徳教育も大変進んでいる良いところですが、もう少しプラスの面、理想をもって話そうとか明

るい感じで触れていけば良いと思っております。 

 

（前田市長） 

 ＳＮＳなどでは高学年になればなるほど人とつながっているという錯覚が起きますが結局つな

がっていない、だから誰とも話ができない。ＳＮＳ、スマホの弊害はすごく大きいと思っています。 

芳村委員お願いします。 

 

（芳村教育委員） 

 中学校に行くと、どこの学校もいじめに関する内容のポスターが貼っています。「みんなで仲良

く」など、いじめという言葉ではないが、いじめは良くないということをきちんと生徒会を中心に

やっているというのはわかりますが、それでも実際のアンケートでは数字が低かったり。資料の７

ページにもありますが、「自分には良いところがあると思う」という回答が低くなるというのは、

自分のことを認めてあげられないと他者を認めてあげることは難しいのかなと思うので、自分に自

信をつけられる子供、「私にはこういう良いところがある」、「自分のことを前に出していける」と

いう環境があれば人とのつながりも変わってくると思うので、「いじめ」だけではなく「道徳」と

いう部分で人との関わり合いを子供たちに教えていくことと良いところを伸ばしていけるような

環境を学校側、地域で整理されていくと、こういう数値も上がってくると思います。 

 

（前田市長） 

  私たちが子供のころは、お互い良いところを認め合っていたと思います。最近はそういうところ

がないと思います。欠点を見つけたりマイナスポイントを探したりという子が多い気がします。な

ぜそういう時代になったのかなと思います。それを変えていく努力は必要なのではないでしょうか。 

蜂矢委員いかがでしょうか。 

 

（蜂矢教育委員） 

 今の基準ではいじめと思われるようなことも昔は遊びの中でやっていたと思いますが、多少の打

たれ強さがあったような気がします。今の子供たちはどうなのかと思うと、大人の方が緊張して子
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供たちに接しているのではないかと思います。なかなか強く出られない。私たちからするともっと

しつけは親がしっかりするべきだと思いますが、親によっても違いますし。悪いときは悪いという

ことが家庭でできるかということもあります。行き過ぎというのもあり難しいと思いますが。 

 

（前田市長） 

 滝川はかなり道徳を含め頑張っているというふうに捉えていただいている中で引き続きこのよ

うな形でいくということで考えていきたいと思います。 

 

(3)家庭学習、全国・学力学習状況調査について 

（前田市長） 

  前々からＳＮＳにつきましては、意見交換させていただいているところでございます。参考資料

にありますとおり、スマホの使用時間帯によっては学習状況・学力に影響があるのではないかと思

っております。資料によりますと、小学６年生で「国語Ａ」・「算数Ａ」が全道平均と同程度、「国

語Ｂ」・「算数Ｂ」が昨年度より正答率が向上しております。１日当たりの家庭学習量と算数Ａの平

均正答率は相関関係にあり、１日当たり２時間以上ゲームをする割合が増加してきているというこ

とでございます。これは全国・全道平均より上回っているということでございまして、問題だと思

っております。放課後学習機会提供の推進、家庭学習への意欲化いうものが前から言わせてもらっ

ていますとおり課題だと思っております。 

中学３年生においては全教科平均正答率が昨年より上昇しておりますが、全国・全道平均を下回

っております。家庭での学習時間が、全国・全道平均と比べ大きな差があるということでございま

す。携帯電話、スマートフォンの使用割合も全国平均と比べて多いということでございます。 

スマホ等の使用時間と数学Ａの正答率の傾向がはっきりと表れる結果ということにもなってお

ります。やはり家庭学習の手引きを作成し、家庭における予習・復習の習慣化を図っていかなけれ

ばいけないということを強く、このような数字から導き出せるのではないかと思う次第であります。   

前からお話ししているとおり、学習計画をどう作っていくか、保護者の皆様方に積極的に関わっ

ていただかないといけない問題だと考えております。 

情報モラル対策は、今年度、参考教材の作成、保護者向けリーフレットの作成を予定しておりま

す。学校、家庭の両面から教育を支援してまいりたいということです。学校現場だけに教育しろと

いっても家庭での意識がないと大きな効果が出てこないと思いますので、ＰＴＡ連合会を通じなが

ら家庭学習の大切さ、保護者がいかに関わるかということでお願いしていきたいと思っております

し、何度も申し上げますが、保護者自身がスマホの適正な使い方をわかっていないということだと

思いますので、保護者自身にスマホのマナー、ルールを学ばせる講習会をやったほうが良いのでは

という思いもあります。子供は見ています。そういう後姿を見せないようにするというのも一つか

なと思います。家庭学習計画の立て方についても、もっと積極的に関心を持ってもらい、学校側の

努力が足りないなど一方的に言う方もいますので、そういうことがないような情報共有をしていか

なければならないと思っている次第であります。 

   田代委員お願いします。 

 

（田代教育委員） 

  学力向上という観点ですと、３・４年生でも 35 人学級に取り組んでいただいていることは学校
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の中や周りからも大変ありがたい、継続していただきたいということと、予算的に可能であれば上

の学年にも拡大していただきたいという話がありました。 

  学力の状況をみますと、学校によって格差があると感じる部分がございます。子供の質なのか、

先生の質なのかということではなく、取り組みという部分を考えていかねばならないと思います。 

結果の良い学校の様子を見せていくこと、例えば、「チャレンジテストに取り組んでいる」とか

「放課後学習に先生たちも参加している」など内容が伴って最終的に児童生徒の学力が上がってい

るという学校もあります。そういうところを共有していくということも大事なのかなと思います。

なかなか先生たちはマネすることを嫌いますが、その殻を破らせなければならないという部分もあ

ると思います。 

  家庭学習は手引きを使って啓蒙していますが、家庭による部分はあろうかと思います。共稼ぎ、

関心のない親の啓蒙をしていかなければなりませんが、学校で知識を教え、定着したものをさらに

定着させるというのが家庭学習ではないのかと思います。興味関心を持って予習をする子は良いで

すが、学びに取り組めない子というのは、分からなくて取り組めない、つまずいたら投げてしまう

ため、しっかり定着させてさらに定着させるのが家庭学習だということを先生方もしっかり肝に銘

じていかなければいけないと思います。ただ単に同じ家庭学習を出してももっと発展学習ができる

子、分からなくてできなかった子もいると思います。その辺を改めて考えていかなければいけない

と思います。 

全国学力状況調査を行っていますが、これだけで学力が問えるのかというのも疑問ですし、もう

一つ標準学力状況調査というものも行っています。それを見ると滝川は決して低いわけではありま

せん。ですので、学力を見る時は全国学力状況調査だけではなく、他でやっているものも合わせて

判断していかなければならないというところはあります。全国的にやっているもので、こちらが全

国紙や新聞等に出てきますが、それだけではないだろうと感じています。 

 

（前田市長） 

 学力テストが全てではないというのは感じます。少人数学級がなかなか進まないのは申し訳なく

思います。学力向上には効果があると先生方からも評価いただいていますので、何とかしたいと思

っているところであります。せっかく３・４年生まで独自でやっていますので、効果のあるうちに

５・６年までやって、そのあとすぐ中学校にということもできます。財源の問題もあり、その年に

よってばらつきはありますが、年間 2,000万円を必要としますので、そういったことも含めて私ど

もの課題だと思っています。先般の市議会で、学力の問題で、競争がないからだめなのではないか

という方がいましたが、それは一つの考え方だなというふうに思っていましたが、現実は滝川で競

争原理といってもなかなか難しい話ですから、全国的な予備校の模試などで測ってもらうなどする

しかないかと思います。 

サポーターなどで先生方にも頑張っていただいて学力向上に応援していただいていますし、経済

格差が子供の学力格差につながらないようにというのも行っていきたいと思っています。 

 

（山﨑教育長） 

 格差につながらない取り組みは、放課後学習として行っています。体系的にやっているところも

あれば柔軟にやっているところもあります。フォローという意味では、しっかりと出来る体制を学

校で考えてくれています。 
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（前田市長） 

   色々なところで問題になっていますが、子ども食堂を作ったり、そこで学習を教えたりというの

がたくさんあります。そこまで滝川に求められているわけではありませんが。 

  

（山崎教育長） 

家庭での学習の導き。「学びの坂道」を発行したりしていますが、やはり個別の個性をもった家

に全て理解してもらうというのはなかなか難しいです。 

 

（朝日教育委員） 

 滝川で一番良いと思うところは、少人数学級だと思っています。ぜひ学年を上げていただければ

と思います。学校訪問へ行って気になったことは、小学生が夜中の３時までテレビゲームをしてい

て、次の日学校へきて「朝の３時までやっていた」と言ったり、中学生でも０時ごろまでゲームを

するとか、そういう家庭の生活環境が気になったのですが、学校で学びサポーターや少人数学級、

チャレンジテストを置いている学校もたくさんあり、先生方は一生懸命手厚くやっていると思いま

す。学力テストの分析も緻密で細かく丁寧にしてくださっていると思いますが、いざ家庭に帰ると

そういう環境で、そこがすごく問題だと感じているところであり、これからはそれぞれの家庭に立

ち入りにくいことかもしれませんが、「○時過ぎたらゲームをしない」というようなこともやって

よいと個人的には思いますが、きちんとした生活ということに力を入れても良いと思います。 

 

（前田市長） 

スマホの画面はずっと見ていたら眠れなくなるという話もあります。条例を作るということも考

えられると思います。 

 

 （朝日教育委員） 

条例を作って、「自分の育った滝川は８時過ぎたらこういうものをいじれなかったんだ」といっ

たようなことがあっても、大人になってからそんなに悪い思い出ではないような気がします。 

 

（芳村教育委員） 

 脳トレを作った東北大学の川島教授が、「２歳まではテレビは見せない方が良い。」とおっしゃっ

た時にびっくりしたのですが、人はスマホ・ゲーム・テレビを見ている時間は脳は動いていないと

いうことが、研究の中ではっきりしているという話をきいて、人が脳を働かせているのは苦労して

いる（計算している、考えている）ということ、そういう時間でないと人の脳は育っていかないと

のことです。調査結果からも滝川はそういう時間に頼っている子供たちが結構多いので、かといっ

て条例作っただけでは怖い。ただ上からダメというのではなく、もう少し子供たちが「これを長い

間やっているから、成績が上がらない（健康に害がある）」といったことを認識してもらわないと

いけないと思います。 

  市の社会教育課でも学校訪問でテレビゲームの悪影響やＳＮＳの害などを説明して出来るだけ

そういう時間を減らそうという活動を頑張ってくれていますが、それを定期的に学校もしくはＰＴ

Ａに持って行くなどして、全体として取り組める形を作っていかなければいけないと思いますし、

そういうお手本を市の皆さんがやれたらすごいと思います。 
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（前田市長） 

 スマホゲームのテレビコマーシャルが今、あふれるように出ています。大人でもやりたくなって

しまいます。もっと国・文部科学省において指導出来ないかと思っています。親がそういう姿を見

せていますし、最近は若いお母さんがベビーカーに乗っている赤ちゃんにスマホで動画を見せてい

ます。ご自身は楽でしょうが、これで良いのかと思ってしまいます。条例が良いか悪いかは別にし

ましても、そういう努力は皆さんとしなければと思います。おっしゃる通り、どうして影響がある

のか、この結果がどういうものを招いていくのかということを懇切丁寧に教える努力はしないとい

けないと思います。 

蜂矢委員いかがでしょうか。 

 

（蜂矢委員） 

 赤ちゃんを泣きやませるために動画を見せるというのは理解できません。ちょっと年齢が上がる

と親の目の届かないところでゲームをしてびっくりするような料金がくることもありました。はま

ってしまうことに対して親がどこかで制御しないと難しいと思います。 

  

（前田市長） 

  教育長いかがですか。 

 

 （山崎教育長） 

  皆さん感じたことを私もそのまま感じています。 

 

 （田代委員） 

  一つの事例ですが、私が学校現場にいたときに、体育の授業参観があり、一生懸命お母さんがス

マホをいじっていました。連絡が来ているのかと思っていたがあとで聞いたら、あのお母さんは学

校へきたらいつもゲームをやっているとのこと。そういう時代なのかと思いますが。 

  

（芳村委員） 

   見守りシステムを実施すると余計に親はスマホを出す時間が増えるのではないでしょうか。 

 

 （前田市長） 

  ３つのテーマについてそれぞれご意見をいただいて、結論的なものを出す会議ではありませんが

ご意見をいただいたことを今後どのように教育委員会の施策、市の施策に活かしていくかというこ

とになろうかと思いますので、参考にさせていただければと思っております。 

 

４．その他 

（中島部長） 

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、来年 12 月となりますのでご予定を

よろしくお願いいたします。ただ、協議が必要な事項等が生じましたら、改めて会議の開催をさせ

ていただきますので、あらかじめご理解をお願いいたします。 

また、議事録につきましては、冒頭も申し上げました通り公開という形になっておりますが、本
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日の会議の内容については事務局と教育委員会で整理させていただきたいと考えておりますので

よろしくお願いいたします。 

 

 ５．閉会 

（中島部長） 

 以上をもちまして、平成 29 年度第１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。 

 

 


