
経済教育常任委員会事務調査報告書 

 

 令和３年第４回美幌町議会臨時会において承認を得た事件について、調査の結果を美幌

町議会会議規則第７７条の規定により、次のとおり報告します。 

  令和４年１１月１０日 

 

                      美幌町議会経済教育常任委員会    

                委員長  髙 橋 秀 明   

 

 美幌町議会議長  大 原   昇  様 

 

記 

 

１ 事 件 名 

建設水道行政について、教育行政について 

 

２ 調 査 の 経 過 

委員会開催日 

    令和３年 ５月２６日、 ６月 ９日、 ７月１４日、 ７月２８日、 

８月１１日、 ８月２４日、 ９月 ８日、 ９月２２日、 

１０月 ６日、１０月２６日、１１月１０日、１１月２４日、 

１２月１４日 

令和４年 １月１１日、 １月２６日、 ２月 ９日、 ２月２４日、 

      ３月２３日、 ４月１３日、 ４月２２日、 ５月１２日、 

      ５月２４日、 ６月 ８日、 ７月 ４日、 ７月２６日、 

      ８月 ９日、 ８月２３日、 ９月２１日、１０月１１日、 

     １０月２４日、１１月 ２日、１１月１０日 

 

町内現地調査 

 令和４年 ６月 ８日 （廃棄物処理場：プラスチックごみの実態調査） 

 令和４年 ７月 ４日 （東 陽 小 学 校：ICT 教育の授業参観等による調査） 

 

町 外 調 査 

  令和３年１２月１４日 （奈良県平群町：資 料 及 び 質 問 書 に よ る 調 査） 

  令和３年１２月１４日 （岐阜県輪之内町：資 料 及 び 質 問 書 に よ る 調 査） 

    令和４年 １月１１日 （鹿児島県大崎町：オ ン ラ イ ン 視 察 に よ る 調 査） 

  令和４年 １月２６日 （福岡県大木町：オ ン ラ イ ン 視 察 に よ る 調 査） 

  令和４年 ４月２２日 （千葉県鴨川市：資 料 及 び 質 問 書 に よ る 調 査） 

  令和４年 ５月１２日 （福岡県田川市：資 料 及 び 質 問 書 に よ る 調 査） 

  令和４年１０月４～５日（北海道北広島市、江別市、幌延町：視察による調査） 



３ 調 査 の 結 果 

 【建設水道行政について】 

美幌町では、平成１５年度に「美幌町一般廃棄物処理基本計画」を策定、平成２５年

１０月に一部改訂、さらに基本計画の見直し作業を行い、令和４年３月には新たな「美

幌町一般廃棄物処理基本計画書」を策定し、廃棄物の抑制、循環型社会形成の推進と廃

棄物の適正処理に努めているところである。 

  しかしながら、美幌町における 1 人１日当たりの家庭系ごみの排出量は、北海道の目

標値５９０グラムに対し、令和２年度では８４１グラムと４割程度多い排出量となって

おり、リサイクル率においては平成２４年度で２３パーセントだったものが徐々に低下

し、令和２年度では１７.３パーセントと北海道の目標値３０パーセントに比較してか

なり低い状態である。 

  また、「第Ⅲ期埋立処分場残余容量調査業務委託報告」によると令和２年１０月末現

在、埋立容量９７,０００㎥のうち約５８,０００㎥が埋め立てられており、このまま推

移すると令和６年２月で埋立容量がなくなる計算とのことである。 

【教育行政について】 

  文部科学省では、近年、少子化の進展が中・長期的に継続することが見込まれている

ことなどを背景として、学校の小規模化に伴う教育上の諸課題がこれまで以上に顕在化

することが懸念されていることから、平成２７年１月に「公立小学校・中学校の適正規

模・適正配置等に関する手引き」を策定し、地域の実情に応じた活力ある学校づくりの

検討及び実施が求められた。さらに、現行の学校制度に係る諸課題に対応する取組とし

て平成２８年度に小中一貫教育が制度化された。 

  美幌町においても少子化の進行が深刻となっており、令和４年３月３１日現在、 

１５歳未満の年少人口は総人口の約９.５パーセントと１割を切っている状況で、今後

も減少が見込まれる。 

  また、小学校及び中学校における学習指導要領の改訂に伴い、「情報活用能力」が言

語能力と並んで学習の基盤となる資質・能力として位置付けられており、美幌町におい

ても、令和３年度から GIGA スクール構想により児童生徒全員にタブレット端末を１人

１台貸与し、「情報活用能力」の向上等を目指した ICT 教育を進めているが、今後はよ

り効果的な運用が求められる。 

  このような状況を踏まえ、経済教育常任委員会においては、建設水道行政に関しては

ごみの減量化及びリサイクル率向上について、教育行政に関しては小学校の統廃合を含

めた小中一貫教育及び ICT 教育について、令和３年度から道内外の先進地等の調査を進

め、委員会としての意見の集約をみたので、ここに報告する。 

 

（１）ごみの減量化及びリサイクルについて 

  ア 生ごみについて 

    鹿児島県大崎町は、町民・企業・行政の連携により「混ぜればごみ、分ければ資

源」を合言葉に、２７品目の分別に取り組み、ごみのリサイクル率は令和元年度 

８２.６％、また、平成１８年度から平成２９年度まで１２年連続日本一となって

おり、令和２年度においても１３回目の日本一に輝いている。 



大崎町における生ごみに関しては、庭木の剪定枝などとともに町のコンポストと

言われている「大崎有機工場」で完全堆肥化されている。 

   このように、排出された生ごみは「堆肥」としてリサイクル可能な廃棄物であ

り、ごみの減量化、再資源化を図るという視点から、生ごみの堆肥化を進めること

が望ましいが、堆肥化を事業として実施するとなると、堆肥の質の一定化や向上を

図るために分別の徹底や収集方法が問題となり、また、近隣自治体においては製品

化された堆肥の需要が低いことから、堆肥を埋め立てしている実態が見受けられる

など、成果品である堆肥の需要と供給の安定化も問題となる。ほかにも施設整備費

用や整備に伴う財源の問題など、実施するうえで解決すべき課題が多いのが現状で

ある。 

    よって美幌町においては、今後建設予定の広域中間処理施設（焼却施設）での処

分はやむを得ないと考えるが、生ごみを焼却処分する場合、生ごみに含まれている

水分が少なくなることで、焼却炉の温度低下抑制や焼却のための時間を短縮するこ

とが可能となり、余分な二酸化炭素の発生及び焼却費用を抑制するという大きな効

果が期待できることから、町民に「生ごみの水切り」の徹底強化と周知を図ること

が必要であると考える。 

 

イ 使用済み紙おむつについて 

    国は令和２年３月、環境省において「使用済み紙おむつの再生利用に関するガイ

ドライン」を、また、国土交通省においては、高齢化で急増している大人用の紙お

むつについて洗浄して処理するルールなどを盛り込んだガイドラインを令和４年度

中に策定する予定であり、ごみの減量化やリサイクルの促進に繋げる考えである。 

    福岡県大木町では、平成２０年度から平成２２年度の３年間、福岡県リサイクル

総合研究センター、福岡県、トータルケア・システム株式会社及び大木町との連携

により共同研究を行い、家庭系紙おむつを回収・再生利用するシステムの構築を図

った。また、平成２３年１０月からは紙おむつの分別収集をスタートさせており、

現在では紙おむつから取り出されるパルプを再生し、外壁材の原料として利活用し

ている。 

    その背景としては、使用済み紙おむつは水分を多く含むため燃えにくく、焼却処

理において焼却炉を傷める要因の一つになっていること、今後も高齢者人口が増加

し、紙おむつの使用量・排出量も増加することが予想され、処理費用も増加する見

込みであること、紙おむつには良質のパルプが多く含まれており、焼却するにはも

ったいない素材であることとされている。 

    幌延町・豊富町・天塩町・遠別町・中川町では、広域で「西天北五町衛生施設組

合」を立ち上げ、使用済み紙おむつの資源化を図っているが、その背景として、埋

立処分場の容量がひっ迫しており、埋立処分場の延命化を図ることがきっかけであ

る。 

    資源化を図るための施設である「西天北サーマルリサイクルファクトリー」は、

令和元年６月に着工し、令和３年３月完成、事業費は８億８,８５０万円となって

おり、使用済み紙おむつと剪定枝などの木質チップを混合したペレットを製造して



いる。現在、製造したペレット燃料は、幌延町の特別養護老人ホームに整備した熱

利用ボイラーの燃料としてのみ活用されている。 

    リサイクル事業を実施している２つの調査地における共通点は、リサイクルの成

果品である「外壁材の原料」及び「ペレット燃料」の受け皿確保が課題となってお

り、さらに、家庭から排出される使用済み紙おむつを資源化する場合は異物混入を

防ぐために町民の理解と協力が不可欠であること、また、多額の費用を要すること

など、資源化を進めるに当たっては課題が多いものとなっている。 

    美幌町のごみ処理の方向性については、今後も１市４町で構成される斜網地区一

般廃棄物広域処理推進協議会で協議されることになるが、中間処理は焼却処分の可

能性が高いとのことである。 

    美幌町においても、高齢化により高齢者の使用済み紙おむつの排出量が増えるこ

とが見込まれること、また、使用済み紙おむつは水分を多く含んでいるため燃えに

くく、焼却炉に負荷がかかることからもリサイクルすることが望ましいが、リサイ

クル事業実施に当たっては、資源化施設の整備費用の面から美幌町単独での事業化

は困難であり、広域による事業化、または民間企業者等の協力が不可欠であると思

われる。 

    使用済み紙おむつの資源化については、斜網地区一般廃棄物広域処理推進協議会

においても議論されたことは認識しているところであるが、リサイクルの可能性に

ついて、引き続き広域事業化による議論を進めるとともに、実態の把握や費用対効

果などを検証し、資源化についての検討を行うべきと考える。 

 

  ウ 剪定枝等について 

    岐阜県輪之内町及び奈良県平群町では、剪定枝粉砕機無料貸出制度を導入し、剪

定枝の堆肥（チップ）化を支援することにより可燃ごみの減量化に努めている。 

    美幌町においては、埋立処分場の延命化を図るため、「自走式二軸破砕機」を導

入し剪定枝等を含むごみの減容化を図ることとしているが、ごみの減量化には繋が

らない。 

    現在においても町内牧場等との連携により剪定枝等について有効活用を図ってい

るが、剪定枝等専用のストックヤードの設置などにより、ごみを出す側と活用する

側の双方の利便性の向上を図り減量化を推進するとともに、さらなるリサイクル率

向上を目指す必要があると考える。 

   

  エ プラスチックごみについて 

    江別市内のコープさっぽろエコセンターにおいては、廃プラスチックの排出抑制

とリサイクル率向上を図るため、エネルギー化装置である樹脂燃料ハイブリッドボ

イラーを導入しているが、その背景の一つとして、長崎県対馬市の取組を参考にし

たとのことである。 

    対馬市は、海洋プラスチックごみが日本で最も多く流れ着く場所と言われている

が、令和４年２月に海洋プラスチックごみを直接燃料に変えるための燃料化システ

ムを採用、現在はより硬質のプラスチックごみも破砕できる装置を導入しており、



今後はエネルギー化装置である樹脂燃料ハイブリッドボイラーを導入し、島内の温

浴施設で利用する予定とのことである。 

    コープさっぽろエコセンターでは、リサイクル未利用となっている色付きトレイ

をペレット燃料化し、建物内の暖房、給湯システムの熱源として活用され、色付き

トレイの処分費及び灯油使用量の削減による効果は約１,９００万円となってい

る。 

    美幌町においては、町で回収している「容器包装プラスチック（その他プラスチ

ック）ごみ」は令和３年度で２６６トンとなっており、このうち約９割の２４３ト

ンは再商品化実施委託料を支払い、容器包装プラスチックリサイクル協会へ処理委

託し、リサイクル処理されなかった約１割の２３トンは埋立て処分されている状況

にある。 

    これらのことから、燃料化が可能な廃プラスチックをクリーンエネルギーとして

有効活用することで、埋立処分場の延命化、また、焼却処分に回されるごみの減量

化により斜網地区一般廃棄物広域処理に係る負担金の軽減などが期待できる。 

    今後、リサイクルされなかった廃プラスチックを含めた「その他プラスチック」

や、事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等を燃料とした「樹脂

燃料ハイブリッドボイラー」等による再資源化の可能性について調査研究を行うと

ともに、燃料コストが増大している公共施設への導入のほか、再資源化に取り組む

民間事業者への導入等補助により、排出抑制及び再資源化促進の検討を速やかに行

う必要がある。 

    また、美幌町には、木質ペレットを熱源としている「Ｂ＆Ｇ海洋センター」や木

質チップを熱源としている「峠の湯びほろ」があるが、しゃきっとプラザや給食セ

ンターなど、多くの施設は化石燃料を利用した施設の運営を行っている。今後、廃

プラスチックを燃料としたボイラーを導入することで経費削減が見込まれる公共施

設や、今後建設される公共施設については、費用対効果を詳細に検証したうえで導

入の検討を行うべきと考える。 

    特に日帰り温浴施設「峠の湯びほろ」においては、木質チップボイラーと重油ボ

イラーを熱源としているが、現在における使用割合は、チップ８割、重油２割程度

となっている。しかしながら、木質チップボイラーにおいては故障も多く、過去に

は重油ボイラーのみでの施設運営となっていた時期もあり、使用割合については安

定していない状況である。昨今の燃料価格の高騰により経費の増大が見込まれ、チ

ップボイラーの故障などの状況によっては、指定管理料が大幅に増額となる可能性

もある。 

    「峠の湯びほろ」における今後の運営等については、方針が示されていないため

今後の運営方針等にもよるが、「峠の湯びほろ」に樹脂燃料ハイブリッドボイラー

を導入することにより、「燃料（重油及びチップ）コストの削減」による指定管理

委託料の抑制が期待でき、現在の重油価格をもとにコストを試算すると、年間 

１,４００万円程度の削減が見込まれ、ランニングコストを加算して試算した場合

においても、システムの導入経費は概ね６年間で回収できる計算となることから、

「峠の湯びほろ」を含めた検討を進めるべきと考える。 



    公共施設以外においては、プラスチックの資源循環による「地産地消のエネルギ

ー資源の創出」などの効果も期待できることから、廃プラスチック排出抑制及び再

資源化促進のため、再資源化に取り組む民間事業者への樹脂ペレットハイブリッド

ボイラー導入等補助について、速やかに検討を行う必要があると考える。 

    なお、美幌町においては、まち育出前講座の実施や町広報紙、パンフレット等を

通じて、ごみに関する知識と理解を深め排出マナーの向上に努めており、町で回収

している「容器包装プラスチック（その他プラスチック）ごみ」は、平成３１年度

では２６９トンのうち約６割しかリサイクルされていなかったが、令和３年度では

２６６トンのうち約９割がリサイクルされ、リサイクル率は大幅に上昇している。 

    今後も引き続き、容器包装プラスチックごみについては汚れたものを洗浄するな

ど、少しの手間でリサイクル可能になること等の更なる町民への周知、徹底を図

り、さらにリサイクル率が向上されることに期待する。 

 

  オ リサイクル等全般について 

    美幌町では現在、５種１６分類を基本とした収集体制に取り組んでいるが、細分

別を行っている割にはごみ排出量の減少率やリサイクル率が低い水準にとどまって

おり、思うような成果には結びついていない状況にあること、また、一部ではある

がごみ出しマナーの悪いケースも見受けられることから、町民のごみに対する更な

る意識改革・向上を図ることが必要不可欠である。 

    そのためには、各自治会や事業所、学校などあらゆる地域、団体に入って直接対

面形式で行う出前講座など、双方向型の情報提供に積極的に取り組むことが必要で

あり、顔の見える取り組みが、行政・町民・事業所等の連携・協働によるごみの減

量化及びリサイクル推進の一歩に繋がるものと考える。 

    また、資源ごみのリサイクルによって生まれた益金については現在、自治会への

還元金以外はごみ処理に要する経費の特定財源として活用されているが、家庭から

出された資源ごみが再び価値あるものとして持続可能な資源循環型社会づくりのよ

うに、故郷の活性化を担う人材に成長し、再び美幌町に定住し活躍することを目的

とした人材育成のための基金を創設するなど、リサイクルごみ売却益の可視化と更

なる有効活用について検討を行う必要がある。 

 

（２）小中一貫教育及び ICT 教育について 

  ア 小中一貫教育について 

    千葉県鴨川市では、平成１８年に各教科・領域等の小中一貫教育課程の基本構想

を「小中一貫教育課程モデル案」としてまとめ、平成２１年４月に「小中一体型施

設」で小中一貫教育をスタートしているが、小中一貫教育導入に当たっては、学校

の統廃合があったことから、当初は地域住民や保護者の理解を得ることが難しかっ

たものの、説明会等で小中一貫教育の良さについて丁寧に説明し、理解を求めたと

のことである。 

    小中一貫教育導入に伴う効果の一つとして挙げられているのが、小中教員の交

流・情報共有が可能となり、中学校入学前から課題のある児童生徒への対応準備が



できることから、小中のなめらかな接続ができており、「中１ギャップ」による不

登校が減少していることである。 

    その他の効果としては、小中一貫した教育課程の編成が可能となり、９年間の一

貫した系統的で継続的な学習指導や生徒指導に取り組むことができること、各学校

の経営構想に中学校共通の目指す人間像を、育てたい資質・能力についての目標を

位置付けながら９年間の教育にあたることができることなどが挙げられている。 

    また、形態別では「統合（施設一体）型」と「分離型」の２つのパターンによる

小中一貫教育を行っているが、「統合型」のメリットとしては、同じ敷地内で小中

９年間の一貫したカリキュラムのもと、計画的、継続的な教育活動が行うことがで

きること、児童生徒の交流や小中教員の打合せがしやすいことなどが挙げられてお

り、「分離型」のメリットとしては、中学校区の連携や交流を活かした教育活動が

行えるとともに、学校や地域の特色ある独自の教育活動が展開でき、体育館など施

設の割り振りがしやすいことなどが挙げられている。 

    一方、デメリットとして、「統合型」では小学校と中学校の節目があいまいにな

り、新たな気持ちの切り替えや進学した充実感が薄くなること、「分離型」では児

童生徒、教員ともに交流に関して物理的、時間的制約があることなどが挙げられて

いる。 

    鴨川市における小中一貫教育は、小中一貫教育で育てたい３つの力として「生き

方を考える力」、「基礎学力と自ら学び考える力」、「豊かな心と人間関係を作る

力」を掲げ、『中学校区の特色を生かした小中一貫教育』に取り組んでいる。 

    また、小学１年生から４年生までを「学びや生活の基礎となる力を見つけていく

期」とした前期、小学５年生から中学１年生までを「学びを追究し人間関係を作る

力をつける期」とした中期、中学２年生から３年生までを「学びを伸ばし自分の生

き方を追求する力をつける期」とした後期とし、４・３・２の発達区分別の育てた

い力を設定して、９年間を継続的・計画的に取り組んでいる。     

    北海道北広島市では、平成２３年度から全ての中学校区において、小中学校が協

働と接続を意識し、小中一貫した学習規律・生活習慣等の定着や、児童生徒指導上

の課題対応などの情報交換・交流研修会を中心とした「小中連携」に取り組み、平

成２９年３月には「北広島市小中一貫教育推進基本方針」を策定、平成３０年度か

ら小中一貫教育を全中学校区で導入しており、小中一貫教育の形態については「施

設分離型」が３中学校区、「施設隣接型」が３中学校区となっている。 

    北広島市における小中一貫教育のねらいは、学校、家庭、地域が一体となって

「子どもの連続した学び」を支える体制を構築し、義務教育９年間を修了するに相

応しい「生きる力」を育成することとしており、めざす子ども像を「大志をいだき 

心豊かに たくましく 生きる子供」としている。 

    また、小中一貫教育のねらい、めざす子ども像を達成するため、「中学校区での

めざす子ども像の共有」、「中学校卒業までを見通した一貫した指導」、「中学校

区での豊かな教育環境づくり」、「子ども同士や教職員間の交流と協働」の４つの

基本方針に基づき、小学校・中学校における９年間の一貫した指導内容と指導方法

を確立するとともに、中学校区の学校、家庭、地域が協働した豊かな教育環境づく



りを進めている。 

    今後の課題については、教員増による負担の軽減や一部教科担任制による授業の

充実を図るための人的手当の必要性、特別教室の充実や施設の一本化などの教育環

境の整備、児童生徒や教員の移動手段・移動時間の確保、教員の研修時間の確保及

び内容の充実、コロナ禍においても誰一人取り残さない教育活動の工夫と充実、学

校の働き方改革を踏まえた小中一貫教育の具体的な取組の充実、児童生徒の実態に

応じた持続的な指導計画等の作成や乗り入れ授業等の実施などが挙げられており、

今後の対応としては、GIGAスクールを小中一貫教育推進のチャンスとして捉え、９

年間の連続した個別最適な学びと協働的な学びの充実、学校・家庭・地域が一体と

なって、子どもたちの学びを支える「社会に開かれた教育課程」の実現に向けたコ

ミュニティスクールの全市拡大、ボールパークのあるまちとして、学校・家庭・地

域住民・企業等が連携協力・協働する取組の推進などを掲げている。 

    美幌町においても、義務教育９年間の教育課程や教育活動を一体的に捉え、学力

向上、体力向上、中１ギャップの解消など、中学校区の状況を踏まえた教育目標や

９年間で目指す子ども像を設定し、一貫した考えを共有したうえで、連続的・系統

的な取組を推進する必要があるが、美幌町の現状においては、中学校区が異なる小

学校が存在し、現在の学区割では「施設分離型」での小中一貫教育を導入すること

は難しい状況となっている。 

    また、現在の美幌町の小学校における普通学級は美幌小学校が１１学級、東陽小

学校が１１学級、旭小学校が７学級で、いずれも適正規模とは言えない状況にあ

る。特に令和５年度以降の小学校入学児童数は概ね１００人前後となる見込みであ

り、令和９年度は８０人未満となる見込みであることから、現在の小学校３校体制

では、ますます適正規模とは言えない状況になることが見込まれる。 

    これらのことから、現在の小学校３校を２校に統廃合し、当面の間は小学校２

校、中学校２校による「施設分離型」での小中一貫教育の導入を速やかに検討すべ

きである。 

    ただし、小学校を統廃合する際は児童の精神的負担の軽減を最優先とし、小学校

統廃合後の学校生活が円滑に送れるように細心の注意を払うとともに、小中一貫教

育の実施及び小学校の統合については、児童・保護者及び地域住民にも大きな影響

を及ぼすことから、児童・生徒への配慮、保護者及び地域住民の理解を得ながら進

めるべきである。 

    なお、今後においても児童生徒数の推移を見極め、将来的には小学校１校及び中

学校１校への統廃合、あるいは義務教育学校１校への転換など、さらなる統廃合に

ついても検討すべきと考える。 

 

  イ ICT 教育について 

    福岡県田川市では、平成２８年１１月に田川市教育長を本部長とした「田川市

ICT 教育推進本部」を設置し、平成２９年３月に、学校教育における情報化の基本

目標及び方針を示した「田川市教育の情報化ビジョン」を策定し情報化の推進を図

っている。 



    教員の ICT 活用指導力向上のため、毎年３回の教員研修を実施しており、研修内

容には「理論研修」、「授業研修」、「実技研修」を計画的に位置付けている。 

    ICT 教育を推進するに当たっては ICT 支援員を配置しているが、学校教育課が市

内学校への派遣計画を作成し、計画的な派遣を行っている。 

    ICT 教育の導入による効果については、個別最適な学習が可能となったこと、仲

間との協働学習がよりスムーズに行えるようになったこと、プレゼン作成などが容

易にできるようになったことなどがメリットとして挙げられており、指導者用デジ

タル教科書の導入により、大型提示装置を用いることによる効果的な資料提示が可

能となったことや、児童生徒への資料送付が効率的に行われるようになるなど、授

業改善が進み、各種学力調査の結果も年々改善傾向にあるとのことである。 

    また、教員にとってのメリットとして、授業以外ではあるが会議のスリム化や研

修のオンライン化等により、働き方改革が進んでいることなどが挙げられている。 

保護者には学校通信やホームページのほか、教育委員会発行の広報紙や動画配信

により、ICT 活用に関する積極的な情報発信を行っており、また、全国 ICT 教育首

長協議会が主催する「２０２０日本 ICT アワード」において、最上位賞である「文

部科学大臣賞」を受賞したことを機に、市民向けの「ICT アワード受賞記念フォー

ラム」を開催、これまでの ICT 教育推進の経緯や今後の方向性について発信するな

ど、様々な取組等により保護者からの評価は良好なものとなっている。 

    北海道北広島市における ICT 教育については、令和２年の新型コロナウイルス感

染症対応による GIGA スクール構想の加速化により、本格導入を行ったとのことで

ある。 

    児童生徒へは美幌町と同じ端末機である『Chromebook』を１人１台貸与し、自宅

でのネット通信費に関しては、標準世帯への補助は実施していないが、要保護・準

要保護世帯へは就学補助制度の中で年額１４,０００円の補助を行っている。 

    令和３年３月に、令和３年度から令和７年度までを期間とした「北広島市学校

ICT 活用推進計画」を制定。テーマを「“学びの変容”にチャレンジ」を掲げ、   

society5.0社会を担う子どもたちの資質・能力向上のため、１人１台端末の積極活

用や子どもたちの能力向上のための教員の ICT 活用能力向上について目標を定めた

計画となっている。 

    北広島市における ICT 教育の特色ある取組としては、国の補助制度を活用した、

各学校へ月１回の常駐支援や研修会・運営サポートなどを行う「GIGAスクールサポ

ーターの派遣支援」や、新型コロナウイルス感染症により学級閉鎖等になった場合

の措置として授業の遅れを防ぐため、『Google Meet』を活用し、板書と教員によ

る解説のライブ配信でのオンライン授業、また、休み時間における児童生徒間での

交流などにも活用している。 

    ICT 教育を導入した評価については、オンライン交流による調査や発表を行うこ

とによる「プレゼン力の向上」や、タイピングを練習する時間を設けることによる

「タイピング力の向上」などが挙げられ、児童生徒の ICT 活用能力が飛躍的に向上

し、society5.0 社会に対応した能力を身につけ始めているとのことである。 

    また、課題としては、アンケートフォームの活用やオンライン会議の導入等によ



り、教員の業務が増大していることから、校務の効率化による負担軽減が挙げられ

ているほか、令和７年度に予定している端末機の更新に係る財源確保についても課

題となっているとのことである。 

    北広島市では今後、コンピューターを使った試験方式である「学力テストの CBT

化」、「教員の在宅勤務環境の構築」、「AR（拡張現実）・VR（仮想現実）」、

「デジタル教科書や AI 活用ドリルの導入」などについて検討しているとのことで

ある。 

    美幌町においても、GIGAスクール構想により児童生徒全員にタブレット端末機を

貸与しICT教育を導入しているが、GIGAスクール構想の有効活用には、ネットワー

ク等の環境整備に加え、支援体制の整備も不可欠であると言われている。文部科学

省は、現場の教員を支えるべく、スクールアドバイザー等の指導支援員の整備を行

っているが、なかでも日頃から教員に寄り添いサポートする役割を担う「ICT 支援

員」の必要性を強調している。 

    このことからも、国の補助制度を活用した「ICT 支援員の配置」について検討す

べきである。 

    また、AR や VR を活用することにより、拡張現実や仮想現実によって「体験」や

「経験」ができ、テキスト教材だけでは体験しにくいことを AR や VR で表現するこ

とで指導や講習の幅が広がり、実際に見たり聞いたり動きを感じられることによる

学習効果は非常に高いと言われていることから、今までの教育と違ったレベルでの

学習効果が得られる AR や VR の活用について検討するべきと考える。 

    ICT 教育の課題や問題点の一つとして、学校ごとに ICT 活用の差が生じることが

挙げられているが、美幌町においては、今後も町内の学校、あるいは教員・児童生

徒間において ICT 活用に差が生じることがないよう、各学校及び教員間の連携協力

体制の維持を図られるとともに、タブレット端末機のスペースが確保できる机の配

置など、児童生徒に配慮した環境の改善について検討されたい。 

    GIGAスクール構想によりICT教育が美幌町に導入されて約１年半が経過するが、

今後においても情報活用能力の育成など、ICT 教育のメリットを最大限生かした教

育を進めるとともに、ICT 教育により児童生徒の人間性を形成するうえで弊害が生

じないよう留意し、インターネットによる犯罪やトラブルの回避など、安全性に細

心の注意を払いながら ICT 教育の推進を図られたい。 

 

 以上のとおり、ごみの減量化及びリサイクル率の向上がごみ処理経費の削減、すなわち

町民負担の軽減に繋がることを強く訴える。また、小中一貫教育の導入が子どもたちの

個々に応じた資質・能力の向上等に繋がり、ICT 教育のより効率的な運用により子どもた

ちの情報活用能力の育成等に繋がることを期待し、委員会としての報告としたい。 


