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令和２年度第１回滝川市総合教育会議 議事録

■開催日時 令和２年 10月 27 日（火）15:30～16:30

■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

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）

これより、令和２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。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あらかじめご了承

願います。

それでは開催にあたり、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、皆様方におかれましては大変お忙しい中、令和２年度第１回総合教育会議にご出席いただ

き誠にありがとうございます。開催にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。

今年は何と言っても、２月から始まったコロナウイルス感染症の影響が大きい年で、滝川市内で

も感染者が出るなど、大変大きな問題となっています。その中においては、学校に休業要請が出る

など、子どもたちも大変な思いをされていると感じておりますし、各学校の先生方におかれまして

も、感染拡大の防止対策等、大変ご苦労されていると存じます。そんな中でも、最近で言えば、小

学校の学習発表会等も様々な感染防止対策の中で開催されるなど、子どもたち、そして先生方の努

力の結果が出てきていると思っております。

しかしながら、まだまだこの問題は続いていくわけでありまして、本日の会議は「コロナ禍にお

ける教育現場の課題について」をテーマに意見を交わしたいと考えております。今、北海道からス

テージ２への移行が近づいているという話も出てきているようでございます。休業要請まではいか

ないというところですが、今後いかなる事態になるのかわからない状況です。

教育現場において、教育委員の皆さんに様々なご意見をいただきながら、より良い教育環境を作

るべく、努力してまいりたいと思っている次第でございますので、忌憚のないご意見をいただきま

すようお願い申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。これからの会議どうぞよろしくお願

いいたします。

（中島総務部長）

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

ます。
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３．議題

■コロナ禍における教育現場の課題について

（前田市長）

それでは私の方で進行させていただきます。まず、お手元にある資料について、事務局から説明

させていただきます。

（平川企画課長補佐）

企画課課長補佐の平川と申します。よろしくお願いいたします。それでは、お配りしております

資料につきまして、説明をさせていただきます。まず、資料１をご覧願います。新型コロナウイル

ス感染症対策としまして、学校や児童生徒に関係する部分において、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金を活用して、これまでの間、実施している主な事業について説明します。

まず、新型コロナウイルス感染症防止対策事業としまして、扇風機を市内小中学校の各教室に２

台ずつ、滝川西高の各教室に１台ずつ設置したものです。夏休みを返上しての授業の際の暑さ対策

並びに教室内換気をするために設置したものでございます。また、非接触型赤外線体温計につきま

しても、市内小中学校並びに滝川西高に各２本ずつ設置しておりますが、こちらにつきましては、

ご寄贈いただいたものを活用しております。

続きまして、小中学校調理場空調設備設置事業につきましても、扇風機設置と同様、感染拡大に

よる臨時休業によって、夏休みを返上しての授業の際にも学校給食が提供できるよう、高温多湿な

状況を回避するために設置するもので、これまで、空調設備の無かった滝川第二小、東小、江陵中、

江部乙共同調理場の４カ所に設置するものです。

続きまして、「小中学校における感染症予防対策」、その下の「児童福祉施設等における感染症予

防対策事業」として、市内小中学校並びに学童クラブが実施されている児童福祉施設の手洗い場の

蛇口ハンドルを直接手指で触れることなく、肘や腕でも操作できるレバー式に交換するものでござ

います。

続きまして、「インフルエンザ予防接種助成」について、例年、季節性インフルエンザ流行期に多

数の発熱患者が発生しており、今季のインフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行を最大限警

戒するべきと考え、滝川市において、これまで実施していなかった乳幼児から高校生までと妊婦の

インフルエンザワクチン接種費用を今年度に限って半額助成するものです。聞くところによります

と、例年に比べて、各医療機関で予約が進んでいると伺っております。

次に、「公立学校情報機器購入」並びにその下の「家庭学習のための通信機器整備支援事業」につ

きましては、GIGA スクールの１人１端末を整備するための事業費と、WiFi 環境のない家庭への貸

出用インターネット中継器、ルーターの購入費の財源の一部に臨時交付金を活用するものです。

資料１の説明は以上になりますが、続きまして、資料２をご覧願います。

「コロナ禍における教育現場の課題について」ということで、現状、教育現場で抱えている課題

と、今後、感染拡大した際に想定される課題について、説明させていただきます。まず、現状の課

題について、当面の対応策として記載しておりますが、児童生徒に関する課題としまして、臨時休

業による授業時数の不足分を、長期休業期間に授業日を設けることで、授業時数を確保します。ご

承知のとおり、今年の夏休みについては、休みを一部返上して授業が行われたところです。また、

運動会や体育大会、学習発表会、学校祭といった行事につきましては、中止になったものもありま

すが、時期の変更や開催時間及び規模の縮小、保護者等の入場制限など、感染予防を最大限図りな
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がら、また工夫をしながら実施されておりますし、修学旅行等についても、感染拡大している地域

を回避し、行き先や時期を変えるなどして、学びの場を確保している状況にあります。

次に、教職員に関する課題ということで、児童生徒の健康管理として、毎朝の検温記録や未実施

児童生徒に対する検温をはじめ、日々の校舎内の消毒作業など、かなりの時間と労力を費やしてい

ること、また、子どもたちの体調変化の把握や感染予防の徹底、さらには授業時数の確保や今後見

込まれる端末利用による授業方法、指導方法の構築など、精神的な負担も増加している状況にあり

ますが、当面の解決策としては、この秋から導入しているスクールサポートスタッフによる作業や

事務的な補助、また、学習指導員による授業補助により、教職員の負担軽減を図っていくこととし

ております。

当面の対応策については以上ですが、次に、今後、感染拡大した際に想定される課題について、

将来の対応策として２点挙げております。

１点目として、ICT 環境の整備、端末を活用した授業体制の確立についてですが、感染拡大によ

る臨時休業を想定し、リモート授業をする場合、児童生徒の家庭における通信環境の整備、ここで

いう通信環境の整備とは、通信端末本体のことで、また、その端末を活用できる状態にする、つま

り各家庭での通信契約など、各家庭により負担してもらう通信環境をどう整えていくのか。また、

教職員のリモート授業による指導方法の習得も大きな課題ではないかと考えています。

さらに感染拡大が収束しない場合を想定しますと、２点目にあります、密を避けるための少人数

学級の拡大が考えられますが、少人数学級を拡大すると教職員の不足や教室数の不足にもつながっ

ていく可能性があるのではないかという課題の想定であります。

以上で、説明を終わります。

（前田市長）

ただいま、現状について事務局から説明がありました。これを踏まえまして、皆様からご意見・

ご質問等あればお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。

（田代教育委員）

本日、各学校を訪問しまして、学校の取組状況を伺いましたが、先生たちも時間を割きながら、

臨時休業中の家庭や子どもへの対応など、きめ細かく取り組まれていたのではないかと思います。

ただ、コロナウイルス対策となると学校だけでなく、学校・家庭・地域が一体となって取り組んで

いかなければならないと思います。特に家庭内感染など、今若者に感染が拡大してきている状況が

ありますので、地域における啓蒙をお願いしたいと思います。

先ほど、将来の対応策という説明がありましたが、先生たちの負担、きめ細かな感染対策となり

ますと、人的なサポートが必要になってくるのではないかと思います。滝川市は他のまちよりきめ

細かく配置していただいていると思っておりますが、それに加えて様々な細かい作業も出てくるか

と思います。先生たちの働き方改革もありますし、それ以上に子どもたちの学習環境を安全・安心

なものにしていかなければならないとなりますと、人的なサポートは欠かせないだろうと考えてお

ります。

次に、ICT 環境の整備についてですが、現在 GIGA スクールの１人１端末が整備されつつありま

す。ある学校では、臨時休業中に遠隔授業で予習・復習に活用したという話を聞いております。し

かし、これを今後の感染が拡大した時だけでなく普段から活用することで、予習・復習に使ったり、
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不登校の児童生徒がリモートによって自学ができたり、さらには先生とのコミュニケーションも図

れます。また、学校だけでなく、例えば児童生徒向けに市役所の各部署の仕事を紹介するようなも

のを作って、それを見て市について勉強することができれば、ふるさとを知り、愛するという心を

育てていくことができるのではないか。コロナウイルス対策だけではなく、今後の教育に活用でき

る部分が多くあるのではないかと考えております。

次に、ICT の活用についてですが、日本の子どもは大変活用が少なく、学習に使っているのは全

体の 10％程度で、世界でも最低ランクということです。今後力を入れていかなければならないし、

今の子どもたちが大人になったときには今ある職業がなくなり、新たな職業が出てくる。その時に

必要なのは ICT 活用能力だと思いますので、コロナウイルス対策という一面だけでなく、ICT 教育

も重要になるのではないかと考えます。

最後に、少人数指導の関係でございます。こちらにつきましても、滝川市は他のまちより早く、

そして手厚く継続していただいていることに感謝申し上げます。コロナウイルス対策、それ以外で

も教員の負担軽減、学習環境の充実ということで、政府も少人数学級の方に予算を付けるのではな

いかという話もありますが、ぜひこれも強く要望していただきたいと思います。さらには滝川市の

方も拡充をしていただきたいと思います。国は各地方公共団体に財政負担はさせないでいただきた

い。少人数指導の拡充ということになれば当然お金がかかりますので、大枠は国で取り組んでいた

だきたいと思います。

（前田市長）

たくさんのご意見をいただきましてありがとうございます。今回の件で、日本がいかにデジタル

社会の分野において、世界に遅れをとっているのかということに驚いたところです。急遽、GIGA ス

クールが進み、整備が間に合うか心配しておりましたが、３月末には端末がすべて導入される予定

でございます。今、田代委員のお話でもありましたとおり、ICT の活用方法というのも重要になっ

てくるのではないかと思います。田代委員におかれましては、國學院大學北海道短期大学部でもリ

モート授業などで大変ご苦労されたのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

（田代教育委員）

特に今、短大部では対面とリモートを同時に行っておりますので、そういった面で難しいところ

はありますし、教員の技術力や教材づくりにかなりの時間を要しますので、各学校の先生たちも苦

労されてるのではないかと思います。

（前田市長）

大学生が対象でも大変なのに、それが小学生になるとさらに大変ではないかと思います。また、

リモートによる子どもたちの孤立感という問題も発生するかと思いますので、対面の良さをリモー

トの中でどう取り組んでいくのかというところも非常に難しいと思います。

空知教育センターがありますが、先生方の研修で ICT 関係の項目もあるのでしょうか。

（山﨑教育長）

ICT の利用も含めて取り組んでおりますし、オンライン会議システムの「Zoom」などを使った研

修なども行っていると聞いております。
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（前田市長）

先生方でも苦手な方はいらっしゃるでしょうし、まずは先生方自身が大変だと思います。

また、さらに ICT の活用の面でも様々なご意見をいただきました。特に市の仕事を紹介するとい

ったお話もありましたが、キャリア教育にも繋がっていくのではないかと思いますので、参考にさ

せていただきたいと思います。

次にスクールサポートスタッフと学習指導員については、国の方で措置されるとのことですが、

先生方の負担が大きいことは理解するところですので、やはり課題となるのは人員の確保だと思わ

れます。少人数学級の話にも繋がりますし、人員の確保はかなり厳しいところだと思いますが、い

かがでしょうか。

（山﨑教育長）

本当に今、人員確保に苦労している状況です。新聞報道されている内容で言うと、30人学級にす

ると全国で 3,600～4,900 億円かかると言われております。それだけ、教員を採用しなければなら

ないということですが、いずれにしても、少子化によって先生方の余剰が出てきますので、臨時的

に能力のある人を採用したいところです。ただ、そういった人材を見つけることが困難な状況です

ので、採用する手法も含めて国でも考えていただきたいというのが現場の気持ちであります。

（前田市長）

必要に応じて、国に対する要望はしっかり行っていきたいと思います。また、滝川市独自で導入

している３・４年生までの少人数学級を、５・６年生まで拡充というのは以前からお話しさせてい

ただいており、課題としているところです。

人員の確保という面では市でも苦労している中、町村ではさらに厳しい状況にあるのではないで

しょうか。

（山﨑教育長）

地域の学校の教員は、自分のまちで確保するというのが理想のようですが、市長がおっしゃった

ように特に小さいまちは確保できないというのが現状です。

（前田市長）

人的資源がいかに大切かということです。人材確保を課題としながらも田代委員からのご意見を

踏まえて取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございました。

続きまして、朝日委員いかがでしょうか。

（朝日教育委員）

本日の学校訪問を終えて印象的だったのが、ある学校の校長先生がこのようなコロナウイルス感

染拡大の事態になって、先生たちの潜在能力が発揮されたという話をお聞きしました。先ほどから

話題に出ていますが、教材づくりもそうですし ICT を活用した授業ですとか、そういった能力に長

けている先生が中心となって各学校で奮闘されていて、滝川市内の先生方は素晴らしいと感動しま

した。そして今、先生の数が足りないことも理解するところではありますが、少人数学級を拡充し

ていただきたいという思いもあります。
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また、感染症対策として各学校へ様々な設備を揃えていただいていますが、これから寒くなって

きますので、換気をした後は暖めなければなりません。各学校のストーブが年代物ということです

ので、暖房設備についても整備していただきたいと思います。

（前田市長）

先ほど、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の話もありましたが、３次申請を考

えていく中で、どれだけのことができるのか検討してまいりたいと思います。インフルエンザ予防

接種の半額助成や、蛇口のハンドルをレバー式への交換ですとか、臨時交付金を有効に活用するた

めに実施しているところではありますが、暖房設備も含めまして、学校は特にクラスターが発生し

やすい環境下にありますので、感染予防対策について今後もしっかり考えていきたいと思っており

ます。

続きまして、芳村委員いかがでしょうか。

（芳村教育委員）

先ほど学校訪問させていただいて、扇風機が各教室に設置したり、机やいすが徐々に新しくなっ

ていたりと、ありがたいなと思って見てきました。ただ、これから換気が重要とされている中、滝

川西高は網戸が無く、網戸がなければ虫が入ってくるということになりますので、予算も限られて

いるとは思いますが、コロナ禍でも子どもたちが生活していく環境を少しずつでも整えてあげれる

ように、考えていかなければならないと感じております。

（前田市長）

コロナウイルスの問題は長期化するでしょうし、また、これに関係なく温暖化に対応して網戸は

最低限必要な部分かもしれません。検討させていただきたいと思います。

また、先ほど出ていました GIGA スクールの関係、端末が整備されるのはいいのですが、その後

の端末の更新の際に国から補助が出る保証はありませんので、それを見越して考えておかなければ

いけません。せっかく整備された ICT 環境を守っていかなければならないということもありますの

で、国に対しての要望は今後も続けてまいります。皆さんからもぜひ声を上げていただければ、そ

れが網戸にも繋がっていくかと思いますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、蜂矢委員いかがでしょうか。

（蜂矢教育委員）

モニターを使った授業はコロナ禍では最適だと思います。子ども同士が対面で授業するのは難し

い状況ですので、大きなモニターを使って全員が前を向いて授業ができるよう、大型テレビの配備

も検討していただければと思います。

（田中教育部長）

ちょうど電子黒板が更新時期ということで、蜂矢委員がおっしゃられたようにもう少し大きいも

のがあるといいかと思います。
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（前田市長）

私が市長になってすぐに、各教室に電子黒板が導入され、当時利用率が低いということで苦情を

いただいたこともありましたが、今となって必要性が出てきて導入してよかったと思っております。

滝川市は割と早い時期に導入しましたので、更新時期がきたということです。

（田代教育委員）

今、市長もおっしゃられたとおり、導入された当時は、私も教員をやっておりまして、使い方が

わからないということもあり、活用する先生は少なかったように記憶していますが、今はほとんど

の先生が使われていますし、子どもたちも発表などで使っていると聞いております。相当な年数が

経っているかと思いますので、ぜひご検討いただきたいと思います。

（前田市長）

厳しい財政状況ではありますが、教育にかけるお金を減らすわけにはいかないと思っております

ので、こちらも検討させていただきます。

最後に教育長いかがでしょうか。

（山﨑教育長）

東日本大震災の時、文教予算で校舎の改築予算などが復興予算に合算されてしまい、校舎の大規

模改修などに予算がつかない時期がございました。今、国の予算はコロナウイルス対策の方に流れ

ているので、また文教予算に影響が出るのではないかという不安があります。

（前田市長）

東日本大震災の影響で耐震化の予算がつきまして、それが大体終わって、やっと改修の方に予算

がつくと思っておりましたがなかなかそうもいかず、学校が統合した時だけ少し補助が出るような

状況です。国に対する要望は継続しておりますが、今後も引き続き要望していかなければならない

と思っております。

また、先日滝川市新型コロナウイルス差別防止宣言を発出いたしました。滝川市内で実際にあっ

たということではありませんが、医療関係者のお子さんが差別やいじめを受けたりするという問題

が他自治体で発生しております。そういったことを未然に防ぐために、道内では初、全国でも何番

目かというところですが、宣言をさせていただきました。

（廣瀬指導参事）

学校ごとの独自の取り組みも進んでおりまして、例えば東小学校では、校内運動でコロナウイル

スに「かからない」、「うつさない」の他にも、「責めない」、「からかわない」、「疑わない」などのス

ローガンを掲げて取り組み、成果を上げています。

（前田市長）

他のまちの話ですが、心無い保護者がクラスの子どもの両親が病院勤めということで差別的な発

言をして、いじめに繋がったということも実際にあるようです。そういった保護者の方への指導も

必要かもしれません。
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ほかに皆様から何かご発言等ございますか。

なければ、最後にまとめということで私の方から発言させていただきますが、本日皆様から頂い

たご意見、予算に絡むことが多かったのでそちらはしっかりと検討してまいりたいと思います。臨

時交付金の３次申請に向けて、どれだけ教育関連に回せるかということもありますのでご理解いた

だきたいと思います。そして、施設の整備のみならずソフト面でもやれるべきことはやっていきた

いと考えております。何かまたご意見等あればご助言等賜りますようお願いいたします。

本日お忙しい中お集まりいただいたことに感謝申し上げますとともに、今後も教育委員として教

育行政にご尽力いただきますよう改めてお願い申し上げます。

４．その他

（中島総務部長）

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

ますが、現、滝川市教育大綱を来年度中に見直す予定でおりますので、新たな教育大綱の策定につ

きましてもご協議いただきたいと考えております。

なお、その他協議が必要な事項が生じましたら、改めて会議の開催をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。

また、冒頭でも申し上げましたが、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。

５．閉会

（中島総務部長）

それでは、以上を持ちまして令和２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。


