
平成 30 年度第 2 回美唄市総合教育会議録 

 

1 と き  平成 30 年 11 月 20 日（火） 

       午後 3 時 00 分 ～ 午後 4 時 00 分 

2  ところ    市長会議室 

3 出席委員 

    髙橋市長 星野教育長 高橋教育委員 土肥教育委員 齋藤教育委員 

今野教育委員 

4 説明員 

総務部（事務局） 

中平総務部長 村上総務課長 新総務課総務係長  

 

福地総務部総合戦略室長 村谷財政課長 

 

教育委員会 

森川教育部長 阿部学務課長 佐藤学務課長補佐 松井指導室長  

谷村生涯学習課長 川西スポーツ振興課長 高橋学務課総務係長 

5 開会 

6 協議事項 

 （1）美唄市教育大綱(案)について 

 （2）美唄市立小中学校のＩＣＴ環境整備について 

    ①授業におけるＩＣＴについて 

    ②校務支援システムについて 

 （3）ＡＬＴの活用について 

 （4）その他 

７ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 



概要記録 

15：00 

●髙橋市長 本日は、大変お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうござい

ます。 

 ただ今から、平成 30 年度第 2 回美唄市総合教育会議を開催いたします。 

本日の協議事項は、美唄市教育大綱案、美唄市立小中学校のＩＣＴ環境整備につ

いて、ＡＬＴの活用について、以上の 3 点となっております。 

それでは早速、会議を進めてまいります。 

はじめに協議事項の一つ目、美唄市教育大綱案について説明をお願いいたします。 

 

●中平総務部長 資料 1 の美唄市教育大綱案についてでございますが、本件につき

ましては、前回の会議においてたたき台をお示しさせていただいたところでありま

すが、その後におきましても御意見等がありませんでしたので、今回、そのたたき

台を案とさせていただいておりますが、本日改めてお気付きの点などがあれば、御

意見等をいただきたいと考えております。 

 なお、教育大綱につきましては、今年度中に策定することとしておりますので、

本日の会議内容等も踏まえまして、次回の会議において確定したいと考えておりま

す。宜しくお願いいたします。 

 

●髙橋市長 ただ今説明がありました大綱案について、前回から変更がないという

事ですが、改めて何かお気付きの点があればご意見をいただきたいと思います。 

 特にないようですので、教育大綱については、次回の会議において確定させてい

ただきたいと思います。 

 それでは次に移ります。協議事項の二つ目、美唄市立小中学校のＩＣＴ環境整備

について、①授業におけるＩＣＴについて説明をお願いいたします。 

 

●松井指導室長 資料の 2、ＩＣＴ技術を活用した授業についてご説明させていた

だきます。 

 モデル校として江別第一小学校に視察に行ったもので、江別市内のモデル校とし

て江別第一小学校が選ばれているものでございます。この学校は、学級に電子黒板、

教師用のパソコン、そのパソコンの中にはデジタル教科書が入っているものでござ

います。その他ｉＰａｄも生徒人数分用意されております。視察を行ったのは、8

月 29 日であり、教育長を団長にしまして、美唄市の先生方、教育委員会のメンバー



と事務局で参加したものです。 

 続きまして、資料に視察時の江別第一小学校からの説明について記載しておりま

す。ポイントは四点ありまして、一点目が電子黒板について、二点目が無線ＬＡＮ

無線アクセスポイントについて、三点目にｉＰａｄについて、四点目がデジタル教

科書ということで、説明を受けております。 

 江別第一小学校の電子黒板につきましては、プロジェクター方式でありまして、

ホワイトボードにプロジェクターで移しているというものでございます。そのホワ

イトボードにマジックで記載することはできるものの、ホワイトボードの足が壊れ

やすいということや設置に場所を要するということも話しておりました。また、ケ

ーブルにこどもが足を引っ掛けてしまうということもあるようです。昨年視察した

栗山町のスクリーンの上にプロジェクターが乗っている一体式とは違うものでした。 

 次にアクセスポイントにつきましては、十分な設備で、三台用意しており、ＬＡ

Ｎケーブルも各教室に用意し、各教室の教師用のパソコンですぐにネット検索が可

能であったり、教材を印刷して授業に利用できる環境ということでした。 

 タブレットはやはりｉＰａｄが使い勝手が良いという事であり、アンドロイド端

末はパソコンなのでこどもが使うには使い勝手が悪く、こどもが朝練習をしている

状況とのことでした。 

 デジタル教科書も 3 年前から導入しており、ほぼ毎時間使用している状況でした。

写真や教科書などがそのままホワイトボードに映っているというもので、教科書の

写真をクリックすると動画が始まるような仕組みでした。参加した先生方からはデ

ジタル教科書に関する質問が多くあり、算数・国語で予算配備しているという回答

でした。 

 その他、江別市の教育委員会の担当者に学力向上との関係について質問した際に、

ＩＣＴ導入後の結果についてはまだ検証を実施していないというものの、担当の方

のお話では授業の集中度が明らかに違うということでした。 

 以上が、ＩＣＴに関する説明とさせていただきます。 

 

●髙橋市長 ただ今説明のありました件について何かございましたら、御意見をい

ただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 ちなみに、ｉＰａｄは家庭で使っている個人所有のものを学校に持ち込むことや

自宅で学習する際に学校のタブレットを自宅に持ち帰らせるということはあります

か。 

 



●松井指導室長 そのような説明は受けていませんが、個人のものを持ち込むとい

う考えはなかったようです。また、持ち帰るということもないと思っております。 

 

●髙橋市長 このことについて佐賀県武雄市は先進地であり、そこではタブレット

を家に持ち帰りそこで勉強しまた学校に持っていくということを繰り返しているよ

うです。将来的な検討は必要なのかと思います。 

 また、メーカーや業者との連携で、武雄市はソフトバンクと連携をとっているよ

うです。総務省のＩＣＴ関係事業メニューにのって実施しているようですが江別市

の場合は単独で行っているのでしょうか。 

 

●松井指導室長 このことについて江別市からの話はありませんでしたが、操作等

をサポートするような人員はいないということでした。 

 

●髙橋市長 学校の先生が独自に学び生徒に教えるということでしょうか。 

 

●松井指導室長 はい、その点でもこどもがｉＰａｄに慣れていることもあり、ｉ

Ｐａｄの方が良いという話にはなりました。 

 

●今野委員 ｉＰａｄを持ち帰り学習することは良いことではありますが、美唄市

ではネット環境が不十分であり、個人的な意見として、中村地区においては、こど

もにオンライン教育をさせようとした際に業者から光回線が通じていないことや

Wi-Fi 環境があった場合も、その通信環境が悪いことを理由として断られるという

ことがありました。その他、天気によって通信が切れてしまうといこともあります

ので、まずは、このような整備を見直してから教育環境を整えていかなければ居住

地によって差が出てしまう可能性がります。 

 

●髙橋市長 立地的な問題も今後の課題として調査研究していかなければならない

と思います。 

 ｉＰａｄの導入はなるべく早い時期に行う必要があると考えています。国の推奨

する内容であることも踏まえてしっかりやっていきたいと考えております。 

 

●齋藤委員 今、他の市の実例を聞きましたが、国の事業に乗りタブレットを一人

1 台配布しているということでしょうか。 



 

●髙橋市長 はい、一人 1 台です。人口 5 万人規模のまちです。 

 

●齋藤委員 美唄市もそれに続いて実施していただきたい。 

 

●髙橋市長 ハード関係の初期導入については、国の制度も活用していきたいと思

います。すべてを一度にということは難しいですが、充実させていきたいと思いま

す。 

 

●星野教育長 ＩＣＴについて国の基準レベル 1～5のうち武雄市がレベル 4であり

電子黒板に加え一人 1 台のタブレット支給、電子教科書が整っていることが文科省

の基準でレベル 4 に該当します。美唄市が目指しているのは、レベル 2.5 です。こ

れは、電子黒板と電子教科書、授業に全員が使いまわすことができるレベル 3 であ

り、そこまでいきませんが 2.5 を目指すということであり、将来的にはレベル 4 を

目指すことになります。これらを進めるにあたり、財源確保が必要になってくるた

め、武雄市のように国の事業に絡めていかなければならないと考えています。 

 

●髙橋市長 武雄市の図書館はツタヤと連携して、市図書館がツタヤという感じに

なっているようです。タブレットを持って図書館に学びにくるという環境が整って

いるようで年間 100 万人来るようです。教育委員会の予算はどのように考えている

か。 

 

●星野教育長 来年小学校で新学習指導要領の実施時期ということもあり、来年は

小学校、次に中学校が整備できれば良いと考えて予算要求をしているところです。 

 

●髙橋市長 いずれにしても必要な学習環境であると思いますので、しっかりと整

備していきたいと考えております。 

 それでは次に移らせていただきます。協議事項の二つ目の②校務支援システムに

ついて説明をお願いします。 

 

●阿部学務課長 資料 3 からご説明させていただきます。校務の情報化、教職員の

業務負担の軽減と子どもと向き合う時間の確保ということで、指導案づくりや教材

研究に十分な時間を割くことができない教職員の多忙化という問題が現実に存在し



ています。この点でも、校務支援システムの導入、活用などＩＣＴを活用した校務

の効率化を図ることで、教職員の多忙感を解消し、こどもと向き合う時間を確保し

ていくこと、結果として教育の質の向上が可能となるというものでございます。 

 続きまして、資料 4 の統合型校務支援システムによる業務の効率化についてでご

ざいます。統合型校務支援システムの必要性について、教員の働き方改革にあたり、

ＩＣＴの活用による業務改善に期待とあります。 

 また、資料に記載はございませんが、平成 28 年度に北海道教育委員会が実施した

教職員の時間外勤務の実態調査では、小学校 23.4％、中学校 46.9％の教員が 60 時

間を超えるという結果がでておりまして、教頭においては、小中学校ともに 7 割を

超えているということでございます。 

 本市においてもこの数字と同じという事ではありませんが、同様の傾向があるも

のと認識しております。 

 平成 30年の 6月に美唄市教育委員会では教職員の働き方改革アクションプランを

作成し取組み期間は 30 年度から 32 年度としていますが、時間外勤務を道立高校と

同様の 60 時間を超える職員をゼロとする目標を同じく掲げております。新学習指導

要領とあわせてタブレットの導入についても検討を進めていきたいと考えています。 

 また、学校でのＩＣＴの活用ということも検討してきたいと思います。統合型校

務支援システムがどのようなものかといいますと、児童生徒の成績処理、出欠管理、

授業時数等をシステムで管理するものです。具体的には学績管理機能、通知表作成、

時間割作成、体力テスト等保健業務などにも利用することが可能です。これまでは、

エクセル管理などを行っている状況で、児童生徒の出席日数、成績管理に膨大な時

間を要しているところです。これらを一元管理することが可能になります。 

 ＩＣＴ化の業務改善イメージは、グループウェアのようなイメージとなり、生徒

一人のデータを複数の先生が共有管理することが可能です。市役所の仕組みでいう

ところグループウェアや共有ファイルを用いて業務を行う事と近いイメージになり

ます。 

 北海道教育委員会が推奨するシステムを空知管内で導入することにより教職員が

管内で異動した際も同じシステムを利用することができるため、利用者側のスキル

も上がっていくものと考えています。 

 教務システムのほか、グループウェアとしてメールの一斉配信、電子会議、スケ

ジュール管理、勤務の割り振りができることや、先生方の勤務実態を確認できる機

能を活用して、働き方改革に役立つものと考えています。 

 これら、教務支援システムとグループウェアを合わせたものが統合型校務支援シ



ステムとなります。 

 次に北海道教育庁の例によると、民間ソフトウェアを導入したことにより、年間

平均換算 116.9 時間、一日あたり 29 分の時間軽減となっております。これにより、

時間外勤務の減少、授業準備にかける時間の増加、子どもと向き合う時間が増加し

たということになっております。 

 校務支援システムは北海道教育局、空知教育局、ＨＡＲＰの協力によりまして、

市役所でもデモを行っております。また、中央小学校で市内の小中学校の先生を集

めてパソコンのデモを行い教職員の皆さんからおおむね好評をいただいているとこ

ろでございます。 

 次に、30 年 4 月現在において空知管内の導入状況は沼田町、月形町、南幌町、長

沼町、由仁町、栗山町であり、31 年度 4 月に向けて岩見沢市、砂川市、滝川市、夕

張市が導入に向けて準備をしているところであり、美唄市についても予算要求して

いきたいと考えております。 

 北海道都市教育委員会連絡協議会、北海道都市教育長会議においても校務支援シ

ステムの導入に向けた取り組みを進めるということを確認されている状況です。 

 次に、導入費用について申し上げます。初年度の費用は小中学校合わせて 370 万

円が必要となり、教員が 147 名おりますので、ひとりあたりの換算で年間 25,000

円、月額 2,100 円となります。平成 32 年度以降は約 299 万円となり、ひとりあたり

年間 20,300 円、月額 1,695 円となります。他の市町村においても導入費用は同じ額

になります。 

 説明は以上でございます。 

 

●髙橋市長 ただいま説明がありました件につきまして、ご意見、ご質問があれば

お願いいたします。 

 

●土肥委員 今説明があった内容を進めていかなければいけない時代だと思います。

できるだけ早急に予算確保と整備を進めて頂けるようお願いします。 

 

●髙橋市長 美唄に異動した先生が美唄においてシステムがなければ困ることが考

えられますし、時間軽減があった時間を授業準備やこどもたちと向き合う時間に使

うということになっているようですので、もっとより良い改革にしなければならな

いと思いますし、早く導入できるように努めていきたいと思います。 

 次に移ります。協議事項の三つ目、ＡＬＴの活用について説明をお願いします。 



 

●松井指導室長 ＡＬＴを小中学校すべての学級に週 1 時間配置しているという状

況で、平成 30 年度は試行期間で小学 5・6 年生が週 1.4 時間となっております。小

学 3・4 年生が週 0.4 時間となっております。中学校は 4 時間あります。平成 32 年

度には新学習指導要領により時間が増えることになります。小学 3・4 年生が年間

34 時間であり、英語ではなく外国語活動としており、違いは言語に親しむことを目

的としています。 

 また、小学 5・6 年生が外国語活動であったものが本格的に英語を勉強することに

なります。週 2 時間、内容がオールイングリッシュになります。日常会話ができる

ようにレベルが上がります。平成 32 年 33 年にはＡＬＴが足りなくなることが想定

されます。平成 29 年がＡＬＴ2 名体制で 1,938 時間、1 週間に 55 時間入っているこ

とになり、2 名で割るとほぼ 2 名がどこかの英語の時間に必ず入っているというこ

とになります。試算で平成 32 年には 2,935 時間必要となることであります。週 1

時間各学級の英語の全時間に配置することを考え試算しています。このことからＡ

ＬＴ人数の増員を考えているところでございます。 

 説明は以上になります。 

 

●髙橋市長 ＡＬＴの活用について説明がありました件につきまして、ご意見、ご

質問があればお願いいたします。 

 

●齋藤委員 平成 32 年度は何人増員が必要か。 

 

●松井指導室長 将来的な話になりますが、各学校に 1 名常勤として配置したいと

考えております。 

 

●齋藤委員 ＡＬＴに係る予算は市の持ち出しになるか。 

 

●松井指導室長 現在市の嘱託が 1 名と斡旋するジェットという機関から派遣され

ている方が 1 名という状況です。 

 

●阿部学務課長 ジェットの派遣の方は最大 5 年間の派遣という形で来ていただい

ています。給与については美唄市から支払っています。 

 アメリカに年 1 回帰る費用は交付措置があります。給与は 2 名で年間 900 万円程



度です。 

 

●髙橋市長 各自治体が一斉に採用することになると、人材そのものが確保できる

のか。 

 

●阿部学務課長 ジェットには年齢・国籍・性別等を要望すると応えていただける

仕組みになっており、最大 5 年間という決まりがあります。 

 

●髙橋市長 採用にあたりトラブルの例はあるか。 

 

●阿部学務課長 他の例でトラブルの報告は受けています。 

 

●星野教育長 ＡＬＴについては、教育委員会が人材確保の観点から可能であるの

か等の情報提供を行ったうえで議論を深めていくことが重要だと考えます。 

 校務新システムについても、現状と課題を踏まえて、教育委員会としての方向性

を示すことが必要かと思います。先程、委員からシステムの必要性があるとご意見

がありましたが、なぜ必要なのか議論を深められればよかったと思います。 

 

●髙橋市長 全体を通して何かご意見はございませんか。 

 

●高橋委員 市長や議員が視察をして現場を確認したほうが良いと思います。机上

の会議だけではなく、伝わらない部分もありますので実際に見てこどもたちが活用

している姿を確認したほうが良いと思います。 

 

●土肥委員 国の方針として進めると決まっているものに対して議論していくこと

が必要なので、市長部局からも今後の教育について、どのように取組み予算化して

いくのかという点を積極的に提案していただきたいと思います。 

 

●齋藤委員 本日協議事項に挙げられた件について、今後の美唄市の教育活動にと

ても必要なことだと思いますので、まちづくりの観点からも美唄市は教育を頑張っ

ているということを発信していかないと人口減少と移住対策が進んでいかないと思

いますので、これについての予算措置を十分にお願いしたいと思います。 

 



●今野委員 ＡＬＴに関してこどもたちに一番素直に入ってくる英会話であるため、

こどもたちから聞く話で、英語の先生とＡＬＴの発音の差が問題であると聞いてい

ます。同じことを聞いてもＡＬＴの先生からは全く聞き取れないということもある

ようです。このことから英語の時間は 1 人の教師が通して行うのが理想であると考

えます。 

 

●髙橋市長 その他、全体をとおして何かご意見はございませんか。今後ご意見が

ありましたら、教育委員会事務局又は市長部局にも随時いただければと思いますの

で、宜しくお願いいたします。 

 

●高橋委員 幼稚園保育園無償化の関係で、保育士不足について、待遇の面も含め

た人材確保が問題になっていて今後対処しなければならないと思います。また、こ

どもの受け入れ態勢を見直さなければならないと思います。 

 

●髙橋市長 一番の課題は、保育は保健福祉で幼稚園は教育という縦割りの弊害と

いう問題がございます。この点において、子育てというくくりにするかあるいは教

育ということになるのかいずれにしても一体となって議論をする必要があると思い

ます。また、一体として進めるためには保健福祉と教育との事前の協議も重要にな

ってくるので、ご提示いただいた内容を課題として解決に向けた取り組みを早々に

行っていきたいと思います。 

 

●今野委員 学校の設備に関して、東小学校の廊下と 2 年生教室の雨漏りについて、

対応をお願いします。 

 

●髙橋市長 教育委員会は把握しているか。 

 

●阿部学務課長 把握しています。雨漏りがどこからきているのか調査中です。 

 

●髙橋市長 引き続き対応をお願いします。その他ご意見が無いようですので、事

務局から何かありますでしょうか。 

 

●中平総務部長 教育大綱の策定のスケジュールにつきましては、今年度中に教育

大綱を策定しなければならないため、本日の協議内容を踏まえ次回の総合教育会議

の中で大綱を確定したいと考えております。また、本日、大綱案を承認いただきま



したが、再度お目通しをいただき、何かお気づきの点がありましたら、ご意見等を

反映させたいと思いますので、事務局を通してご連絡いただきますようお願いしま

す。なお、次回の総合教育会議の開催予定についてですが、来年 2 月中旬頃に開催

したいと考えております。 その際には、あらためてご案内させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 

●髙橋市長 次回は、2 月を目途に開催をさせていただきたい、という内容でござ

います。以上をもちまして第二回の総合教育会議を終了したいと思います。お疲れ

様でございました。ありがとうございました。 

 

 16：00   終了 

以上会議の顛末を記載する。 

 


