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回 答 要 旨 

テーマ 質 問 事 項 ブロック 担当課 回答者 

1 

子育て支援について 

①経済的負担の軽減 西部    

学校用品費や給食費の助成について 
所得制限の見直し 

 学務課 学校教育部次長 岩崎 昌美 

医療費の全額補助   など  子育て助成課 子育て助成課長 松本 裕紀 

②通学路の安全確保 北部 学校保健課 学校教育部次長 石原 伸広 

③子どもたちのメディアの利用 北部 教育指導課 学校教育部次長 佐藤 潤一 

④子どもたちの居場所確保 北部 子育て支援課 子育て支援部次長 竹内 貴信 

2 

子どもの心のケアについて 

①いじめ，不登校 中央 教育指導課 学校教育部次長 佐藤 潤一 

②スクールカウンセラー 新永 学務課 学校教育部次長 岩崎 昌美 

3 

スポーツ教育について 

①運動不足に対する認識と取組 神楽 学校保健課 学校教育部次長 佐藤 潤一 

②多くの子どものスポーツ参加の促進 神楽 スポーツ課 スポーツ課長 高橋 慶太 

③中体連 神居 教育指導課 学校教育部次長 佐藤 潤一 

④部活動 神居 教育指導課 学校教育部次長 佐藤 潤一 

⑤小中学校の授業でのスキーリフト代の補助 神居 学務課 学校教育部次長 岩崎 昌美 

4 

子どもの学びの保障について 

①春の学び場 南部 教育指導課 学校教育部次長 佐藤 潤一 

②学校でのコロナウイルス感染防止対策 南部    

 具体的な対策  学校保健課 学校教育部次長 石原 伸広 

 トイレの洋式化などインフラ整備  学校施設課 学校施設課長 三浦 雅仁 

③ＧＩＧＡスクール 東部 学務課 学校教育部次長 岩崎 昌美 

④学校行事や授業の実施 東部 学校教育部次長 佐藤 潤一 

・卒業式や入学式 
・休校になった際の学校行事・授業の実施

 学務課 
教育指導課 

令和２年度 旭川市・市教育委員会との教育懇談会（Ｒ2.10.16(金)）



- 2 - 

１ 子育て支援について：西部ブロック・北部ブロック

【①学務課，子育て助成課，②学校保健課，③教育指導課，④子育て支援課】 

（質問） 

・コロナウイルスの影響も加わる中，子育てにかかる経済的負担の軽減について，どのような

お考えがあるでしょうか。 

・子どもを取り巻く環境が多様化・複雑化する中，子どもの安全や居場所を確保する取組につ

いてお伺いします。 

（質問読み原稿）

はじめに経済的な支援についてです。新型コロナウイルスの影響で，職を失ったり，収入が減ったりした家庭

があり，これからも，そのような家庭が増えていくことが考えられます。また，学用品等も値上がりし，医療費

の負担など子育てにかかるお金もさらに増えてきているように感じます。 

経済的な負担が大きく，子育てに苦労している家庭は，これからますます旭川市全体に広がっていくと思いま

す。このような状況だからこそ，子育てにかかる負担を減らさなければならないのではないでしょうか。 

さらに，子どもの安全確保・居場所についてです。地域の教育力の低下や共働き世帯の増加をはじめ，子ども

たちを取り巻く環境は，多様化・複雑化しています。また，ＳＮＳなどによる「ネットいじめ」や児童虐待，不

審者の出没など，子どもが巻き込まれる事件が後を絶ちません。このような中，子どもの安全や居場所を確保す

るための取組を進めることが重要だと思います。そこで，次の点についてお伺いします。 

①１点目は，経済的負担の軽減についてです。 

学用品費や給食費の助成についての所得制限の見直しや医療費の全額補助など，子育てにかかる経済的負担の

軽減について，どのようなお考えがあるのでしょうか。                    ･･･【西部】 

②２点目は，通学路の安全確保についてです。 

見通しが悪い交差点があったり，横断歩道や停止線の塗装が剥がれていたり，冬季間の除雪が十分にされてい

なかったりするなど，通学路の安全が十分でない例が各地区ＰＴＡより報告されています。通学路の危険箇所の

実態把握をどのように行い，どのように改善を図っているのかについてお伺いします。      ･･･【北部】 

③３点目は，子どもたちのメディアの利用についてです。 

スマートフォンの利用や，ＳＮＳ・オンラインゲームを通じたトラブルを耳にします。犯罪に巻き込まれる危

険性などについて，子ども達や保護者に対し，どのように周知していますか。また，今後，どのような取組を進

めていく予定なのかについてお伺いします。                         ･･･【北部】 

④４点目は，子どもたちの居場所の確保についてです。 

放課後，子どもたちが安心して過ごせる居場所を確保することは，とても大切だと思います。放課後児童クラ

ブをはじめ，その他に，どのような居場所を確保されているのかについてお伺いします。また，今後，新型コロ

ナウイルス感染症の拡大により学校が臨時休業となった場合の子どもの居場所について，どのような取組を進め

る予定なのかについてお伺いします。                            ･･･【北部】 
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（回答）                        テーマ１：子育て支援について 

①経済的負担の軽減【学務課】 

 本市では，経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒を支援し，保護者の負担軽減を

図るため，学用品費や学校給食費等就学に必要な経費の一部を援助する就学援助を行っておりま

す。 

 就学援助の認定に当たりましては，生活保護基準に一定の倍率を乗じたものを基準額として 

定めておりますが，基準額につきましては，児童生徒の教育を受ける機会が妨げられることが  

ないよう，生活保護基準の改正に併せて見直しを行っております。 

 今後も同様の基準額算定方法とする予定ですので，御理解いただきたいと思います。 

①経済的負担の軽減【子育て助成課】 

 本市における子ども医療費の助成状況につきましては，市民税非課税世帯につきましては，中

学校まで全額助成の自己負担無しとなっており，市民税課税世帯につきましては，０から２歳ま

では全額助成，３歳以上については，一部助成の１割負担となっております。 

子ども医療費の助成は，子育て支援で重要な施策のひとつであります。 

ただ，助成拡充のためには，大きな財政負担が伴うものであり，予算の確保のためには，市で

行っている様々な施策の優先性を踏まえ，判断されるところであり，なかなか難しいところもあ

りますが，引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

また，合わせて子ども医療費助成は本来全国一律の制度が望ましいと思っておりますので，国

に対しても子どもの医療費助成について要望してまいります。 

②通学路の安全確保【学校保健課】 

 児童生徒の登下校における安全確保に関わる市教委の取組としては，対策に関わる関係機関の

横の連携を強化し，各関係機関がそれぞれの担当分野で実行可能な対策を確実に実施するため，

学校を通じて把握した地域の通学路等における交通・防災・防犯上の危険箇所について，所轄  

警察署，道路管理者，市の交通防犯担当部局等の関係機関による合同点検を行い，情報を共有す

ることで，各機関が連携して交通安全施設の整備，除排雪等の対策を実施しております。 

 ＰＴＡや保護者を初めとする地域の皆さまにおかれましても，地域の交通安全上の危険箇所に

関する具体的な情報を，各学校を通じて市教委にお知らせいただきますよう御協力をお願いいた

します。 

③子どもたちのメディアの利用【教育指導課】 

インターネットは，情報収集や娯楽としての活用のほか，コミュニケーションツールとしても

利便性が高く，正しく使えば生活を豊かにしてくれるものであります。しかしながら，一方では，

生活リズムの乱れや，犯罪などのトラブルに巻き込まれるリスクがあることに加え，子ども自身

が加害者になる場合もあり，学校と家庭が連携し，情報モラルに関する指導を充実させることが

必要であると考えております。 
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教育委員会においては，昨年度，「情報モラル教育リーフレット」の児童生徒用と保護者用を  

作成し，学校を通して配付いたしました。本リーフレットには，中学生が考えた「インターネッ

ト上におけるいじめ防止宣言」のほか，保護者が果たすべき役割などについて記載しており，各

学校には，様々な機会を通じて，本リーフレットを活用し，子ども達に指導するとともに保護者

へ周知するよう依頼しているところです。 

また，毎年一回，管理職を含めた教職員，保護者，子どもの健全育成に関わる関係機関の職員

を対象とした「生徒指導研究協議会」を開催しておりますが，近年では，スマートフォンの利用

や，ＳＮＳ・オンラインゲームを通じたトラブルについても協議を行うなど，保護者の理解の  

促進に努めているところです。 

各学校においては，携帯電話会社の社員や警察官などを講師とした「インターネット安全教室」

を開催しており，保護者にも参加を呼びかけたり，中学校では，入学説明会の際に，警察官から，

インターネットやスマートフォンの使用に係る，危険性や安全対策についての説明等が行われて

おります。 

今後は，今年度の生徒指導研究協議会を令和３年１月に開催する予定となっておりますので，

市Ｐ連の皆様から各学校の保護者の皆様へ,積極的な参加を呼びかけていただければと思います。 

また，教育委員会が作成した「情報モラル教育リーフレット」を市Ｐ連ブロック研修会や単Ｐ

研修会において御活用いただくほか，各学校で開催している「インターネット安全教室」への  

参加，警察やｅネットキャラバンなど専門家を講師としたＰＴＡ研修会の開催等により，子ども

達をネットトラブルから守るための保護者の役割等について，理解を深める機会を設けていただ

ければと思います。 

④子どもたちの居場所確保【子育て支援課】 

子どもの居場所についてのご質問です。 

まず，放課後児童クラブについてですが，本市では，これまで，新規開設や移設拡張を行い，

定員の拡大を図ってきた結果，平成２８年１２月時点で待機児童数ゼロを達成し，それ以降現在

まで待機児童数ゼロを継続しています。 

また，放課後児童クラブの未設置校の日章，大町，江丹別に，昨年度から新たに放課後子供教

室を開設しています。 

さらに，市内には，児童センターが６か所と，主に中学生以上の子どもが活動する場所ではあ

りますが，北彩都子ども活動センター（あそび～ば）が１か所ございます。 

これらは，子どもの健全育成を目的とした施設であり，子どもたちが放課後に安心して過ごせ

る居場所として活用していただければと思っています。 

次に，新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が臨時休業となった場合の子どもの居場所

についてですが，学校の臨時休業が実施された今年の３月５日から３月２５日までの間は，午前

中は学校施設等による緊急的な受入れ，午後は放課後児童クラブを前倒しで開所するとともに特

例入会を受け付けて対応しました。今回の対応は，保護者がどうしても休むことができない業務

に就いている児童の居場所を確保するために，緊急避難的に実施したものでありますが，今後の

状況により適宜適切な対応が必要と考えています。 
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２ 子どもの心のケアについて：中央ブロック・新永ブロック

【①教育指導課，②学務課】 

（質問） 

・近年のいじめ認知件数及び不登校児童生徒数の増加傾向にあることから，その要因及び未然防

止策や，それに伴う教育委員会・学校・家庭・地域の役割についてお伺いします。 

・コロナ禍でのスクールカウンセラーの相談しやすい体制づくりについてお伺いします。 

（質問読み原稿） 

≪読み原稿≫ 

近年のいじめ認知件数及び不登校の児童生徒数は増加傾向にあり，学校・家庭・地域として人ごとではない重

要な問題に思います。平成３１年２月に「旭川市いじめ防止基本方針」が策定されたこともあり，いじめの要因

や防止対策についてお聞きしたいと思います。 

また，コロナ禍でのいつもと違う生活で，子ども達は心と身体のバランスをくずし，やる気が見られない事や

些細な事でも敏感に反応している事が見受けられました。登校がままならない期間を経て授業が再開し，学校の

新しい生活様式にも慣れてきたとは思いますが，学習・行事・部活等，予定通りにいかない中，心にかなりのス

トレスを抱えています。このコロナ禍を機に，子供の心の拠り所として，相談しやすいスクールカウンセラーの

充実を図ることは非常に大切な事だと思います。そこで，次の点についてお伺いします。 

①１点目は，文部科学省が令和元年１０月に発表した調査結果によると，いじめ認知件数は平成２４年度から，

不登校児童生徒数は平成２５年度から，それぞれ平成３０年度まで増え続けています。児童生徒の全体数が減少

してきているにも拘らずその増加の原因を教えてください。また，それぞれ要因は様々ですが，特に人間関係や

心の問題が多く，『旭川市いじめ防止基本方針』では，留意点として人権意識とその正しい理解，自他尊重及び

自己有用感や自己肯定感の育成などの大切さが書かれてあります。未然防止の取り組みの中でその留意点に対す

る教育委員会をはじめ学校現場の方策，そして家庭・地域で大切なことは何でしょうか。     ･･･【中央】 

②２点目は，子どもが自分から相談をする事は，とても勇気のいる事だと思います。スクールカウンセラーの方

が学校に常駐して，朝の会や帰りの会などに顔出しや声掛けをし，相談しやすい環境づくりが必要だと思います。

スクールカウンセラーの各学校への配置状況や体制づくりについてお伺いします。        ･･･【新永】 
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（回答）                     テーマ２：子どもの心のケアについて 

①いじめ・不登校【教育指導課】

 いじめにつきましては，いじめ防止対策推進法の制定や国のいじめ防止基本方針の策定等に 

より，いじめの芽や軽微な事案も認知し，早期解消に向け組織的に対処するよう示されたことを

受け，各学校において，積極的な認知と組織的な対応に努めた結果，全国的に認知件数が増加し

ている傾向が見られます。

 また，不登校につきましては，学校に係る状況や家庭に係る状況，無気力や漠然とした不安  

などの要因が複合的に絡み合っていることが多く，増加の原因を特定することは難しいと考えて

おります。

 いじめを未然に防止するためには，児童生徒自らがいじめの問題について考え，話し合い，  

いじめの防止を訴えるような取組を推進することが重要であると考えており，教育委員会に  

おいては，全ての中学校から代表の生徒が一堂に会し，いじめの問題等について話し合う「生活・

学習Ａｃｔサミット」を開催するなどしておりますし，各学校においても，年間プログラムに  

基づいて「いじめ撲滅集会」を開催するなど，各学校の実情に応じた児童生徒が主体となった  

取組を推進しております。

 保護者の皆様には，それぞれのお子様に，家庭や社会の中で果たすべき役割があることや自分

を認めてくれる人がいることを実感させるなどして自尊感情を育むことを大切にしていただきた

いと考えております。また，家庭での会話や触れ合いを通して，お子様の生活の様子の変化や不

安な気持ちなどをいち早く把握するよう努めていただき，把握した場合にはお子様に寄り添って

共感的に理解するとともに，学校や関係機関に相談するなどして，悩みや不安の解消に努めてい

ただくようお願いします。

②スクールカウンセラー【学務課】 

スクールカウンセラーにつきましては，北海道教育委員会の事業として全中学校に配置され，

配置中学校から一部小学校にも派遣されております。本市におきましては，各学校の相談体制の

一層の充実を図るため，道で配置しているカウンセラーの配置時間数に市費で配置時間を上乗せ

し，配置をしております。 

また，小学校カウンセラーにつきましては平成２６年度から市費で１名を雇用していることに

加え，令和元年度からは，道費による小学校カウンセラー１名と，中学校カウンセラーを校区内

の小学校にも派遣しており，市内全小中学校でスクールカウンセラーに相談ができる体制となっ

ております。 

令和２年度につきましても，全小中学校に派遣・配置しているところで，特に今年度は，新型

コロナウイルス感染症に係る「児童生徒の心のケア」の取組として，令和元年度よりも配置時間

を増やして対応しております。 
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３ スポーツ教育について：神楽ブロック・神居ブロック

【①，③，④教育指導課，②スポーツ課，⑤学務課】 

（質問） 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため新しい生活様式が求められていますが，スポーツ教

育は子供たちの成長にとって重要な意義があると考えます。コロナ禍での外出自粛や休校による

子供たちの運動不足の認識と，子供たちのスポーツ参加の促進についてお考えをお伺いします。 

・部活動に関わる全市・全道規模の大会の実施や少子化等に伴う部員の確保，冬季スポーツの充

実についてお伺いします。 

（質問読み原稿） 

スポーツは子供たちの体力作りや健全育成，さらに，生涯にわたる健康増進など重要な要素をもっています。

旭川市スポーツ推進条例を制定した今，市には，スポーツ教室の主催や子どもとスポーツ団体をつなげる架け橋

を期待し，子供たちには，さまざまなスポーツの楽しさを知り，また，自分に挑戦する貴重な機会として，スポー

ツに積極的にふれさせてあげたいと考えます。 

また，コロナウイルス感染等で学校における部活動が制約を受けています。部活動やそれに関わる各種大会等

の今後の展望や冬季スポーツの充実についてお聞きしたいと思います。 

そこで，次の点についてお伺いします。 

①１点目は，近年のＳＮＳやゲームの影響，さらに，コロナ禍での外出自粛や休校の影響を受けた子供たちの運

動不足に対する認識と，今後の運動不足解消の取り組みについてお伺いします。         ･･･【神楽】 

②２点目は，スポーツを行うには，その機会，道具，場所が必要であり，とくに障害のある子どもへの指導は，

指導者の専門知識が必要です。そこで，障害のある子ども等，多くの子どもへのスポーツ参加の促進について，

今後の取り組みをお伺いします。                              ･･･【神楽】 

③３点目は，本年度の中体連がコロナの影響で中止となりましたが，3 年生には悔しい思いをしたことと思いま

す。代替の大会等も検討・実施されていたことと思いますが，時間的制約があり，大変苦慮したことを聞きまし

た。秋冬と季節が変わりますが，今後，新人戦や全 

道大会等はどのように実施されていくのでしょうか。                     ･･･【神居】 

④４点目は，少子化に伴い部活動加入者も減少し，部員の確保が難しい状況となっています。改善策として部活

動を近隣地域内で割り当てる方法を取ってみてはどうでしょうか。例えば，Ａ校はサッカー，Ｂ校は野球といっ

た競技ごとの割当校を設定し，学業は校区内の学校で，部活動は割当校にて活動するという方法が考えられます。

また，部活動の指導者等を確保するため，市で部活動指導員等のサポーターを募ってもらい，市に後方支援をし

ていただくことは可能でしょうか。                             ･･･【神居】 

⑤５点目は，小・中学校における冬季スポーツに親しむ機会の充実として，各スキー場でのリフト代補助等につ

いて何らかの施策を検討していただけないでしょうか。                    ･･･【神居】 
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（回答）回答順：①→③→④→②→⑤          テーマ３：スポーツ教育について 

①運動不足に対する認識と取組【教育指導課】 ※①，③，④（教育指導課分）まとめて回答

 近年のスマートフォンやタブレットの普及に加え，今年は，新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止による臨時休業や外出自粛の措置がとられたことにより，児童生徒の運動不足など心身

への影響が心配される状況です。

 そのため，教育委員会といたしましては，学校の臨時休業中に旭川市のホームページに開設し

た「あさひかわ春の学び場」において，ネットの適切な使用など臨時休業中の規則正しい生活に

ついて呼びかけるとともに，小・中学校ともに体づくり運動の動画に加え，学習の合間に行う  

体力づくりの運動方法や，ヴォレアス北海道と連携した自宅でできるストレッチ等の動画を掲載

するなど，運動する機会の確保に取り組んでまいりました。

 学校再開後の体育の授業や部活動の実施に当たっては，児童生徒の体力の回復の状況に応じて，

活動の内容や形態，実施場所や時期等について配慮した上で，段階的に活動に取り組むよう通知

するとともに，各学校においては，２学期以降，感染症対策を徹底した上で創意工夫して運動会

や体育祭を実施するなど，保護者の御理解・御協力をいただきながら，体育活動を行っている  

ところです。

 今後は，冬季における運動不足が懸念されるところですが，新しい生活様式の下，感染症対策

に十分配慮しながら，児童生徒の体力づくりを計画的に継続するよう各学校に働きかけてまいり

ます。

③中体連【教育指導課】

今年度，中体連夏季大会が中止となったことから，中学校連盟及び各競技団体，中学校長会に

より代替大会が開催され，教育委員会では，施設の減免や教育長賞の授与などの支援を行ったと

ころです。

今後，中体連については，スキーなどの冬季大会が予定されていますが，実施の可否について

は，現在のところ未定となっております。また，新人戦については，地区大会及び全道大会共に，

各競技団体が主催することになることから，感染状況を踏まえ，各競技団体のガイドラインに沿っ

て開催の可否が決定されるものと考えております。

④部活動【教育指導課】

少子化に伴う部活動加入者の減少により，日本中学校体育連盟では，サッカーやバスケットボー

ルなどの７つの団体種目に限定し，複数校合同チームや拠点校方式による中体連の大会参加を認

めており，現在，本市においては，野球，バスケットボール，サッカーの３種目で合同チームの

活動が行われている状況があります。

部活動については，国において，地域への移行など見直しが図られる動きがあること，また，

現在認められている種目以外での複数校合同チームや拠点校方式による大会参加規定の整備が必

要であることから，それらの動向等を踏まえて，今後の在り方について検討してまいりたいと考

えております。
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また，指導者の確保についてですが，本市では，令和元年度から，国や北海道の補助金を活用

し，顧問の教員と同様に単独で技術指導や大会引率ができる部活動指導員を配置しております。

平日の部活動の時間帯に指導することや，これまでの外部指導者より責任が生じるため，人材の

確保などの課題はありますが，今後も学校の要望に応じて配置できるよう，人材や予算の確保に

ついて国や北海道に要望してまいります。

②障がいのある子どもを含む多くの子どものスポーツ参加の促進【スポーツ課】

２点目の「障害のある子どもたちを含めた,子どもたちへのスポーツ参加の促進について」です。 

将来を担う子どもたちが，心身ともに健やかに成長していくためには，小さい頃から運動に親

しむ中で，運動が好きになり，将来にわたって意欲的にスポーツに取り組んでいってもらえるよ

うな環境づくりが重要だと考えています。 

今年は，新型コロナウイルスの影響により，事業の見直しを余儀なくされておりますが，市や

旭川市スポーツ協会では，スポーツへのきっかけづくりを目的に，小学生の初心者を対象とした

スポーツチャレンジ講座やスポーツ教室などを開催しております。 

次に，障がい者スポーツにつきましては，毎年市の事業として障害者スポーツ大会や体験事業

を行っているのをはじめ，昨年からは旭川ハーフマラソンに，車いすユーザーの方にも参加いた

だけるように大会要項を見直すなど，障がいのある方のスポーツへの参加促進を図っております。 

また，競技性の高いパラスポーツへの関心を高めるため，合宿誘致にも取り組んでおり，今年

は，パラリンピックのクロスカントリースキーチームの合宿が本市で行われ，選手と地元の子ど

もたちとの交流が生まれています。 

さらに，今年度は，新たに大型の寄附金を財源として，足などに障がいのある子どもたちが，

スキー授業に参加するために必要なバイスキーという特殊なスキーと，歩くスキーで使うシット

スキーをそれぞれ６台（バイスキー５台＋チェアスキー１台／シットスキー６台）購入いたしました。 

今年の冬は，これらを授業で活用するほか，バイスキーやシットスキーの補助者講習会や児童

生徒向けの体験会を開催する予定であり，冬期間におけるスポーツ機会の向上にも取り組んでま

いります。 

いくつか事例も含めお話しさせていただきました。 

御質問でも触れていただきましたが，今年の４月に，市内におけるスポーツ活動を更に盛り上

げていくため，旭川市スポーツ推進条例を制定したところであり，今後とも，学校教育部をはじ

め関係部局と連携を図りながら，障がいのあるなしにかかわらず，子どもたちが日常的にスポー

ツに取り組める環境の充実に努めてまいりたいと考えております。 

⑤小中学校授業でのスキーリフト代補助【学務課】

 冬季スポーツとして，各学校ではスキー授業に取り組み，スキー場を利用することもあります。

スキー授業を行っている学校の就学援助対象の児童生徒には，用具購入に係る経費を定額で支給

しておりますが，授業でのスキーリフト代補助につきましては，スキー場に御協力いただき，通

常よりも安価な価格で利用させていただいているところです。授業でのリフト代補助については，

本市の財政状況が厳しいことから，難しいところであり，御理解いただきたいと存じます。
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４ 子どもの学びの保障について：南部ブロック・東部ブロック

【①，④教育指導課，②学校保健課，学校施設課，③，④学務課】 

（質問） 

（１）学習習慣等による学力格差について 

・旭川市における学力格差の現状とその改善策，自宅での学習習慣の定着を進めるコンテンツ

等の対策についてお伺いします。 

（２）学校でのコロナウイルス感染防止対策について 

・学校でのコロナウイルス感染防止対策や，冬を迎えるにあたり，安全・安心な環境をどのよ

うに維持するのかお伺いします。 

（３）オンライン教材の活用や学校行事，授業等の実施について 

・ＧＩＧＡスクール等の内容や進捗状況，コロナウイルス感染防止等に関わる学校行事や授業

等の実施についてお伺いします。 

（質問読み原稿） 

読み原稿≫ 

新型コロナウイルス感染症により，人々は新しい様式を取り入れた対応を求められ，子供たちを取り巻く環境

も例外なく対応しなくてはなりません。大人が知恵を絞り，次代を担う子供たちに何を残していけるのか，家庭

と学校，行政が今まで以上に連携して行かなければ，この難局を乗り切ることができないと感じます。 

特に，新型コロナウイルス感染症が発生したことで休校になったこともあり，今後はそのような状況が増える

傾向になると考えられます。それに伴って，オンライン授業やＩＣＴの活用の需要が高まり整備が急がれます。

ＧＩＧＡスクール構想に向けて進んでいるとは思うのですが，内容や進捗状況がどこまで周知されているのか不

透明な現状に思います。そこで以下の点について質問します。 

①１点目は，休校になった際に活用した「春の学び場」についてどのような効果があったかは検証されたでしょ

うか。学習習慣等による学力格差の課題で，旭川市における学力格差の現状とその改善策の見通しをお伺いしま

す。また，コロナに関わらず自宅で教材を活用し，学習習慣の定着を進めるコンテンツなどの対策をとっていた

だけるのでしょうか。                                   ･･･【南部】 

②２点目は，学校でのコロナウイルス感染防止対策として，旭川市では具体的にどのような対策を講じています

か。学校の築年数も古く，トイレの洋式化などのインフラ整備が十分でないように感じますが，今後の見通しを

お伺いします。 

また，冬を迎えるにあたり，今後換気に対して十分な対応をとることが厳しくなることが予想されますが，旭

川市として学校現場での三密を避けるための具体的な施策など，安全・安心な環境をどのように維持するのか見

通しをお伺いします。                                      ･･･【南部】 

③３点目は，ＧＩＧＡスクールの取組で，学校のＩＣＴ環境が整備されると聞きましたが，パソコンやタブレッ

トの設置・設定やソフトの使い方など，ＩＣＴに関する技術及び知識には個人差があります。児童生徒・保護者・

教員それぞれの立場からその差を埋めるため，学校に担当職員やヘルプデスクを設置する予定はありますか。ま

た，臨休時に，全児童生徒がリモート授業などを受けることができるよう対応していただけるのでしょうか。 

･･･【東部】 

④４点目は，コロナ禍において，通常とまではいかないにしても，運動会・修学旅行などの行事が実施されます

が，卒業式や入学式等，子供達の門出の行事に保護者や在校生が参加できないことは悲しく残念な事です。今年

度はどのようになるか，まだ分かりませんが，人数制限等を設けてでも参加できるように，ご考慮いただけない

でしょうか。感染症や被災によって休校になった際の学校行事や授業の実施について，ガイドラインを決めると

したら，旭川市で統一したものなのか，各学校で設定するのか，お考えや検討していることがあればお伺いした

いです。                                                     ･･･【東部】 
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（回答）回答順：①→④→②→③         テーマ４：子どもの学びの保障について 

①春の学び場【教育指導課】 ※①，④（教育指導課分）まとめて回答

教育委員会が臨時休業中に開設した「あさひかわ春の学び場」は，児童生徒が臨時休業中でも

計画的に学習に取り組むことができるよう，旭川市のＨＰ上に，学年毎に毎日の時間割を示し，

学習課題に取り組んだり，授業動画を視聴できるようにしたサイトです。本サイトにつきまして

は，今年度の５月末までのアクセス数は約 24万３千件となっており，多くの児童生徒，保護者に

利用していただき，家庭学習での活用に一定の効果があったものと考えております。

次に，本市児童生徒の学習習慣等と学力との関係につきましては，平成３１年度に実施された

全国学力・学習状況調査の結果から，家で，自分で計画を立てて勉強をしていると回答をした  

児童生徒は，教科の調査ではどの教科でも正答数が多い傾向にありました。このため，教育委員

会としては，見通しをもって計画的に学習に取り組ませる指導や，オンライン教材であるｅライ

ブラリアドバンスを活用した家庭学習を促す取組について，「指導の改善策」として各学校に示し

たところです。

また，コロナ禍に関わらず自宅で教材を活用し，学習習慣の定着を進めるコンテンツなどの  

対策につきましては，本市では，先ほどもお話ししたオンライン教材であるｅライブラリアドバ

ンスを導入しており，児童生徒には，学校からＩＤやパスワードが割り振られておりますので，

御家庭での学習習慣の確立に向け，ぜひ活用いただければと考えております。

④学校行事や授業の実施【教育指導課，学務課】

 学校行事は，日常の教科等の学習では得られない学びが期待できる貴重な学びの機会であり，

子どもたちはもとより，保護者の皆様も大変楽しみにもしているものと認識しております。現在，

各学校においては，感染症対策を講じた上で，時期や内容等を工夫し，運動会や修学旅行等を  

実施しているところです。 

 学校行事や授業につきましては，国の基準に基づいて，各学校において計画・実施することと

なっており，今後予定されている卒業式や入学式については，実施時期の感染状況等を踏まえる

こととなりますが，内容や方法を工夫するなど，児童生徒や保護者の皆様の思いにも十分配慮す

るよう学校に働きかけてまいります。また，休校になった際の授業については，来年度の児童生

徒一人一台端末の整備後になりますが，各学校でオンラインによる授業が適切に行われるよう，

教育委員会で指導計画例を作成し，各学校を支援してまいります。 

②学校でのコロナウイルス感染防止対策【学校保健課】

 学校における新型コロナウイルス感染症対策は，文部科学省のマニュアルに基づき，手洗いや

マスクの着用などの基本的な対策をはじめ，家庭と連携した登校時の健康確認や検温，複数の  

児童生徒が触れる箇所の消毒や換気，密集や密接の状態を作らないよう学習活動や行事の方法を

工夫するなど，各学校がそれぞれの実情に合わせて対策を講じています。

対策に当たっては，教育委員会からハンドソープや消毒液等の衛生用品を学校に配付するほか，

国の新型コロナウイルスに係る臨時交付金を活用し，各学校が状況に応じ，換気や衛生対策に  
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必要な物品を購入するなど，子ども達が安全に学校生活を送ることができるよう取り組んでおり

ます。

 これから冬に向けて，夏期のように教室等の窓を開け放つことは難しくなりますが，新型コロ

ナウイルス対策には「換気」が重要ですので，窓や扉の開け方の工夫や，換気扇や扇風機等を   

活用するなどにより短時間で効率的に換気を行い，これまで取り組んできた感染症対策とあわせ

て徹底していくことで，集団感染のリスクの低減に努めてまいります。

②学校でのコロナウイルス感染防止対策【学校施設課】

学校における新型コロナウイルス感染症対策としての学校施設の整備でございますが，学校 

トイレの洋式化につきましては，洋式便器は和式便器に比べてウイルスや細菌への感染リスクが 

低いこと，また，これまで課題でありましたトイレの環境改善を図る上から，本年度，全体で    

約４６０基の洋式化を行うとしたところであります。

なお，整備に当たっては，各学校の男女別の児童生徒数や既存の洋式便器数，各学校の状況な

どを勘案しながら進めることとし，各校における洋式トイレ１基当たりの利用人数が男子で概ね

２５人，女子で概ね１０人となるよう配分することとしており，子どもたちの洋式トイレの待ち

時間を解消するなど，衛生環境の充実を図ってまいります。

現在，工事に向けて準備を進めているところであり，可能な限り早期の完了に努めてまいりま

す。

③ＧＩＧＡスクール【学務課】

 国が掲げるＧＩＧＡスクール構想により，本市では，当初，令和２年度に学校内のネットワー

ク整備を行い，令和５年度までにタブレット端末を整備することを考えておりましたが，コロナ

禍に伴い，国のＧＩＧＡスクール構想の加速化に伴い，令和２年度内に全児童生徒１人１台端末

及び，授業を担当する教員分の端末の整備が完了するよう準備を進めております。

 １人１台環境における教員のＩＣＴ活用指導力の向上に向け，１１月以降に，教員に対し，  

ＩＣＴ活用及び情報モラル等の研修を行い，令和３年度から授業を展開できるよう準備を進めて

おります。

 ＧＩＧＡスクール構想に伴い，学校に数多くのＩＣＴ機器が増えることとなります。学校現場

で活用するＩＣＴ機器及びソフトウエア，ネットワークなど安心して使うことができるよう，  

教職員からの問合せに応じ，サポートを行うことができる体制が必要と考えており，令和３年度

予算要求に向けた準備を進めております。

 ＩＣＴを活用した家庭学習環境の有無について１１月頃に調査を行いますので，御協力をお願

いいたします。また，今後，学校が臨時休業になった際に，ＩＣＴを活用した家庭学習環境がな

い家庭に対しましては，ＩＣＴ機器等の貸出しを行い，児童生徒の学びの保障を行ってまいりま

す。


