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平成 30 年度第１回滝川市総合教育会議 議事録

■開催日時 平成 30年 12 月 21 日（金）16:00～17:00

■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 芳村 敦子

教育委員 蜂矢 忠昭 ※欠）教育委員 朝日 幸世

１．開 会

（越前企画課長補佐）

これより平成 30年度第 1回滝川市総合教育会議を開催いたします。

私は総務部企画課長補佐の越前と申します。よろしくお願いいたします。

本日は、朝日委員より欠席の報告をいただいております。昨年と同様、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ことを申し添えます。

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）

平成 30年度第１回総合教育会議の開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

今年は、雪が少ないということで、本日現在、降雪量は 138cm で昨年比約 1/3。積雪深 22cm で昨

年比約 1/5 ということで、少し楽をさせていただいております。

しかしながら、今年は、災害が多かった一年となりました。また農業にもあまり良い年ではなか

ったということでございます。その中でもブラックアウトは大きな問題となったわけであります。

市内学校でも大きな休校もありましたし、給食の提供にも支障をきたしたということもありまし

た。教育施設ではスポーツセンター第一体育館を避難所として３日ほど使わせていただきました。

炊き出し等にも使わせていただきました。

そのような中でも、広報にも書かせていただきましたが、ブラックアウト時に市民の皆様のお力

を発揮していただいたと言わせていただいております。特に子供たちも随分頑張っていただいたと

思っておりまして、中学生がボランティアとして水を運んだり、市役所で食料の配給を行った際、

ボランティアとして高校生が自主的に来てくださったということもございました。ほかの部分でも

そういった方々が見受けられ、子供たちも頑張っていただいたということで、そういう意識が広ま

ってきているということ、またこれから防災をいろいろと考える中において、教育も必要ではなか

ろうかと思っているところでございます。

今回の災害対応について、今後に生かしていきたいと考えておりますので、皆様からのご意見を

賜りたいと考えております。

教育施設につきましては、市営球場が８月に改修が完了し、供用を開始し、おかげさまで良くな

ったという評価をいただいております。今後はテニスコートについても考えております。そのほか

にも大規模な改修が必要な施設もございますし、学校施設の問題もあります。大きな課題として取

り組んでいきますので、今後とも財政状況をよく見ながら検討してまいりたいと考えております。
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スポーツ施設については体育協会に指定管理をお願いしておりますので体育協会とともに協議

をしながら、陸上競技場等についても検討してまいりたいと考えておりますし、滝の川運動公園は

子供たちが遊ぶ保育所ができるものですから、全体としてのあり方も検討してまいりたいと思って

おります。

本日の会議ですが、設置されて４年目を迎え、毎回テーマを設けてお話をさせていただいており

ます。本日は「学校における働き方改革」ということでお話をいただくことになっております。日

本全国、教育分野の中でも、働き方というものが大きなテーマとなっています。しかしながら先生

方の働き方改革についてここまで注目を浴びることはこれまでなかったことでございますが、大き

な課題となっておりますので、忌憚のないご意見を賜り、今後の滝川の教育に生かしていきたいと

思っておりますので、これからの時間、いろいろとお世話になりますことをお願い申し上げ、今後

とも教育委員としてお力添えを賜りますことをお願い申し上げ、冒頭、私からのご挨拶とさせてい

ただきます。

（越前企画課長補佐）

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

学校における働き方改革について

■学校現場の勤務実態について

（前田市長）

長時間労働が常態化している学校現場、田代先生もご苦労なさったことと思いますが、今でこそ

議論になっておりますが、以前は当たり前であったわけでございまして、しかしそれが当たり前で

はないという時代になってきているわけでございます。どう改革していくかということが問題とな

っております。文部科学省からも緊急提言が示され、対策をとるように言われております。道教委

では北海道アクションプランを策定しておりますし、滝川市におきましても勤務実態調査から長時

間労働の実態が明らかになったということで、市教委では 11 月に「教職員業務改善推進プラン」

を策定し、改善に努めるということになっております。

それらも踏まえて最初は田代委員から長時間労働の状況、原因、また改善方法についてご意見を

お持ちかと思いますので、お願いしたいと思います。

（田代教育委員）

経験を踏まえてお話させていただきたいと思います。

まず、実態調査・アンケートも行われておりますが、結果については平均値ということ。実際に

一番働かれている、長時間労働されている先生の実態としては、一般教員。小学校、中学校でも異

なりますし、個々によっても勤務時間は違いますけども、やはり部活をされている先生については、

部活が終わった後に学級事務や教材研究等々で 20～21 時に帰宅するということが普通になってい

るのではないかと思っております。さらに一番忙しいのは教頭ということで午前７時に出勤し、先

生達が帰るまでおりますので、20～21 時になります。日常勤務の中では、児童生徒の管理、保護

者・先生の相談業務等で勤務時間後に事務処理、提出物の作成等々あり、そういう時間帯になるの

かなと思います。
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校長も小学校と中学校、生徒指導上の問題行動等の事情によっても違いますけれども 18 時前に

帰られることはないのかなと思います。そういうことが年中続くということがあります。

また、新卒の若い先生は、学級事務・教材研究・学級通信等々作成の時間は、児童生徒が帰った

あとということになろうかと思います。私も新卒時代に野球を教えていた時、朝７時から学校が始

まるまで野球を教え、授業が終わったあとも野球を教え、暗くなってから学級事務、丸付けを行い、

学級通信はほとんど家庭に持ち帰って作成するというのが日常でした。私の時代は毎日学級通信を

出すという風潮があり、忙しい思いをしました。そういうことが今の新卒の先生方にもあろうかと

思います。過労という部分もありますが、それをカバーするのは子どもの笑顔ではないかと、やは

り人間を扱う先生として、それを負担に思う先生はいないのではないかと思っております。

これをどのように解消するかというのはなかなか難しいものだと思います。熱い先生はそういう

ものを超えて時間外労働を苦にせずやる先生もいらっしゃいますし、優秀な先生（ある程度仕事が

できる先生）には仕事が集中してしまうという傾向があろうかと思います。

そうならないためにもできるだけ公平な仕事の分担をさせること、それと少数の先生に仕事が偏

らないような協働体制を組むこと、若い先生が苦労している教材・資料作りも、ある程度の先生に

なると蓄えたものがあり、時間的にもゆとりを持って業務をこなせるが、そういう資料等をデータ

化・共有化するということが大切かと思います。私の若いころは年配の先生が若い先生を指導する

ということは当たり前で、校長・教頭よりも先輩の先生が良い意味で一番怖かった。何かあれば常

に指導してくれたり教えてくれたためです。今は、年配の先生が声をかけたり積極的に関わること

が希薄になっているのかなと思います。先輩と若い先生のつながり、市内でも教える機会を設けて

いる学校もあり、大変すばらしいと思いました。そういうことも含めて組織として人材を育てると

か知識とか技能を共有化することが大事だと思います。

行政的には、滝川市が続けていただいている少人数学級については、一人一人の目の届き方が違

ってくるということでぜひ継続していただきたい。即結果が出たり、次の年には出なかったり、児

童によって波はあろうかと思いますが、継続的な取り組みが良い結果を生むのではないかと思って

おります。

（前田市長）

先生方の指導というのは難しい。今の時代、市役所でも先輩後輩のコミュニケーションが取りに

くいという時代です。

今、田代委員からお話をいただきましたが、皆様方からもご意見をいただきたいと思います。

（芳村教育委員）

私が小中学生の頃と比べると、子供の人数が減っているので、昔はびっちり教室の中に入ってい

たのが、今は幼稚園から少数で来ている子供にとってサポートするというのが当たり前というのが

出てきて、学びサポーターのような存在というのが大事なのかなと思いますし、先生方をサポート

することもできるし子供たちの学力をサポートしていけるので、これからの時代は特に学びサポー

ターという存在はすごく大事だと感じます。

（前田市長）

学びサポーターは充実しているのでしょうか。
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（粟井指導参事）

おかげ様で各学校に配置していただいて、通常学級で困り感のある子どもを中心に、学びの遅れ

がないようにお手伝いをしていただいている状況です。

（前田市長）

私たちの時代はそのようなことがないように先生方はやっていましたよね。

（田代教育委員）

昔は 40～45 人学級の中に特別支援の子もいて、一人で全部見ていました。

（前田市長）

それができた時代と今の時代でできないというのは何かあるのでしょうかね。

（田代教育委員）

昔に比べ、今はすべての子どもをサポートできる状況にあるというように思っております。

（蜂矢教育委員）

私たちの時代に比べると、たくさんの先生が少人数の子供たちを見ていて、きめの細かい教育を

されていると思いますが、勤務時間について、私は自由業なので自分で決めて自分でやらなければ

いけないので待ったなしの場合もあり、長時間集中はするが一年かけてやっているわけではないで

すが、学校の先生は一年中というものなので、どこかでセーブをかけないとやりすぎてしまうとい

うことがあるのではないかと思います。

（前田市長）

それをどのように作り出していくかということなのでしょうね。学校閉庁日ができたというのは

良いことだと思いますし、もう少し広げていくのも必要だと思います。

（田代教育委員）

どうしても学校の先生は、「人に任せられない」、「学級担任になると自分が休む・現場を離れるこ

とに不安を感じる」というのがあります。休む時は休む、人にしっかり任せる・任せようという意

識の改革が必要ではないかと思います。

（山﨑教育長）

先生の働く環境は特殊。普通の事務処理はここまで行ったら終わるというラインが見えるが、先

生の場合はどこまでがやらなければならないラインか、それ以上は本来やらなくてもよいことだと

かはっきり見えていないので、一生懸命やる先生はキリがないくらいどんどん仕事が増えるし、割

り切りの良い先生だとそれが違ってきたり、だからこそおかしな法体系になっているんだと思いま

す。そういう意味では、同一労働同一賃金と言い出したものをそのまま教育現場に当てはめるのは

相当無理があるのではないかと思います。今回の「中央教育審議会の働き方改革に関する方針素案」
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でも超過勤務のことを明確にすべき給特法（公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置法）の改正が全く盛り込まれないままただ勤務時間だけ減らせということになっている。

業務が多すぎるというのは確かなので、滝川市でもやっている給食費の公会計化など、市として

できることはやっていかなければいけないが、基本的な考え方の整理を国のほうで考えてもらわな

いと進まない。一自治体で結論を出せるものがほとんどないに等しい。教育の中身は算数だけやれ

ばよいというものでなく、知識・思考力・技能・判断力・表現力…すべて養ってくださいとなって

おり、そこまで求められると明らかに欧米の先生たちのしている仕事をはるかに超えるすべきこと

の量を押し付けられるという感覚はあります。

（前田市長）

学校教育行政に対する意識が変わってきていると思います。それが保護者の方々にも浸透してき

ていると思いますので、そういう流れが出てくると推進プランにもありますが、地域のコミュニテ

ィとどのように協力していくか、行政が行う部分としてはそこなのではないかと思います。

教育支援センターはありますが、先生方の利用率が 16％ほどですので、もう少し利用率を上げて

いきたいと思っていますが、先生方がお忙しい、研修に出てくる余裕がないということもあります。

特に中空知だけでなく、空知の先生方に対する支援センターですから、なかなか来にくいところも

あるかと思いますが、最近英語に対する興味関心を持っていただいてそれが増えています。行政で

できるところはそういうところかと思ってやっているわけであります。先輩の先生が後輩を教える

ことの代わりの部分を埋められればと思ってやっているところもあるかと思いますので、どう活用

していただくか。

少人数学級につきましては、３・４年生までですから、希望としては５・６年生までと思ってい

ますが、市の財布が許さず、厳しい部分もありますが、もう少し様子を見させていただきたいと思

います。

■部活動指導のあり方について

（前田市長）

学校での部活動は、学生の成長に重要な役割を持つ反面、教員の身体的・時間的負担となるばか

りでなく、競技経験のない教員が顧問を受けざるを得ない状況になる場合があり、マッチングなど

多くの課題があります。

市教委の改善推進プランにおいても、部活動休養日の完全実施、外部指導者・複数顧問の効果的

な活用、各種団体等との連携・協力と大会・コンクール等の精選、部活動の在り方の検討など大き

く４項目について推進していくこととしています。

ここでは、これらをどのように推進していったらよろしいかということについて、ご意見を頂戴

したいと思います。

（田代教育委員）

部活動の指導者については、小学校にしても吹奏楽やミニバスケットなど人材を探すのは大変な

時代になってきている。逆に、指導することを嫌がる先生も増えてきています。家庭志向、家庭に

目を向けてきているということはあろうかと思います。その中で、児童・生徒に対しては、自分の

技術を教えますが、一番の問題は、保護者との関わり、保護者会とトラブルがあると先生方も精神
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的につらいというのがあるのかなと思います。ただし、保護者の想い、子供たちの想いもあります

ので、単純に練習時間を削減するということは反発・問題指摘もされると思いますが、それはしっ

かりと管理職を中心に保護者に理解を求めていくこと、そしてある程度の制限を設けざるを得ない

と思います。

一番大事なことは、担当している先生たちのフォローを管理職や周りがしっかりすることと、プ

ランの中にある「分業」をすることも大事ですし、指導者の意識も、学級担任と同じように「人に

任せられない」という意識もあると思います。特に優勝したり強い部活については強い意識がある

と思いますけれども、そういう意識改革、「実際に指導できる先生」と「指導できないけど自主的な

練習の安全管理をする先生」など、分業するということが大事なのかなと。外部の指導者もなかな

か問題がありまして、ボランティアでお願いしていた時に、担当の先生と外部指導者のトラブルや、

保護者と外部指導者のトラブルなど色々な部分があり、外部の指導者の人柄や人間関係を見極めな

がらお願いしなければならないという大変さはあろうかと思いますが、子供たちの頑張りをどのよ

うに支援していくかという点で指導者、保護者、外部の関わり、そういうことを観点にしなければ

ならない。ただ単に先生方の負担を軽減するのではなくて、子供の目線に立ってどのようにしてい

けば一番良いのか、管理職を中心に周りも考えていかなければならないというふうに思います。

（前田市長）

なかなか難しい問題ですね。

特に最近の若い先生は、スポーツ競技をやらない方が多いでしょうから。

スキー学習は先生方にとってすごい負担なのではないかと思っております。やらなければいけな

いのでしょうか。スキー場もないわけですから。装備するだけでも家庭的な負担も大きいでしょう。

（山﨑教育長）

スキーでなければならないというわけではありません。

（粟井指導参事）

絶対ではないですが、地域の特性を生かした授業が推奨されています。

（田代教育委員）

私のころは１シーズンに何回もスキー学習がありましたが、今は削減され、何回かとなっていま

す。それに対してスキー用具も大変負担になります。

（前田市長）

働き方改革として家庭で北海道らしいスポーツに親しむという時間を作っていただける取り組

みを作ってもらうことはできないかと思っています。

（芳村教育委員）

私も子供が中学と高校で部活動をやっていましたが、今はＳＮＳという非常に便利なものがある

ので、違う学校の同じ部活をやっている母親との連携があり、情報が入ってくるので、「あそこの学

校ではこんなやり方をしている」「ここの学校の先生はこんなことしてくれなかった」など、情報だ
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けが行き来してしまい、先生方が大変だと思います。コミュニケーションをうまく取れないという

こともあるでしょうし。間に入れるような外部講師を呼んできて、外部講師、先生、保護者がうま

く連携して子供たちを見ていけるという環境づくりができれば良いでしょうけど、なかなか部活動

をやらせたい、やらせるからには強くしたい、強くさせたいという親の願望と生徒の願望に先生が

追いついていかないという現状が出てきて、なおかつガイドラインで休みを増やしましょうとなる

と、今度はその時間をどのように使ったら良いかわからない子供たちも出てくるでしょうし、その

あたりをコミュニティ・スクールのような状態で、地域で見ていけるようなものをうまくコーディ

ネートしていく存在を早く見つけたほうが良いのかなと思います。

（前田市長）

一つのスポーツに親しむ仲間が一つの学校で揃わないので、クラブチームみたいなものができて

きていますよね。それがもっと発達すれば、コミュニティの中で見ていけるかもしれないですね。

（蜂矢教育委員）

私の友人で、学校の部活が終わったあとで体育館や公民館を借りて、指導してくれる人にお願い

をして送迎しながら、いろいろな場所へ子供をつれて一生懸命やっている保護者の方がいましたけ

ど、そういう保護者の方に動いてもらうというのも一つのやり方として先生の負担も減るのではと

思います。

（前田市長）

そのような形というのは、やはりコミュニティをしっかりしてそういう人たちを育てていくとい

うことから始まるのではないでしょうか。

（山﨑教育長）

理想の形が今のところ見えない。部活動は先生方の超過勤務にはならないので、先生方が犠牲に

なっているからお金がかからないでスポーツや文化活動に参加できる。外部講師などにたくさんの

お金を払ってとなるとそれぞれの家庭の負担が増える。負担が増えてなおかつ保護者会の役割も増

え、少年団は子どもが許してくれるなら抜けさせてもらいたい。そういうのが出てくるのが見えて

くるだけに、かといって先生方が犠牲になり続けるというのも別な話。全部超過勤務にしたら 9,000

億円かかるといわれている。どうあるべきか、部活動そのものを抑えられないかという話も出ます

が、部活動というのは社会的能力の育成には素晴らしい効力があると思っていますし、今やらせて

あげられる環境が整えられるべきだし、中教審などで突き詰めたあるべき姿を検討してほしいと思

います。

（前田市長）

部活動で触れたスポーツや文化的なものに対しては一生のモノとしている人がたくさんいます。

そういう意味では、部活動は大事だという認識は皆さん同じだと思いますので、そこに対する先

生方の負担、周囲の人たちのかかわり方、保護者の皆様と先生と問題を共有していかなければいけ

ないと思います。私が中学時代の先生は、ずっと中学校で音楽を教えて生徒を育てていました。滝

川吹奏楽団はその教え子たちで作っているようなものです。すごいことだと思います。文化を作っ
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ています。

今の時代に合った在り方、少子化の中でそのような機会をなくすことのないような形を作らなけ

ればいけないという方向性でいきたいと思いますので、引き続き皆様方と協議をしていきたいと考

えています。

■学校と地域の協働（コミュニティ・スクール事業）について

（前田市長）

教育委員会としても力を入れていきたいということでございまして、先生方が本来、担うべき業

務に専念できる環境を整備するための体制づくりの一つとして、保護者の皆様に理解を持って賛同

していただく、学校に任せっぱなしという保護者の方が多いように見えてくるところもあるもので

すから、学校と一緒になって子供を育てるんだという環境を作っていきたいと思っていますし、子

どもは地域の宝と思って参加していただける方を巻き込んだ形の事業をできればと思っています。

北海道ではコミュニティ・スクールを道内すべての小中学校で導入を進めるということになって

います。滝川市でも 31年度からの導入に向け、準備委員会を開催しているところです。

このテーマについて、先進地の視察にも行かれたということですので、皆様もいろいろとお考え

があるでしょうから、ご意見をいただきたいと思います。

（田代教育委員）

コミュニティ・スクールは、地域の人材・知恵を借りて学校を活性化するというのが一番の柱か

と思っております。そういう意味では、学校側から見たとき、地域のニーズをどのようにとらえて

いくかが大事だと思っています。これもまた、私の一般教員時代は、管理職住宅・一般教員住宅が

あり、当然にそこの地域に住んでいた。おのずと地域との関わり・ニーズがわかっていた。育成会

はほとんどが先生方が担うという形。ニーズもわかるし、地域の人に頼みやすい関係が築かれてい

たのだろうと思います。今は先生方も地域に住んでいない、地域の要望は何か、地域にどういう人

がいるのかということも把握できていない状況があります。それゆえに教育委員会があって、そう

いう道筋を作ってあげるというようなことができたのかなと思っています。

ただ、滝川市の各学校を見ましても、ＰＴＡの活動も盛んですし、地域の方々との協力もいただ

いているのかなと思います。ただし、中をみると、小学校でも中学校でも、役職をやられている方

はあちこちに顔を出してやっているという傾向で、多くの方々の協力が得られているというところ

まではなかなか行ってないのかなと思いますが、そこは学校と地域の希薄化ということも要因なの

かなと思っています。

江別市に視察に行った際、内容的には滝川の各学校でやっているものとそんなに差はないと思い

ますが、江別市は組織化ということで、そこに今まで参加していない地域の方を参加させて組織化

して行こうという考え方だったのではないかと視察の時にみていました。そういうことを新たにと

いうことですと学校も当然大変ですけど、今取り組んでいるものを充実させるという観点で、協力

体制をしっかり組むと同時に、今やられている各学校のＰＴＡを中心に活動しているものの中に、

そこに参加していない方々を取り込むという啓蒙活動を中心にやっていくと良いものができるの

かなと思います。

基盤は滝川はでき上がっているのではないかと思っております。
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（芳村教育委員）

江別市さんは人口が多く学校数も多いので、全部の学校が均一にやっているかといえばそうでは

なくてやはり事例的に進んでいる学校、これからあゆみを進める学校とがあって、必ずしも全部統

一的に底上げされているということではなかったという部分、ただ、取り組みが早かったところで

そうして考えると滝川はまだコミュニティ・スクールという名はついていませんけども、一つ一つ

の学校をみていくと、例えば江部乙でしたら子供たちに収穫体験を年間を通して米・そばなど農家

さんが一生懸命、学校へ来たり、子供たちが地域に行ってと連携を取りながらやっていますし、宿

泊しながら学校へいくというものも、東滝川や西町方面でされていたり、西町のほうでは小学校・

中学校・高校の３つが連携してごみ拾いをしていたりとか地域の人たちを巻き込んで何かをしよう

という動きも出ています。それぞれの学校自体ではすでに始まっていること、取り組んでいること

も多いので、そこを今度組織化したときにどれだけ幅広く、ここの地域でやっていることはほかの

地域でも可能性があるということを教えていく存在、コーディネートしていく存在が一番大事にな

ってくると思うので、そういうところを学校のニーズ、保護者のニーズを結び付けていく役目、そ

れを学校ごとに完結するのではなくて、学校全部が連携している、ひいては滝川市全部が連携して

いるという状態を作れるようなコーディネートの仕方を考えていけるコーディネーターを作ると

いうのが大事なのかなと思います。

（前田市長）

それは教育委員会が行わなければいけないこともあるでしょう。

滝川は江部乙もそうですが、帰属意識が強いです。ＰＴＡを見ていて思うのは、会長をやれる人、

役員をやれる人は決まってきていて、ずっと同じ人がやっていたりします。嫌と言えない性格の人

に依頼したり、逆にＰＴＡの役員さんだけが固まってしまって、ほかの人が入れない環境を作って

しまうということも見受けられます。それはちょっとどうかなと思っています。最近老人クラブで

新しい会員が増えなくて困っているという話があります。自分たちで最初作ったときは仲良い人達

で作ったが、次の人が入りにくい環境になってしまっているということでした。環境を打破しなけ

れば無理ですねという話をしているのですが、それと同じようなことが教育委員会でも起こりうる

こともあるし、起きている現況も見たことがあるものですから、やはり気を付けなければいけない

部分かなと思います。

（蜂矢教育委員）

私は農家ですが、農家の人はそれぞれ個性がありまして、これはあの人に聞いたらよくわかると

かそういう人材を発掘してそれを集約してこちらからお願いするという形に持っていければ、参加

していただけるのではないでしょうか。講師というか、年配の方はいろいろな経験をしているので

すごい情報を持っている方もいるかもしれません。

（前田市長）

ある意味、子供たちに関心を持っている人達が多いという特徴もあるかもしれないですね。良い

ことですが。江部乙のコミュニティセンターが改善センターに移る方向で協議をしています。地元

の要望を聞きましたら、学生の自習スペースを作ってくれと。なぜかというと、家で勉強しないで、

皆で勉強するほうが能率があがるということで、江部乙からみんくるまで連れてきているようです。
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みんくるで勉強している間、親が待っていたり、一度帰ってまた迎えにきたりしているようです。

設置は検討中ですが、子どもたちの学習方法も変わってきたんだなと思います。

小学校区単位で、コミュニティセンターと一緒になっているとかそういう形を作り上げていけば、

それがもう少し広がってくるかなという想いがあります。

（山﨑教育長）

地域にできることというのがいろいろあるようでどれだけあるか。クラブ活動の時間が減って早

く家に帰る子供が増えだしたら、それが家庭にとって幸か不幸か。親にすれば共働きとか、子ども

が小さければ保育所とかあるかと思いますが、子供の居場所がない。コミュニティセンターとかの

役割が一つではあるだろうと思いますが、それが結構負担になる子も多い。要するに発達障害など

ほかの人とうまく関係性が保てない子が増えた（明らかになった）が、そういう子供たちが行くと

ころがない、家に一人でいるということが社会性が育たず、今は社会人の障がい者が健在化してき

ている。学校の先生の手を離れたときに、地域が対応するというのがなかなか微妙なところがある

のではないか。

現に地域の公園で遊ぶことは良いことなのに、近隣住民が「うるさい」と怒鳴るシーンも見たこ

とがあるのですが、保育所を作るのを反対する地域が報道されたり、そういった地域の受け皿の能

力がよくわからないですが。

（前田市長）

今日の全体の話になってきますが、働き方改革という国全体でやり始めたことが教育現場まで影

響が来ているというのがあります。教員の働き方のみならず、周囲の働き方が変わってきたのでそ

の影響が出てきた。孫たちが行き場所がない。学童クラブに行くようになった。そして女性が社会

進出するために働いていただきたいとなったときに、奥様達が働きに出るとどうしても家庭に子供

が少なかったり、核家族になっている中、その子供たちをどうするかとなったときに、今、地域食

堂というものが脚光を浴びてきて、滝の川でやっている方もいますし、全体でそういうことをやっ

ていこうという動きが出ています。これも考えていくと幅が広すぎて、この総合教育会議だけで納

得できる話ができないような部分も出てきます。

認識としては、国の一体の流れ、こういう方向で行くんだろうとしっかり見据えた中で、滝川市

の教育は何なのかというのを腹を据えていくべきではないか、そのためには学校の在り方、保護者

の在り方、教育委員会の在り方をしっかり見極めていくことだと私は思います。今まで教育委員の

皆様からお話いただいたことは、教育委員の皆様としての在り方をぜひお考えいただて、意見をい

ただいていくということになろうかと思いますので、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。

（田代教育委員）

働き方改革とかねて、コミュニティ・スクール、部活動をどうするかと考えたときに、必ず窓口

になるのが、教頭。特にコミュニティ・スクールになれば、全校となると一本化している教頭が一

番忙しくなる。そこをどのように分業化していくか、それによってほかの先生の仕事が増えるかも

しれませんが、公平化を図ればやれるだろうと思っています。部活に集中する先生、コミュニティ・

スクールに集中する先生という形。きちっと分業していかなければ、あくまでも学校が変わらない

というか、その場その場だけのコミュニティ・スクールで終わって、一年や数年で終わったり、定
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着する、充実するというのはなかなか難しいだろうなと思います。やっぱり先生たちの意識を変え

ていくということも大事ですので、先生たちを使うということ。特に、私が思うのは、地域にいな

いがゆえに地域を知らない、ですからやはり地域による育成会などの窓口を先生達に担当させる、

そこで育成会の方々との協力関係も築いていくと。やはり子供の状況を知っている方々とのつなが

りを持っていかなければ形だけのコミュニティ・スクールになってしまうのではないかなと危惧す

るところかなと思っております。

（芳村教育委員）

地域と協力ということを考えたときに、教育委員会だけとは限らず、福祉の面からも児童館がで

きて母の会ができて活動しているとか、協議会ができて、地域の方たちと子供たちを結ぶという活

動があったり、いろんな活動が出ては消え、出ては消えしているというのは結局、地域は先生方に

言うしかない、でも先生方は仕事でいっぱいだから地域のことができないという悪循環で続かなか

ったりということがずっと繰り返されてきてるのかなという印象があるので、一つ一つやっている

こと、一人ひとりやっていることはすごく良いことをしているわけだし、先生方は先生方で頑張っ

ているし、ＰＴＡ活動を一生懸命やっている人たち、老人クラブもそうですし、個々にやっている

ことは素晴らしいことをずっとやってきていると思いますが、そういう方たちをつなげるというと

ころの役割をもう少しきちっとすることでこれからできるコミュニティ・スクールという事業も少

し形だけではない中身の充実したものができるのかなという部分もあると思います。そのため、コ

ーディネーターになる存在をまずきちっと確立してやっていかないとまた作ったものが何年か経

ったら消えてしまいました、また新しくなりましたと動いてしまうというのはもったいないかなと

思うので、先生方だけじゃない、地域だけじゃない、教育委員会だけじゃない、全部が一つになっ

て物事を考えられる場と人を選ぶ・作っていったら良いのかなという気がします。

（蜂矢教育委員）

同じ意見ですが、だんだん江部乙は特に子供たちが減って、ということは保護者も減って、ＰＴ

Ａは結構限られた人たちになってしまうので、次の切り替わりが非常に難しいです。続けてやって

いただけるのであれば、そういう活動に参加していただける方を発掘していかないと続いていかな

いのかなと思います。

（山﨑教育長）

人の問題なので、コミュニティ・スクールは強引な進め方はできないと思うし、教職員は今は大

変な仕事になってしまっていることを少し改革していくのが働き方改革の基本かなと思います。日

本列島改造で教員の給料を上げて、公務員の２割以上高い給料になったものが、今は労働時間が長

い、給料も大した変わらないという状況。その辺が異常な環境になっていますし、それを少しずつ

変え始めると、先生方の意識も変わってくる部分もあるのではないか。それは他力本願の部分で、

うちはうちで地域参加も進んでいるまちだと思うし、教育委員会として働き方改革のために手を打

っていけるものかなと思います。

（前田市長）

先生のなり手はどうなんでしょうか。少ないのでしょうか。
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（粟井指導参事）

かなり減っています。教育系の大学だけれど教員を志望しないという学生さんも増えています。

危機的な状況ですが、その中の一つに教員は大変だということが叫ばれてしまっていて、敬遠す

るという現状となっています。

（前田市長）

技能研修で先生を呼ぶ時代がくるかもしれないですね。

（田代教育委員）

北海道の教員採用試験の倍率は 1.2 倍とすごく落ちています。５～６倍という時代もありました。

（田中教育部長）

コミュニティ・スクールは、それぞれ取り出すとすごく難しい。教育委員会としてやりますが、

先ほどから言われるように、外部の力ですね。そういう人材がいるのかという話にもなってくるで

しょうし、コーディネーターをどうやって見つけるかが難しいなというのはあります。

（粟井指導参事）

教育・学校現場への大変ありがたいご発言がたくさんあったと思います。学校の勤務時間につい

て、役所、警察署が閉まる時間は皆さんご存知かと思いますが、学校の勤務時間を知っている方は

きっといらっしゃらないと思います。８時から始まる学校では、７時間 45 分の労働時間に 45 分の

休憩を入れて 16 時 30 分が退勤になります。そこで学校を閉めたらどうなるか、大変なことになる

かなと思います。それを一つ分かってもらうのが、働き方改革の原点なのかと。ではどうするかと

いうことでコミュニティ・スクールで皆で子供を育てるというような気持ちが出ていただいて、皆

で育てるような体制ができてきたら良いなとは思いますが、なかなか具体の部分では難しいところ

もありますが、一つ一つできれば良いなと思います。今日、委員さんからいただいたご意見が反映

できるようにしなければなと思いながら伺いました。ありがとうございました。

（前田市長）

いただいたご発言をもとに、コミュニティ・スクールが大変大事だということ、また教育委員会

としても力を入れていきたいということでございます。キーパーソンをいかに作っていくか。ファ

シリテーターを育てていくかがテーマですので、やはりこれは教育委員会だけでは難しい問題です

ので、私どものほうもいろいろ協力しながら市全体でやる運動だというふうに考えていただけるよ

うに行っていきたいと考えていますので、今後とも様々なご意見をいただきたいと思う次第であり

ます。

４．その他

（越前企画課長補佐）

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、来年度におきましても本日と同様に

意見交換を行うことを予定させていただいております。その他、協議が必要な事項等が生じました
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ら、改めて会議の開催をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

また、議事録につきましては、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

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

（前田市長）

以上をもちまして、平成 30 年度第１回総合教育会議を閉会いたします。大変ありがとうござい

ました。


