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令和３年度第１回滝川市総合教育会議 議事録

■開催日時 令和３年 10月 26 日（火）14:30～15:30

■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 田中 嘉樹

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

教育委員 木曽 旬映

１．開 会

（平川企画課長）

これより令和３年度第 1回滝川市総合教育会議を開催いたします。

私は事務局の 企画課長 平川 です。どうぞよろしくお願いいたします。

昨年と同様に、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）

令和３年度第１回総合教育会議の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

新型コロナウィルス感染症の発生から１年半以上が経過し、その間、全国的な感染者数の拡大に

よって、度重なる緊急事態宣言や、まん延防止措置の発出等、予断を許さない状況下での感染防止

策が展開されてきました。

そういった中、滝川市内においても、市民の皆様のご協力のもと、新しい生活スタイルが定着し

てきたものと認識しておりますが、とくに多くの児童生徒・学生が通う教育現場においては、感染

予防はもちろんのこと、年間行事の調整など、子ども達の健康管理と学びの継続について、日々、

様々な工夫によりご尽力されてきたことと存じます。

教職員の皆さま、そして、本日お集まりの皆さまをはじめ、教育関係者の皆さまに深く感謝する

次第です。

本日は、大きく２点、ご出席の皆様と意見交換させていただきます。

１点目は、中空知唯一の高等教育機関として、来年で創立 40 年を迎える國學院大學北海道短期

大学部と地域の連携について、近年の取組状況をご紹介させていただきます。國學院短大部におか

れましては、道内外から多くの学生が集まっている中、徹底した感染予防策や学生への生活支援な

ど、多大なご尽力とご配慮に改めて感謝申し上げるとともに、40年という節目を迎えられますこと

に心よりお慶び申し上げます。委員の皆様から、ぜひとも今後の益々の連携・発展に向けたご意見

をいただければ幸いです。

２点目は、GIGA スクール構想により令和２年度末に整備しました「１人１台端末の活用につい

て」、実際の授業風景をご覧いただきます。今後の子ども達の学びの可能性を広げるべく、ご感想な

ど頂戴できればと存じます。
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限られた時間ではございますが、委員の皆さまには、忌憚のないご意見をいただきますよう、お

願い申し上げ、開催にあたっての挨拶とします。

（平川企画課長）

議事に入る前に、本年５月に教育委員にご就任されました木曽委員が、総合教育会議としては初

めてご出席されますのでご紹介させていただきます。木曽委員です。

（木曽教育委員）

５月に就任した木曽です。日頃の地域での活動等を前田市長にご覧いただきまして、教育委員に

お声掛けいただき、感銘を受けながらも私なんかがという思いもあり、今日までなんとか務めさせ

ていただいた次第です。レイマンコントロールという言葉の中、自分にどのような発言ができるか、

コロナ禍に置かれる中、児童生徒や、昼夜を問わず駆け回られている皆様を見て自分に何ができる

か、考えてきました。地域と行政が両輪として連携して動いていかなければならず、そのための潤

滑油になれればと思っております。よろしくお願いいたします。

（平川企画課長）

木曽委員ありがとうございます。

これ以降の議事につきましては、市長が進行してまいりますのでよろしくお願いいたします。

３．議題

（１）滝川市教育大綱の期間延長について

（前田市長）

それでは、議題に入りたいと思います。「滝川市教育大綱の期間延長」について、事務局から説明

をお願いします。

（平川企画課長）

私から「滝川市教育大綱の期間延長」についてご説明いたします。

大綱の策定につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」

第１条の３の規定に基づくものとなります。大綱策定の趣旨は、教育行政と一般行政の密接な連携

が必要とされる中で、教育行政に地域住民の意向を反映し、地方公共団体における教育、学術及び

文化の振興に関して施策の総合的な推進を図るためとされております。また、大綱は、教育委員会

と十分協議し、市長が策定することとされています。

滝川市では、平成 27 年に、教育推進計画の基本理念や基本目標が、滝川市の目指す教育の方向性

と合致しているものであることを確認し、令和３年度までを対象期間とした「滝川市教育大綱」を

策定したものです。

今後におきましても、滝川市教育推進計画と協調して、ともに推進することが望ましいと判断す

るところであり、ついては、滝川市教育推進計画の期間延長に伴いまして、滝川市教育大綱の対象

期間を１年延長し、令和４年度までとしたいとするものです。

なお、次期大綱の策定については、次期教育推進計画の策定作業と歩調を合わせながら、次回以

降の総合教育会議でお諮りさせていただく考えです。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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（前田市長）

事務局から期間延長の提案がありましたが、皆様いかがでしょうか。ご意見あればご発言いただ

きますようお願いいたします。

〈意見無し〉

（前田市長）

ご意見等無いようですので、ご承認いただくことでよろしいでしょうか。

〈一同承認〉

（２）國學院大學北海道短期大学部と地域の連携について

（前田市長）

議題の２つ目 國學院大學北海道短期大学部と地域の連携についてに入りたいと思います。まず

事務局より、お配りした資料について説明させていただき、そのうえで、意見交換の場としていき

たいと思います。事務局お願いします。

（鎌塚企画課大学連携室長）

企画課大学連携室の鎌塚です。私から、國學院大學北海道短期大学部と地域の連携について説明

をさせていただきます。

國學院大學北海道短期大学部は昭和 57年に創立し、来年、令和４年度で 40周年を迎えます。創

立当時、國學院女子短期大学であったころから、滝川市の高等教育機関として、まちづくりに多大

な寄与をいただいてきました。國學院大學北海道短期大学部 教授の田代委員がご出席の中、大変

恐れ入りますが、本日は 40 年の節目を迎えるにあたり、國學院大學北海道短期大学部の現状と、

近年の地域との連携した取組など、一部抜粋してご紹介差し上げます。

國學院短大部の入学定数は国文学科、総合教養学科、幼児・児童教育学科の３学科合わせて、1

学年 225 名となっております。R3 年度入学者数は 198 名であり、充足率は 88％となっております。

予備校による大学志願者数調査等を見ると、コロナの感染拡大への懸念や経済的理由などから、全

国的に志願者数が減少し、地方間の移動を控える傾向があることが國學院短大部の志願者数、入学

者数にも影響したものと考えられます。前年より道外からの入学者が減少する一方で、道内の入学

者数は微増となっており、特に近年、入学者確保に注力してきた幼児・児童教育学科 幼児保育コー

スについては、28 名の入学となり、昨年の 15 名から約２倍といった着実な成果が出ております。

コロナ禍での自粛生活を余儀なくされておりますが、２学年合わせて約 450 名の学生が滝川の地で

学び、生活していただいていることで、教育の分野に限らず、地域への波及効果は、大変大きなも

のと認識しております。近年は卒業生の２割～３割ほどが就職、７割～８割ほどが國學院大學など

へ編入学されております。

続いて、國學院短大部と地域の連携につきまして、３つの視点からご紹介いたします。

まずは視点の１つ目、國學院短大部の知的財産、環境等を市民と共有ということで、オープンカ

レッジとはる展のご紹介です。こちらは通年で開催する市民向けの生涯学習講座で、多彩な講座が
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展開されており、例年多くの市民が参加しております。とくに、近年は夏と冬の大人の野遊び入門

として、大学構内の自然環境を活用したアウトドア講座も開講し、好評を得ていると伺っておりま

す。

次に、子育てサロンと学習ボランティアのご紹介です。これらは、幼児・児童教育学科の幼児保

育コース、児童教育コースの学生などが中心となり実施されている取組です。子育てサロンにつき

ましては、月に１回程度、大学構内で開催されており、子育て世帯の仲間づくりの場にもなってお

ります。学習ボランティア活動は、隣接する東小学校などで、放課後や長期休暇中に実施されてお

り、参加児童へのきめ細やかな学習支援に寄与されているとのことです。

次に、ゼミ活動による地域活性化に向けた取組のご紹介です。國學院短大部の各ゼミや学生各位

は様々なかたちで地域にご協力いただいておりますが、今回は舛井ゼミの取組を抜粋して掲載して

おります。舛井ゼミでは、江部乙駅を核にした、地域との交流活動をはじめ、年間を通じて様々な

取組が実施されております。

次に、滝川市立図書館と國學院短大部の連携についてです。平成 24 年に國學院短大部と市立図

書館は、相互協力に関する協定を締結しました。資料の相互利用といった利便性向上の取組や、図

書館事業への國學院短大部学生の参加、國學院短大部で実施された特色ある事業を、図書館で広く

紹介するなど、これまで様々な取組が実施されてきました。

次に、なかそらち合同企業説明会の紹介です。これは例年、中空知 5市 5町で合同開催するもの

で、コロナ禍前は國學院短大部を会場として実施しており、國學院短大部学生や中空知の多くの高

校生と企業のつながりに寄与してきました。

視点の２つ目は、地域からの國學院短大部支援についてです。

皆様よくご存じのことと思いますので、改めてご紹介するのは恐れ入りますが、幼稚園教諭や保

育士、小学校教諭を目指して頑張っておられる國學院短大部学生の教育実習や地域学習にあたって

は、市内多くの関係機関が協力して実施されております。なお、直近の情報といたしまして、令和

４年度の北海道・札幌市 公立学校教員採用候補者選考検査においては、國學院短大部の幼児・児童

教育学科/児童教育コースから小学校教諭として 13名が合格されたと伺っております。

視点の３つ目として、東京の國學院大學との連携についてです。

國學院短大部をご卒業され、東京の國學院大學に編入した学生と滝川市のご縁は継続しており、

毎年、東京の地にて編入生同士のネットワークづくりや、滝川市のまち・特産品の PR を積極的に

行っていただいております。また、これまで國學院大學には、箱根駅伝の強豪となった「陸上競技

部駅伝チーム」の合宿実施や、令和３年度の東都大学野球春季リーグ戦で初優勝を飾った「硬式野

球部」による野球教室の開催など、普段体験することができない一流スポーツ選手と市民の交流機

会の創出にもご協力いただいてきました。

連携した取組のご紹介はここまでとさせていただき、滝川市による國學院短大部入学と地元定着

に向けた支援についての制度と実績をご説明します。

制度は滝川西高校の生徒を対象として２年間の授業料全額を支援する「滝川西高等学校進学促進

修学奨励金」と、市民を対象として上限 30 万円を入学時に給付する「國學院大學北海道短期大学

部修学奨励金」の２種類があり、制度開始から５年が経過しました。奨励制度利用者の約３分の１

が市内に就職しており、地元就職促進の点からも一定の成果が出ているものと判断するところです。

西高校からは、只今ご紹介した市の奨励制度のほか、短大独自の奨励制度への認知度が年々高まっ

ており、國學院短大部を目指す生徒が増えているというありがたい話も聞いているところです。
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最後になりますが、國學院短大部の卒業生は、開学時から現在までで約１万人にのぼります。こ

れだけの滝川市の応援団が全国で活躍されていることは、まさに関係人口の創出に寄与いただいて

いると言えるものです。國學院短大部には、今後とも末永く、地域に根付いた大学として地域貢献、

地域人材の育成をお願いできればと存じます。以上で、説明を終わります。

（前田市長）

それでは、國學院短大部が来年で 40年ということで、今後、國學院短大部とのまちづくり連携に

おいてご期待する事、また応援していきたい事など、意見を交わしたいと思います。委員の皆さん

から、ご意見を頂戴したいと思いますが、木曽委員いかがでしょうか。

（木曽教育委員）

市内就職 20 名ということですが、ご紹介のあった地域での教育実習受入れや地域をフィールド

とした活動などのほか、地元就職を促すような目的の取組はあるのでしょうか。

（安樂企画課大学連携室主任主事）

コロナ禍になる前は、市内でのインターンシップなど、企業と学生がつながる取組を行ってきま

した。先ほどご紹介したなかそらち合同企業説明会なども含めて、國學院短大部では企業との接点

づくりに努めていると伺っております。

（前田市長）

インターンシップと言えば、その後滝川市役所に就職された方も数人いらっしゃいます。来年度

につきましても、東京の國學院大學から１名、短大部から１名の２名が採用される予定です。

（諏佐教育部長）

東京の國學院大學からは、今年、滝川第二小学校にも就職しています。

（前田市長）

奨励金の話も先ほどありましたが、滝川西高校で多く活用いただいております。以前は、ミュー

ジカルにあこがれて、拓殖短大に進学する人が多かったのですが、最近は奨励金制度の定着もあり、

國學院短大部への進学が増えてきております。

続いて、芳村委員、お願いいたします。

（芳村教育委員）

滝川白樺幼稚園では、國學院短大部の開学当時から教育実習の受入れを行ってきました。逆に、

幼稚園の行事にお手伝いに来ていただくこともあり、非常に助かっております。お寺としても國學

院短大部の学生とは日頃からつながりがあり、3.11 東日本大震災以降、芸術文化の交流をする際に

國學院短大部の会場をお借りしたこともありますし、図書館と幼児保育コースの方々にお寺に来て

いただいて、読み聞かせ会を開催したこともあります。

コロナ禍になってからはそういった交流ができなくて非常に残念ですが、２年という短い期間で、

地域の中に溶け込んで頑張ろうという姿勢が見える学生が多く、とくに舛井ゼミの学生は滝川市外
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にも足を延ばして積極的に活動されております。滝川を大好きと言ってくれる学生が多く、今年も

滝川第二小学校に戻ってきて教員になられた方もいらっしゃいます。國學院短大部の先生方が地域

のことを考えてくださり、また学生がその想いに答えてくれているのがよく見えますので、先生方

には今後とも頑張っていただきたいですし、滝川市からも支援していただけるとありがたいです。

（前田市長）

まだまだ足りない部分もあると思いますので、学生の活動を応援できればと思います。本当に頑

張っていただいております。

続いて、蜂矢委員、お願いいたします。

（蜂矢教育委員）

JR 江部乙駅での学生と地域の方々の活動は、元の駅のイメージが変わる素晴らしいものだと思っ

ております。

（前田市長）

江部乙町では色々な活動に取り組んでいただいております。これからも継続していただければあ

りがたいと思っております。

では田代委員、お願いいたします。

（田代教育委員）

國學院短大部の立場として、日々、地域に支えられている大学だという認識を持っております。

道外出身の学生が６～７割おり、２年間という短い期間ですが、人の優しさに触れて、東京の國學

院大學に編入後、道外出身でありながら北海道に戻ってくるという学生が毎年出ております。

昨日、北海道の教員採用試験の合格発表がありまして、13名が合格しました。そのうち４名が滝

川西高校出身の学生であります。一昨年は滝川西高校出身者が國學院短大部を卒業して教員となり、

滝川第三小学校で勤務しておりますし、昨年は滝川第二小学校に採用となった学生もおり、地域に

お世話になった分、子ども達に還元しようと頑張り、活躍しております。

國學院短大部では、活性委員会を作り、地域とどのような連携ができるか取り組んでおりますし、

中期５か年計画を作る時期にきております。その中では、東京の國學院大學で開設される観光まち

づくり学部と連携して、滝川にどのような貢献ができるのか、新たな取組ができるのか、検討して

おります。協議の中心には舛井先生もおられます。

大学としては色々な部分で支援をいただいております。修学奨励金につきましては、これからも

ぜひ継続していただければと思います。これによって、幼児保育コースの入学生が倍増したことや、

滝川西高校から入学した学生たちが経済的な部分で助かっておりますので、今後ともよろしくお願

いいたします。

（前田市長）

國學院短大部を代表してのご発言、ありがとうございます。國學院大學の観光まちづくり学部開

設はとても楽しみですね。ぜひともフィールドワークは滝川市を使っていただければと思っており

ます。期待しておりますのでよろしくお願いいたします。
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田中教育長、お願いいたします。

（田中教育長）

國學院短大部につきましては、開学から地域に開かれた大学ということで、とてもお世話になっ

ております。来年は東京の國學院大學で観光まちづくり学部も開設されるということで、地方都市

の観光の在り方について研究や提言のようなものをいただければありがたいと思っております。國

學院短大部から編入された学生には滝川に愛着をもっていただいているということで、そのネット

ワークを今後とも継続していければと思っております。

（前田市長）

今後もますます連携を深めていくべきであり、滝川市としてもできる限りのサポートをさせてい

ただこうと思っております。教育委員の皆様にもぜひ後押ししていただければと思いますのでよろ

しくお願いいたします。

（３）GIGA スクール構想（1人 1台端末の活用）について

（前田市長）

議題の３つ目 GIGA スクール構想についてに入ります。教育部から映像の上映と説明をお願いし

ます。

〈教育部による市内小学校での 1人 1台端末を用いた授業風景動画の上映〉

（前田市長）

それでは、只今の滝川市内小学校での授業映像をご覧いただいての感想や、GIGA スクール構想で

これから取り組むべき姿などについて、意見を交わしたいと思います。委員の皆さんから、ご意見

を頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。

田代委員、お願いいたします。

（田代教育委員）

子ども達は新しい機器でもなれた扱いをしており、習熟がとても速いと思っております。これか

ら子どもが生きていく社会で必須なもので、小学校の段階から取り組んでいくことが大切だと思っ

ております。教員と子ども個々とのコミュニケーションや指導をしやすくなる環境となるのではな

いでしょうか。不登校の子どもと教員をつなぐアイテムにもなり得るのではないでしょうか。

コロナ禍においても感染予防の点から有効なものだと思います。

課題は教員のスキルであり、卓越した先生もいらっしゃいますが、皆がそういうわけではありま

せん。民間企業では色々な学習ツール等が開発されており、苦手な先生でもツールを活用すれば子

どもに教育できるというものも出来上がってくるでしょう。そういった点から、財源が必要であり、

今後とも、GIGA スクール構想推進に関して国の財政支援を求めることや、デジタル教材を教員個別

に作成するのではなく、共有できるような仕組みづくりも大切になります。ハードだけでなくソフ

トも充実することで、1人 1台端末の有効な使い方を今後とも模索していただければと思います。
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（前田市長）

教員のスキルアップという点では、ぜひ空知教育センターを活用していただければと思います。

（橋本指導参事）

空知教育センターでは、ICT 活用に特化した研修を意識的に配置しておりまして、各校から参加

し、自校での教育に反映していただいております。市教育委員会でも冬休みに ICT に重点を置いた

研修を企画しており、さらなるスキルアップを目指すところです。

（前田市長）

続いて芳村委員、お願いいたします。

（芳村教育委員）

子ども達は ICT 機器の操作を覚えるのが非常に速く、先生方の方が操作を覚えるのが大変そうな

印象を受けております。GIGA スクール構想により１人１台端末が整備されたことで、より先生のス

キルアップが求められるようになったと感じております。東京の経済誌で昨年 12 月に、全国の教

職員に個別アンケートを実施した中で、PCスキルについて尋ねたものがあり、メールやチャットを

する人は 60％、zoom などでミーティングをするとなると 43％の人しか使いこなしていないという

事実が出てきております。これから先生方にいかにスキル向上していただくかは、私たち教育委員

会でカバーすべきことだと思っております。

もう 1つ、経済協力開発機構が世界 79 の国・地域の 15 歳児に３年に１回アンケートを取ってお

り、2018 年調査の中で、パソコンやスマホといったデジタル端末を勉強に利用すると答えたのが最

加盟国中最下位で、逆に、チャットや 1人でゲームをするというのは 1位となっています。勉強よ

りコミュニケーションや遊びでデジタル端末を使うほうが優位に立っている状況について、意識を

変えていかなければならないと感じております。

これから授業でデジタル端末を活用することで、得られる情報を精査する能力が子ども達に育成

されることを期待しております。

（前田市長）

コロナ禍の中、日本がいかにデジタル化が遅れているかということがわかりました。先生方もこ

れからのスキルアップが大変だと思いますが、教育委員会のサポートのもと、よろしくお願いする

次第です。

蜂矢委員、お願いいたします。

（蜂矢教育委員）

ICT の活用においては、インターネット上で知らない人とつながれる一方で、犯罪に巻き込まれ

る危険などもあります。そういったことを防ぐための注意や取組も必要だと思います。

（前田市長）

これまでも教育委員会で危険性を伝えるなど取り組んできましたが、SNS の使用は、犯罪に巻き

込まれるということもありますし、いじめにつながるという危険もあるかと思います。その怖さを
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認識しながら使用していかなればなりません。

木曽委員、お願いいたします。

（木曽教育委員）

他の委員の皆様同様に、GIGA スクール構想で行っている新しい取組が、今後さらに発展していく

と思います。その一方で SNS 使用によるいじめの危険性などあるかと思いますが、SNS 文化になれ

ていない保護者のほうが、どのように使用すべきか伝えられないということがあるのではないでし

ょうか。

GIGA スクール構想の中で、SNS の道徳について教えていけないかと思います。例えば、言葉で直

接伝えるニュアンスと、活字に起こして伝えるニュアンスは同じ言葉であっても全く異なるものに

なってしまいます。SNS は、意識していなくても相手を傷つけてしまう道具にもなりえるので、そ

ういった SNS の特性などもしっかり教えていくことが必要だと思います。

（前田市長）

SNS の問題は、木曽委員が言われるとおり道徳から始めていくことが必要ではないでしょうか。

最後に田中教育長、お願いいたします。

（田中教育長）

GIGA スクール構想の話は、コロナ禍の影響により本来の予定より前倒しで推進されているもので

す。まずは各学校でやれることから取り組んでいただいており、それを動画で見て頂いたところで

す。機器の整備には高額な費用がかかっており、予定では数年かけて整備するところが、一斉に整

備せざるを得ない状況でありました。国の財政措置を要望しておりますが、５年後の機器更新費用

をどうするか考えていかなくてはなりません。

（前田市長）

先ほど田代委員からお話がありましたソフトの部分も色々と充実しなければならないと思って

おりますし、機器の更新は今後の大きな課題です。委員の皆様方からいただいたご意見を踏まえま

して、教育委員会と連携した教育施策を共に進めてまいりたいと考えております。

４．その他

（前田市長）

その他について教育委員の皆様から、何かありますか。なければ進行を事務局に返します。

（平川企画課長）

本会議につきましては、毎年定例的に開催させていただいております。来年度につきましても、

教育委員会とテーマについてご相談させていただきながら、同様に開催させていただければと思い

ます。なお、その他ご協議、意見交換が必要な事項等が生じましたら、改めて会議を開催させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。本日の議事録につきましては、昨年と同様に事務局

と教育委員会で整理し公表させていただきます。
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５．閉会

（平川企画課長）

以上を持ちまして令和３年度第１回総合教育会議を終了させていただきます。皆様ありがとうご

ざいました。


