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１ 開会 

○議長（並川委員） 皆さん、こんにちは。これから「第２回札幌市教育振興基本計画

の改定に向けた検討会議」を開催いたします。 

 まず、本日の出席状況ですが、佐々木委員からは、欠席の旨、御連絡を頂戴していま

す。 

 また、本日は、前回欠席されました春田委員が出席されておりますので、ひと言御挨

拶をお願いしたいと思っております。春田委員、お願いします。 

○春田委員 豊成養護学校の春田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。前回

は出張が入っておりまして、欠席させていただきました。前回の様子については事務局

からお話を伺っておりますので、少しでも後期のアクションプラン作成に向けて、御協

力できるよう前向きにお話できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入る前に、前回の会議で、堀内委員から事務局に質問がありました

「就学援助」と「スクールサポートスタッフ」について、事務局から説明があります。 

＜事務局から説明＞ 

○議長（並川委員） ありがとうございました。ただ今、事務局から説明がありました

けれども、就学援助や学校における働き方改革に関しては、第３回で扱うとのことです

ので、一旦は、この説明でよろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○議長（並川委員） ありがとうございました。 

 

２ 議事 

○議長（並川委員） それでは、本日の議題に入ります。議題１「札幌市教育振興基本

計画改定版（骨子案）について」、事務局から説明をお願いいたします。 

＜事務局から説明＞ 

○議長（並川委員） ありがとうございました。ただ今、基本計画改定版の骨子案につ

いて、全体像などの説明をしてもらいましたけれども、皆さんから御発言はございます

でしょうか。質問やコメントをいただければと思います。 

 今、事務局から示していただいた骨子案は、基本計画改定版の正に骨組みになるもの
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だと思います。基本計画は、大きく 10 年間の計画ということですので、骨組み自体は大

きく変更せずにこれで良いかなと思います。具体的な中身の議論については、この後の

説明を受けてからということにしまして、ここでは全体の構成についての確認をしたい

と思いますけれども、皆さん、いかがでしょうか。 

学校現場の園長先生や校長先生ですと、教育課程を編成・実施するに当たって、基本

計画を参照される機会が多いと思いますけれども、例えば、構成がこれまでと同じ方が

分かりやすいとか、もう少しこういうふうにした方が良いといった御意見はございます

でしょうか。 

 津田委員は、小学校の教育課程の編成との関係でどうお考えでしょうか。 

○津田委員 先ほどの御説明にありましたように、計画全体の期間が 10 年間というの

が基本的な単位になっておりますので、学校現場の立場で言いますと、教育課程を編成

していく際の活用のしやすさということから考えると、大きな構成というのは現行の計

画を踏襲し、それを受けて次の５年間が計画されていくというのであれば、非常に使い

やすく、また、計画が実施しやすいということが言えると思います。 

○議長（並川委員） 実際に学校で教育課程を編成されている方から見ても、相応しい

ものだということで御意見いただきました。他に御発言ありますでしょうか。 

○堀内委員 堀内です。資料８ページになりますが、前期の施策の中では 11 項目が重要

項目として挙げられていたのですが、今回見ますと９項目にまとめられているというか、

例えば、「学びのセーフティーネットの充実」というところで、前期では２項目に分かれ

ているのですが、今回は１項目にまとめられたのでしょうか。 

新聞報道では、長岡前教育長が、５月 24 日の市議会で「これまでの取組に加え、相談

支援パートナーやスクールソーシャルワーカーによる家庭への訪問支援等、いわゆる、

アウトリーチ型の支援を進めていく」と答弁されていたとのことでした。いわゆる不登

校対策を強化するということを掲げられていたかと思います。この度就任された長谷川

教育長も、６月５日付けの新聞に掲載されていたインタビュー記事の中で、「教育現場の

課題をどう考えますか。」という質問に対して「いじめや不登校に悩む子ども、障がいの

ある子どもなどに対する支援を充実させたいと考えています。」と答えていまして、この

辺をもう少し強調させた方が長谷川教育長の意志が伝わるのかなと思いました。以上で

す。 

○議長（並川委員） ただ今、堀内委員から御意見がありましたけれども、事務局から



- 3 - 

 

コメントはありますか。 

○事務局（教育政策担当係長） 事務局の小林でございます。御意見ありがとうござい

ます。ただ今の件については、次回以降、改めて御説明させていただきたいと思います

が、御指摘いただいたとおり、我々としましても、困りを抱えるお子さんについては、

引き続き支援してまいりたいと考えております。また、前期に入っていた要素が抜けた

ということではなく、むしろ、充実するという意味で、様々な取組を一体的に取り組ん

でいくということでございます。現在、様々な人材が支援に関わっておりますが、それ

ぞれの人材のつながりを考え施策を一つにまとめたというところです。以上でございま

す。 

○議長（並川委員） 今、事務局からありましたように、これからの議論の中で具体的

な取組の説明がありますので、全体構成についてはひとまずここまでとさせていただき

まして、次に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

 それでは、続きまして、議題２「基本的方向性１ 自ら学び、共に生きる力を培う学

びの推進について」に移ります。事務局から説明をお願いします。 

＜事務局から説明＞ 

○議長（並川委員） ありがとうございました。ただ今、「基本的方向性１ 自ら学び、

共に生きる力を培う学びの推進」について、前期の総括や後期における重要項目、そし

て、後期の施策展開について説明をいただきました。基本的方向性１は、札幌市として

どのような力を育むのか、そのために、どのような学習を進めるのかという、正に教育

の本質的な部分かと思います。これから意見交換に入りますが、対象とする範囲がかな

り広いので、少し焦点を絞って話を進めたいと思います。 

 前回会議の冒頭で、長谷川教育長から御挨拶がありましたが、その中で「現代社会は

変化が予測しにくいと言われている」という話がありました。そのような時代において

は、子どもがしっかりと自分の未来を、将来を見据える力を身に付けることが非常に大

事になってくると思いますので、まず、資料９ページ左側にあります「施策１－１－５ 

進路探究学習の充実」に関連して意見交換ができればと思います。 

 子どもが自分の将来について最も具体的に考えるのは、高校生の段階かなと思います。 

 まずは、高校の校長先生である林委員から、高校段階での進路探究学習について、具

体的な取組や、今後必要とされることなどについてお話をいただければと思います。 
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○林委員 市立高等学校では、これまでも進路探究学習を重要な柱として取り組んでき

ました。大きくは、職場体験学習、高校１年生に入った段階での進路探究セミナー、そ

れから、大学の講座体験といった高大連携についても取り組んでまいりました。その中

でも、職場体験学習につきましては、回数を重ねてきており、改善も加えてきているの

ですが、内容の更なる充実、体験の前後にどのような事前・事後の学習を取り入れて、

全体的により意義のあるものにしていくのかということ、それから中学校でも、職場体

験学習は既に全校で取り組んでいると思いますので、発達の段階が違うことを踏まえ、

どのように差別化していくかということも考えなくてはいけないところかなと思ってお

ります。 

 それから、職場体験学習につきましては、生徒がどこの企業に行って体験をするかと

いうマッチングの作業が非常に大変で、生徒の希望を生かしながら、体験先を割り振る

作業を、副校長や教頭が担当してやっておりますが、非常にその負担は大きく、「学校に

おける働き方改革」が注目されている時代でもありますので、そこをどのように解決し

ていったらよいのかということも大きな課題と考えています。 

これまで実践してきたことを積み重ねながら、その延長線上で取り組むということと、

新たな発想といいますか、新しい考え方も取り入れていかなくては、なかなか前に進め

ないのかなと考えているところです。 

○議長（並川委員） 今、お話を聞いて少し気になったのが、企業とのマッチングとい

うお話がありましたけれども、例えば、市立高校はいくつかありますけれども、それぞ

れがやっているという形ですか。 

○林委員 市立高校は中等教育学校を含めると８校ありますが、その中で、共同で職場

体験学習を実施している学校は５校あります。その５校を２校と３校のグループに分け、

Ａ日程とＢ日程に分けて実施するものですから、マッチングを担当する副校長や教頭は

自分の学校だけではなく、５校全体のマッチングをしています。ですから、1,600 名分

くらいの体験をマッチングするので大変な作業になります。 

○議長（並川委員） そうなると、かなり大変な仕事ですよね。どうもありがとうござ

いました。 

社会経験の乏しい子どもの視野を広げるために職業体験学習などを実施していくのだ

と思いますが、今お話がありましたように札幌市内の小学校や中学校でも当然そのよう

な子どもの自立のためのいろいろな取組をしていると思います。そこで、学校と連携す
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る立場である企業として、今後どのような関わりができるかということについて、北ガ

スの西塚委員から少しお話をしていただければと思います。 

○西塚委員 発言の機会をいただきありがとうございます。前回も少しお話をしました

が、例えば、資料の施策１－３－１に記載があります「札幌らしい特色ある学校教育」

の中核テーマの一つに「環境」があり、札幌ないし北海道の豊かな環境を守って行こう

という視点と、生活を支えるエネルギーも大切だという視点から、教育現場から「いろ

いろ教えてほしい」という声をいただいています。また、新しい学習指導要領の中で、

例えば小学校の社会では、エネルギー資源の有効利用が引き続き位置付けられたほか、

防災というテーマが重視されたこともあり、多くの連携の御要望をいただいているとこ

ろです。そこで、弊社の取組の一つとしては、小学校への出前授業は、昨年で 24 件、約

1,700 名の児童の皆さんを対象に実施いたしました。また、エネルギー環境授業の一環

として、石狩にある大きな天然ガスの基地に、小学校を対象として 32 校 1,200 名の児童

の皆さんに、バスで見学に来ていただきました。そこで、環境やエネルギーについて学

んでいただくのですが、実際にそこで働いている社員が作業着を着たまま対応しますの

で、どのような仕事をして、24 時間安定かつ安全にエネルギーを届けているかを直接伝

えられている点で、少しは進路探究学習にも貢献させていただいていると思っておりま

す。 

このような活動は、資料にもありましたが、技術革新の加速で産業構造がいろいろ変

化していく中で、新しい取組を様々な企業が進めていることを、子どもたちに直接伝え

ることができますので、企業と教育現場の連携が進路探究学習の充実に大きく寄与する

ということは企業側としても強く認識をしているところです。 

そのような中で、企業側が取り組んでいる中での大きな課題は、一民間企業だけでは

限界があるということです。個別には先ほどお話ししたような活動をさせていただいて

おりますが、より札幌市の教育振興を強力に推進するため広く横展開していく点では、

一企業だけではなかなか難しいところがあり、リソースも限られています。そのような

点で、個々の取組を横に広げて、マッチングできるような機会をどのように創出すれば

よいのかと、非常に頭を悩ませているところです。 

そのような中、小学校の先生方と話す機会が多いのですが、日々、業務外の時間で研

究に取り組み、授業開発をして発表に臨む研究大会に向けて、先生方が熱心に勉強され

ています。本当に心が打たれるほどの時間を使って取り組まれています。例えば、その
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ような取組を通して、環境やエネルギー、札幌の魅力、職業などの題材を一つ選び、テ

ーマとして研究すれば、それが授業となり、その授業を見た他の教育現場の方々が「こ

のような形であれば、自分たちも使える」とか「教えられる」「経験させられる」と感じ

ることができれば、効率的に横展開が可能となります。先生方の研究の支援という施策

も期待しているところです。 

 また、最近多い地震などの自然災害に対する備え、いわゆる防災というテーマも弊社

として関わりが大きいのですが、札幌市の高い防災力と、弊社だけではなく、消防や警

察など、様々な団体・企業が取り組まれています。そのような取組を一つにまとめて「札

幌を支えている防災とは」という映像なりコンテンツを作って、例えば、それを進路探

究学習の事前の学習で扱えば、当日体験先の企業などに行ったときに「札幌の防災力は、

こういうことだったのか」というように復習できると考えます。先ほど、事前と事後の

準備をどうするべきかという林委員の発言にもつながるところですが、そのようなコン

テンツを充実させていくことにも期待しているところでございます。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。今、いくつかお話がありましたけれど

も、一企業では横へのつながりの持ち方について課題があるというお話があり、それに

対して一つの考え方として、先生方の連携などを通じて、広がっていけばよいというお

話もあったかと思います。取組を聞いていると小学校、中学校が多かったと思うのです

けれども、西塚委員のお話を聞いて、林委員は高校の校長としてどのように感じられた

でしょうか。 

○林委員 単にどこかの会社に行って売り場の経験をするということではなくて、社会

を見る目を養うことができるのではないかということを、お話を伺いながら思っていま

した。環境やエネルギーということが、社会の中で、どのようにつくられ、生かされて

いるのかということを少し広い視野で見ることができるということは、単なる社会経験

ということとは少し違う面があると思いますし、生徒が社会に出たときに、非常に役に

立つ体験ができるのではないかと思っています。私もヒントをいただいたような思いで

聞いておりました。 

○議長（並川委員） そうですね。単に職場体験ということではなくて、もう少し広い

視野で、ということですね。どうもありがとうございました。 

地元の企業と連携した職業体験が定着している中で、中学校での進路探究学習につい

て、これからもう少しこういうところを、と考えていることがありましたら、橋本委員
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からお話をいただければと思います。 

○橋本委員 はい。資料９ページの具体的取組例のところに「職業体験や職場体験など

を充実」とありますけれども、充実という言葉のイメージについてですが、授業の時数

を増やすと充実につながると思うのですが、年間の授業時数は限られています。多くの

中学校では、１年生では、「このような職業に就くためには」というテーマでグループ別

学習を行ったり、２年生ではここにあるような職業体験や職場体験を実施したりしてい

ます。３年生では、上級学校訪問として、高等学校や専門学校などを訪問して学習して

いるところです。特に、事前の学習、当日体験してきたことをまとめて発表するような

事後の学習を一連の中で行っているのですが、その時数は限られています。更なる充実

ということを考えたとき、限られた時間の中でも、いかに子どもたちにとって一層学び

の多いものにしていくかというところが次の課題かと思っております。特に、子どもた

ちが体験して良かったと思えるような訪問先をいかに見付けるかということが重要と考

えますが、例えば、作家になりたいとか、あるいは漫画家になりたいといったときに、

なかなか適切な訪問先が見つかりません。あるいは、あったとしても、「気持ちは分かる

けれども、忙しくて対応できない」ということでなかなか受け入れてもらえない。協力

していただける企業を、子どもたちのニーズにあった企業を、どのようにして見付ける

かというところが高校と同様に厳しいところでございます。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。今、いくつかの難しさについて、それ

ぞれの立場から御発言がありましたけれども、事務局から何かコメントございますか。 

○事務局（教育政策担当係長） 御発言ありがとうございました。確かに、学校現場で

は、かなり工夫をして、そして時間をかけて、限られた時間を効果的に活用しようとい

うことで取り組んでくださっているところです。例えば、体験先を探すということや、

西塚委員の御発言にもありましたように、体験先の企業等の存在意義のようなものも感

じられる学習について、我々も考えていきたいと思います。御意見ありがとうございま

した。 

○堀内委員 私が社会教育委員だったときに、麻生の商店街の方がとても協力的で、地

域全体で子どもたちを受け入れようというような体制ができていると知りました。職場

体験だけではなく、子ども食堂や、子どもの貧困対策とか、地域社会全体で子どもを育

てようという地域があるのです。そのようなモデルも参考にしながら充実されていけれ

ばよいかなという意見です。 
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○議長（並川委員） ありがとうございました。それでは、次に進ませていただきたい

と思います。 

先ほど、西塚委員から北ガスの環境教育についてお話をいただきました。環境教育に

関して、骨子案９ページの右側にもありますけれども、「札幌らしい特色ある学校教育」

の中核のテーマとして「環境」がございます。佐久間委員が会長を務められている連合

町内会では、地域の特色を生かして、桜並木の保全に関する学習を学校と連携して行っ

ていると伺っています。出前授業を通して、子どもたちと触れ合う中で、佐久間委員自

身が感じていらっしゃる環境教育に関するお考えなどをお話いただければと思うのです

が、よろしいでしょうか。 

○佐久間委員 佐久間です。先日、新川中央小学校で出前授業を行ってきました。３年

生の子どもたちが質問したいことなどを事前に話し合っていて、「桜はどういう病気に

かかるのですか」「いつから植え始めたのですか」「病気にかかった時にはどのような処

置をするのですか」など、いろいろな質問が出ました。私は、「こぶ病は蔓延していくも

ので、かわいそうだけれど枝を落とさなくてはならない。その方が、桜のためになるん

だよ。」と教えてあげました。そのような授業を行って、最後に、歌詞を覚えている子ど

もたちと一緒に「新川さくら並木のうた」を歌いました。後で校長先生から、「非常に歌

いやすい歌なので、３年生全員が歌う方が良かったのではないか」という提案をいただ

き、私もそう思いました。来年は何とかそういう方向で行いたいと思っています。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。実際にそのような活動に直接関わって

いらっしゃるということで、環境に関する町内会の取組を、子どもたちに分かりやすく

伝えていらっしゃるということだったと思います。今、「札幌らしい特色ある学校教育」

についてお話させていただいていますけれども、もう一つの中核テーマとして「読書」

がございます。 

 それで、前期の総括を見ますと、３ページになりますが、左側の表の一番下に「読書

の好きな子どもの割合」という成果指標が示されています。これを見ますと、札幌の子

どもの読書への意欲が高いことが分かります。そこで、絵本の読み聞かせや学校図書館

に関わる活動に取り組んでいらっしゃる岸委員から、御自身が現在取り組まれているこ

とや今後の読書活動の推進に向けて大切にしたいと思われていることなどについてお話

をいただければと思います。 

○岸委員 岸です。よろしくお願いいたします。今、ＰＴＡ会長や図書ボランティアの
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ほかに、絵本のナビゲーターとして絵本読み聞かせ講座などに取り組んでおりまして、

様々な面から読書に関して非常に関心をもっているのですが、札幌市では何年も前から、

この「雪」「環境」「読書」という３つの柱を掲げており、読書が柱の一つであるという

ことに対して、先生方の意識が非常に高まっていると感じています。朝の読み聞かせを

ボランティアの方々にお願いしたり、それから、「朝読み」ということで、子どもたちに

10 分間読書をさせる時間を設けたりするなどの取組を通して、子どもたちの読書に対す

る意識が高くなっていると感じておりますので、これを継続させていけば、ますます読

書が好きな子が増えるのではないかと思っています。 

私が、資料に書いていないことで是非、今後アプローチしていただきたいなと思うこ

とは、各家庭への意識付けです。 

 家庭教育学級などで読み聞かせをテーマとした講座の講師として幼稚園に呼んでいた

だいて、絵本の読み聞かせについて、こういうことがあるのですよとお話をさせていた

だくのですが、絵本の読み聞かせというのが、小さなお子さんがいらっしゃる家庭で驚

くほど日常化していないという現実があります。皆さん、読んだ方が良いということは

何となく分かっているので、読んではいらっしゃるのですけれども、例えば、「忙しい」

「何を読んだら良いのか分からない」という方や、まだ２歳くらいのお子さんの親御さ

んで「読んであげても子どもが全然興味を示してくれないので、うちの子は読書が好き

ではないのかもしれない」と思ってしまわれている方もいらっしゃって、読み聞かせを

家庭でされている方の割合が本当に少ないなと思っています。 

テレビゲームなどが増えてきている影響もあると思うのですが、以前こんな話を聞き

ました。東日本大震災で親を失い、家を失ったお子さんたちに向けて、避難所で絵本を

贈ろうというプロジェクトを立ち上げた方がいらっしゃいまして、ＳＮＳなどを通じて

御家庭で読まなくなった絵本などを集めて、中古絵本なのですけれども、子どもたちは

大変喜んで持って帰ったそうなのですが、その中で、全く持って帰らなかったお子さん

がいらっしゃったそうなのです。それで、スタッフの方がどうしたのかなと思って、次

の絵本が届いたときに、他の絵本を勧めたりしたのですが、全部、首を横に振るのだそ

うです。ところが、別の段ボールの山の中から探して「あった」といって１冊の絵本を

抱えて持って帰ったそうなのですね。その絵本は、毎日のようにお母さんが読み聞かせ

をしてくれた絵本だったそうです。 

ですから、やっぱり、絵本の読み聞かせというのは、その子どもに知識を与えるのは
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もちろんですけれども、親の愛情が伝わる、私はそういうものだと思って活動をしてい

ます。絵本の読み聞かせをいっぱいしてもらったお子さんというのは、愛される喜びを

知っているので、自己肯定感が生まれますし、他者への思いやりというのも芽生えてい

くのではないかなと思っています。そうやって育っていけば、きっと、いじめ問題です

とかいろんな事件がありますけれども、そういったことも減るでしょうし、いずれ自分

が親になった時にも、児童虐待などをしない人間になっていくのではないかなと思いま

す。 

それで、小さな子どもがいる御家庭に対して、絵本の読み聞かせというのは、こうい

う効果があるのですよということを、講座を通じていろいろお伝えしようと思うのです

が、なかなか人が集まらないのです。できるだけ参加者に負担をかけないようにという

ことで助成金を使ったり、自分たちでも負担をしたりしながら行っています。７月も参

加費 500 円の講座をするのですが、チラシを札幌市内の図書館ですとか、保健センター

などに置いて案内をしているのですけれども、本当に残念なくらい申し込みが少ないの

です。 

例えば、札幌市として、妊娠中のプレママの段階ですとか、あるいは、検診の時に読

み聞かせの良さを知らせる講座をたくさん開催していただけたら、札幌で育った子ども

たちは、愛情深い大人へと成長していくのではないかなと思っています。ただのブック

トークの講座ではなくて、そうした講座があればいいなと思っています。「読み聞かせボ

ランティアさんの養成講座をしますよ」というとかなり参加者が集まりますので、今、

そういったものへの意識は非常に高まっているなと感じております。 

○議長（並川委員） 今、学校に入る前の子どもに対する保護者の意識の改善が必要だ

というお話をいただきました。 

 それでは、札幌の特色を生かした教育を推進することは、郷土への思いを育むことに

もなりますけれども、今後、札幌の国際化がますます進むことを考えますと、「施策１－

３－２ 国際性を育む学習活動の推進」に掲げられていますように、これからの時代に

おいては、国際性を育むことの重要性が高まってくると思います。 

 そこで、高学年における英語の教科化など、カリキュラムの見直しの必要性が大きく

なっている小学校の立場から、小学校における英語教育の現状、あるいは、これからの

国際理解教育の展開について、津田委員からお話をいただければと思います。 

○津田委員 札幌市教育委員会から、幼児児童生徒の発達の段階を踏まえ、学校経営や
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教育課程の編成及び実施、児童生徒等の指導に生かすために、特に重点となる施策や教

育などを示した「札幌市の学校教育の重点」というものが示されております。その「学

校教育の重点」の中に、「学校教育の今日的な課題」が５つ示されております。その一つ

に「国際理解教育」がありまして、今、お話にありました外国語活動はここに当てはま

るかと思います。 

 その「国際理解教育」の内容を改めて見てみますと、「我が国の伝統と文化を大切にし、

世界の人々の多様な生活や文化を生かし、尊重する態度を養うとともに、世界の平和に

貢献し、国際社会の信頼と尊敬を得るにふさわしい資質を育成する国際理解教育を推進

します。」とあり、４つの項目が挙げられています。「外国語教育の充実」、「異文化理解

の深化」、「帰国・外国人児童生徒等に対する教育の充実」、「平和に関する教育の充実」

とあります。一つ目の「外国語教育の充実」の中に、児童生徒のコミュニケーション能

力を育成するために、推進役となる英語専門教師を段階的に位置付けていくという施策

があります。また、外国語活動や外国語の授業において、児童生徒の言語活動を重視し

コミュニケーション能力を養うことができるように、教員の指導力の向上を目指してい

く研修を実施していくということ、それから、児童生徒が生きた外国語に触れる機会を

一層充実させるためにＡＬＴ（外国語指導助手）を活用していくということで、今、５、

６年生に年間 14 時間ぐらい配置されているような形になっているかと思いますが、そ

ういうＡＬＴの活用と、海外での生活経験をもつ地域の方と連携を図りながら取組を進

めて行こうということが示されております。 

現在、新しい学習指導要領への移行期間の１年目ということで、外国語の授業は、５、

６年生につきましては、年間 55 時間前後、３、４年生は外国語活動ということになりま

すけれども、年間 20 時間前後ということを、昨年度まで札幌市教育委員会と札幌市小学

校長会で何度も話し合いをしながら、全面実施になった時に子どもたちが戸惑うことな

くスムーズに移行していくことが出来るようにということで考えました。今お話をさせ

ていただいた時間数は、もちろん学校裁量がありますけれども、目途として取組を進め

ております。今は、移行期間の１年目ですが、来年度は移行期間の２年目、それから、

全面実施となる平成 32 年度からの充実・発展ということを考えていきますと、教育振興

基本計画の改定版というのが、非常に重要なものになっていきます。 

これまで、各小学校で積み上げてきたものが、より充実・発展していくような方向で

いろいろと示していただいていますが、学校現場としても充実・発展させていくような
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取組を進めていきたいと思っているところです。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。示されているものについて、学校現場

として、しっかりと進めていきたいというお話だったと思います。 

それでは、学校ではなく、保護者としてのお立場から、英語教育を含むこれからの国

際理解教育について期待することなど、本望委員からお話しいただきたいと思います。 

○本望委員 保護者の見解も本当に様々でございまして、例えば、「英語を学校で習うと

いうことは、英語を喋れるようになって帰ってくる」というふうに勘違いされている小

学生の保護者がたくさんいらっしゃいます。実際、中学校に入学して、テストを受けて

良い点数を取れなかったとなると、「小学校で何を教育してきたんですか」とおっしゃる

ような保護者が多いと感じております。今は、参考となる冊子などが出回るようになっ

て、「あ、そうじゃないんだ」と理解されている方が若干増えきていますけれども、ほと

んどがそうではない状態です。 

今後、外国語に触れる学年段階が３、４年生に早まることについては、保護者の理解

が深まるという点からも、期待できるのではないかと考えております。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。他の方で英語教育とか外国語活動に関

わって御発言ございますでしょうか。 

○堀内委員 先ほど、津田委員からも少しお話が出たのですけれども、帰国子女や外国

人児童生徒が非常に増えております。私が学びのサポーターとして担当しただけでも、

４か国、５名いまして、大変苦労していました。資料にありますように、外国の文化や

伝統をお互いが理解することが大切だと思うのですよね。例えば、ある外国人生徒は、

隣の子の消しゴムとか学用品を自由に使うわけですけれども、日本人の生徒は「勝手に

使ったらだめです」と怒ります。しかし、その外国人生徒から「自分の国では、ものは、

みんなで仲良く使うのです」と反論されたら、折り合いをつけるのは、お互いになかな

か難しいことだと思います。とりあえず、外国人の児童生徒は非常に増えているという

ことだけお伝えします。 

○議長（並川委員） 様々な現状を伝えていただきありがとうございます。それでは、

焦点をまた変えまして、幼児教育ですとか幼保小連携ということで、資料８ページを御

覧ください。 

 これまで「進路探究学習」や「札幌らしい特色ある学校教育」などについて御意見を

伺ってきましたが、このようなことは、どこか特定の発達の段階だけで実施すれば成り
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立つというものではなくて、校種間で連携して幼児期から一貫して行うべきだと思いま

す。前回、幼稚園と小学校の連携の課題について話題が出ましたけれども、幼児期から

の一貫した教育を実現するために、今後、幼児教育施設と小学校との連携はどうあるべ

きなのかということについて、まず私立幼稚園の丸谷委員、それから市立幼稚園の瀬戸

委員からお考えを聞かせていただきたいと思います。 

○丸谷委員 はい。まず、この骨子案を見せていただいたときに、幼小の接続という観

点や幼児教育の重要性の部分だとか、施策としてあまり具体的に記載されていないのが

残念だなと感じました。10 ページに「基本施策１－６ 一貫性・連続性のある教育活動

の充実」というところがありますけれども、具体的取組例が小中学校の一貫教育に関す

るものということで、やはり幼児期からの学びをどのように接続していくのかというこ

とを文言としても整理して、後期のアクションプランの中にしっかり盛り込んでいただ

きたいというのが希望でございます。 

 その具体的な例はいろいろとあると思うのですが、前回もお話をさせていただいたの

ですけれども、幼小であれば幼保小連携推進協議会というものが機能していて、各区に

協議会を設定し、校区を中心として、幼稚園、保育園、小学校との接続・連携を考えて、

今まで取り組んできました。しかし、小学校側が、人事異動などで校長先生や幼小接続

の担当の先生が３、４年で変わられるということであれば、どうしても、それまでに積

み上げてきたものがゼロになってしまうという実感があります。その辺りで、札幌市の

施策として何か具体的に打ち出せないのかというのが、課題と考えております。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございます。続いて、瀬戸委員からお話しいた

だけますでしょうか。 

○瀬戸委員 丸谷委員がおっしゃった「一貫性・連続性のある教育活動の充実」につい

ては、今回、幼稚園から高校まで教育要領や指導要領の改訂があり、そこでしっかりと

学びの連続性や相互の学び合いの大事さが再確認されています。10 年ごとに改訂される

ものですから、ちょうど、この後期のプランに関係してくる部分だと思います。今、お

話にもあったように、そのことについてどのような具体的な仕組みをつくり、実行して

いくために、どのように工夫していくべきかということを、しっかりと私たちも考えて

いきたいと思います。 

保護者の方々からお話を伺うと、幼児期だと小学校へのつながりということで、特別

支援教育など様々な面から、お子さんの就学を考えていったときに、どのように園と学
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校が学びをつないでくれるのだろうということがよく話題に上がります。札幌の保護者

の方々は教育に関心がありますし、とても協力的だと思います。ですから、学校間の連

携というのはもちろん大事ですけれども、保護者の方々と同じ方向を向き、保護者の方々

も巻き込みながら進んでいくというような視点をもう少しもってもいいのかなと感じる

ところがございます。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございました。また、少し違った視点からの御

意見をいただきました。このことに関連して、豊成養護学校の小学部では、地域の保育

園との交流に取り組んでいらっしゃると伺っておりますが、そのような連携は小学部の

子どもたちにとってどのような良さがあるのかということや、連携を続ける上での課題

などについて、校長先生である春田委員からお話をいただけますでしょうか。 

○春田委員 はい、今議長からありましたことをお話する前に、特別支援教育という観

点から、少しお話をさせていただきたいと思います。 

 皆さん御存知かと思いますが、平成 29 年のデータでは、日本全国で小中学校に通って

いる子どもたちが約 1,000 万人をちょっと切るぐらいいるという数字があります。その

中で、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、通常学級で教育的な配慮を受け

る子どもたちは、合計で 10％を超えている時代です。そのような背景の中で特別支援教

育というのは、保育園、幼稚園、それ以前の段階、小・中・高・大、社会と全ての段階

の中で、支援や配慮ということが必要な時代です。昔からそうなのですが、そのような

認識の下で、本年度から幼稚園教育要領本格実施ということですが、平成 32 年度には小

学校、中学校が平成 33 年度、その後、高等学校と示されています。その全てに特別支援

教育の視点での配慮について書き込まれました。そのような前提から考えると、後期の

「特別支援教育の充実」というところで、何か施策をポンと載せても、ある部分のこと

にしかならない。目指すのは、一人一人の子どもたちが学び育つようにするというのは

当然なのですが、もっと日本自体が共生社会に向かって進むという辺りが、骨子案の中

にも書かれているのですけれども、様々な施策の中に入り込むのだろうと考えています。

つまり、障がいある子ども、障がいの疑いのある子どもへの支援はもちろんなのですけ

れども、今の障がいというのは、周りとの関係の中で捉えましょうということで、環境

との関係なのです。つまり、あるお子さんが通常学級で学んでいったときに、その学級

の中で担任をはじめ、周囲の子どもたちとどのように助け合い、認め合うか。そのよう

なことを何か入れ込めないのかなというのが私の思いです。 
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しかし、実は前期の計画にも入っているのです。それは一番端的な部分で言うと骨子

案３ページの前期の総括にある「基本施策１－２ 共に生きる喜びを実現できる学習活

動」の中で、「障がいのある子どもとない子どもが共に学ぶ機会の充実」という言葉でま

とめられています。札幌市では、特別支援学校の取組として、地域学習校の制度をつく

り、平成 15 年以降ずっと実施してきています。でも、今、このような取組が必要なのは

特別支援学級です。小学校、中学校にある特別支援学級における交流及び共同というと

ころがぼんやりしていて見えない。どの学校も一生懸命取り組んでいるのですけれども、

改めて視点などを示した方がよいのかなというのが、前期５年を受けての後期に向けた

一つのお願いです。 

 もう１点が、個別の教育支援計画の作成率 100％を目指すというところです。個別の

教育支援計画を本当に作ろうと思えば、非常に大変です。関係機関が一緒に作るという

のがスタンスですから、学校だけでも保護者だけでもできないのです。本校では、昨日

関係機関が集まる会議を行ったのですが、一人の子どもについて、８か所の機関の人た

ちにおいでいただきました。それを全ての小中学校で、特別支援学級なり通級指導教室、

それから必要のある子については、個別の教育支援計画を作成しなければならないとい

ったときに、現在でも、教育委員会としても学校に対して方針を出しているのです。し

かし、今まで作っているものがあればそれでもよしとし、これから作るのであれば「サ

ポートファイルさっぽろ」を使うとしています。例えば、ある子が転校したときに、個

別の教育支援計画が学校オリジナルのものであったら、申し訳ないけれども、次の学校

では使えないという現状もあります。ですから、例えば、項目だけを合わせるだとか、

冊子は若干違ってもよいのですが、何かもう１歩踏み込んだ取組を後期に向けて示さな

ければ、なかなか変わっていかないかなというのが前期を踏まえての話です。 

 次に、本校の保育園との交流についてですが、実は本校の向かいに保育園があり、日

常的にいろいろと関わりをもてるという良い環境にあります。年に３回、本校の授業の

中に位置付けて、年度によっても違いますが、年長さん中心に１回目は顔合わせ的に少

しゲームをしながら交流し、２回目、３回目とつながるのですけれども、今年も５月に

実施しています。 

たまたま、私が夕刻に退勤する際、向かいの保育園から子どもが出てきまして、親御

さんが迎えに来たところでした。そこでその子どもが「今日楽しかったんだよ」と言い、

お母さんが「どうして」と聞くと、「この学校に行ってきたの。養護学校って言うんだっ
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て。」という話をしていて、私としては、いい思いに浸りました。 

 やっぱり、子どもの時期にそのような関わりを十分にするということが、大人になっ

ていったときに、とっても有効なのだと思います。 

 本校では併せて、一番近い小学校と学校間交流ということで年に２回、中学校とはい

よいよ今年から生徒会交流という名目で、学校祭など中学校の行事の中で本校の子ども

たちも行き来するということで、あまり外ばかり出るわけにはいかないのですけれども、

やはり発達の段階に応じながらの、いわゆる子ども同士の関わりの場をつくることとし

ています。 

今は、まさしくインクルーシブの時代です。この骨子案の中にも、そのフレーズは入

っているのですけれども、やはり特別支援教育というのはインクルーシブの構築を目指

すために取り組んでいるというスタンスですので、やはりもう少し何か、端的に言えば、

障害者差別解消法だとか合理的配慮という事柄がありますので、何か文字を起こさなけ

ればならないのかなと思っております。 

○議長（並川委員） いろいろと御指摘いただきましてありがとうございます。特別支

援教育ということですので、佐藤副議長にもこれからのことで御意見を頂戴したいと思

います。 

○副議長（佐藤委員） 春田委員からもお話がありましたように、共に生きる、いわゆ

る共生社会、一人一人を大事にするというのが、今の札幌市教育委員会が根本的に目指

している姿で、それに向けて様々な形で取り組んでいるというのを、前回も今回もお話

を聞いていて、ますます質の高いものになるだろうと楽しみにしております。よろしく

お願いいたします。 

○堀内委員 今、お二人の委員の意見を聞きまして、大変感動しました。たまたま、取

組例の中に「学びのサポーターを活用した校内での学習支援等を推進」とありますが、

実態としては、文部科学省の調査でも通常の学級で学習支援等を要する児童は 6.5％い

るということで、非常に多いです。学びのサポーターとしての活動は、１日４時間なの

ですが、一人の子どもへの支援が終わったら次の子ども、終わったらまた次の子どもと、

次々と渡り歩いて支援している現状です。 

○並川委員 現状について御意見ありがとうございます。それでは、もう一つの焦点と

して資料の 10 ページの左側の方にありますけれども、生涯学習に関わる部分に入りた

いと思います。今日は学校教育の観点から特に御意見をいただいてきましたが、基本計
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画の対象には学齢期を終えた私たちのような大人も含まれていますので、最後に社会教

育の視点から御意見を伺いたいと思います。資料の 10 ページの左側に後期の取組例も

掲載されていますが、札幌市の社会教育委員の御経験があります堀内委員から少しお話

をいただけないでしょうか。 

○堀内委員 私が社会教育委員時代には、サッポロサタデースクール事業が始まる頃で

して、いろんな課題だとかを持ち寄って、どのように進めたらうまくいくのだろうかと

いうことの検討から始めまして、最初は３校で始めたのを記憶しております。私も実際

に見に行って、地域の方々が主体となって土曜日を有効に活用しようということで進め

られました。また、先ほども発言したのですが、地域によっては様々な商店等が、学ぶ

機関として活動されている地域もありました。 

 そのように、これからの生涯学習という視点から見ますと、それぞれ場所は違います

けれども、学校教育も含めて、幼児から高齢者まで一貫した生涯学習が必要ではないか

ということを議論していました。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございました。今日は、後期の教育アクション

プランの１回目の意見交換であり、基本的方向性１「自ら学び、共に生きる力を培う学

びの推進」に関わって、４点ほど焦点に絞ってお話を聞かせていただきました。全体を

通して御発言はありますでしょうか。 

（発言する者なし） 

よろしいですか。様々な観点から、いろいろな御意見をいただくことができたと思い

ます。次回も同じように活発な意見交換としたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

３ 事務連絡 

○議長（並川委員） それでは、最後に次回の検討会議について事務局から連絡があり

ます。事務局、お願いいたします。 

○事務局（教育政策担当係長） 次回、第３回検討会議についての御連絡です。第３回

は、７月 24 日火曜日の 10 時から 12 時までを予定しております。会場は本日と同じで

す。時間帯は午前になりますので御留意ください。 

 議事は、基本的方向性２「多様な学びを支える環境の充実」に関しまして、本日と同

様に、前期の教育アクションプランの総括、後期における重要項目、後期の具体的な施
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策展開について御説明させていただき、御意見を頂戴したいと考えております。 

引き続きよろしくお願いいたします。 

 

４ 閉会 

○議長（並川委員） ありがとうございました。それでは、これをもちまして第２回の

検討会議を閉会いたします。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。 

 

以 上 


