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第第第第２２２２回回回回    新新新新たなたなたなたな「「「「札幌市教育振興基本計画札幌市教育振興基本計画札幌市教育振興基本計画札幌市教育振興基本計画」」」」検討会議検討会議検討会議検討会議    議事録議事録議事録議事録    

 

日  時：平成 25 年５月 24 日（金）９時 30 分～12 時 

場  所：札幌市教育委員会４階 教育委員会会議室 

出席委員：梶井副会長、室橋委員、長沼委員、河野委員、飯田委員、竹谷委員、稲邊委員、林委員、 

丸谷委員、三宅委員、秋山委員、富田委員、永根委員 

欠席委員：大久保会長、星野委員、塚野委員 

事 務 局：梅津生涯学習部長、平井企画調整担当課長、田中生涯学習推進課長、齊藤指導担当課長、 

信太調査企画担当係長、札場調整担当係長、近藤生涯学習係長、山谷社会教育担当係長、 

工藤指導担当係長、松岡調査企画担当係員、大津調整担当係員 

    

１１１１    開開開開    会会会会    

 

２２２２    議議議議    題題題題    

⑴⑴⑴⑴    札幌市教育札幌市教育札幌市教育札幌市教育がががが目指目指目指目指すすすす人間像人間像人間像人間像    

資料１・資料２・資料３について、事務局から説明を行った。 

 

＜星野委員からの意見の紹介（事務局）＞ 

欠席の星野委員から事前に提出のあった意見について、事務局から紹介した。 

（資料２「具体的な資質・知識・技能」について） 

・ 「自己肯定力」、「自己効力感」のようなキーワードを入れていただきたい。（自分を肯定する力が

弱ければ、学力・体力を発揮しきれない。「自分を肯定できるからこそ相手のことも肯定・尊重でき

る」というのが、健全な姿。） 

・ 「思いやる心」より、「相手のことを（自分と同じくらい）尊重する力」という表現の方が個人的

には適切と感じる。（「思いやり」という言葉は使い古され、訴求力が弱い。） 

・ 「未来の札幌に資する人材を育てる」という観点が薄い。（教育への投資が結果的にまちに還元さ

れるということは、札幌にこれから住む人にとっても良いことだと思う。まちを離れても貢献する

方法はある。） 

 

＜梶井副会長＞ 

前回議論いただいた観点について、事務局としての考え方を説明いただいた。協議を始める前に、

この検討会議での議論の方向性を確認したい。この会議では一つの意見にまとめていくものではない

とのことだが、会議の中で一定程度委員の皆様の意見として、計画に盛り込みたい観点や修正したい

考え方などが収斂されたものについては、計画に反映していくということでよろしいか。 

 

＜事務局（企画調整担当課長）＞ 

計画の内容については、委員の皆様の中でも、様々な考え方や見方があるかと思うので、協議いた

だきたい。そこで、多くの方が賛同されて、計画に反映すべきという意見があれば、事務局としても

できる限りそのようにさせていただきたいと考えているので、よろしくお願いしたい。 

なお、検討会議でいただいた意見については、事務局案として反映させたもの、反映させなかった

ものを併せて教育委員に報告する。その結果については、次回以降、適宜、皆様にフィードバックし

たい。 
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また、最終的には教育委員の合議体である教育委員会会議において教育委員会としての判断を行っ

ていくものであることもご理解願いたい。 

 

＜梶井副会長＞ 

最終的には教育委員会で決定される訳だが、それまでのプロセスの中で検討会議の意見も反映され

るということで、よろしくお願いしたい。 

では、前回に引き続き、札幌市教育が目指す人間像について協議したい。 

前回、説明文が一文では長いとの意見があったが、事務局から、それぞれの要素が相互に作用して

成り立っているものであり、敢えて一文で表現したとの説明があった。これについて、前回の意見に

賛同する意見が多ければ、検討会議でのまとまった意見として付託できるだろう。前回と同様の意見、

あるいは、新たに気がついた意見があればいただきたい。 

 

＜林委員＞ 

「ふるさと札幌に根ざす」の表現について、私も気になっている。ふるさと札幌という感じではな

く、精神的な魅力のある札幌というイメージ、力強さがあってもいいのではと感じる。 

 

＜梶井副会長＞ 

「根ざす」という表現について、アイデンティティを持つということでは理解できるが、内向き、

そこから動かないという印象もあり、より外に向かうような積極的な能動的なワードがあれば、置き

換えてもよいのではと私も感じている。他に意見がある方、いかがか。 

 

＜飯田委員＞ 

今の議論と少しずれるかもしれないが、自分たちが若い頃と比べて、札幌に生まれ育った人の地元

志向が高まっているように感じる。それは良い面もあるかもしれないが、外に出ていこうというエネ

ルギーがなくなってきているとも言える。星野委員からの意見で「未来の札幌に資する人材の育成」

という話があったが、札幌で教育をすることによって、札幌に資する人材だけを育成したいというこ

とではないと思う。地元志向には、良い面と悪い面があると思うが、皆様の意見も伺いたい。 

 

＜梶井副会長＞ 

様々な社会調査の結果でも、若年層の地元志向が強くなっているという傾向は出ている。だから、

敢えて表現しなくても既に根ざしてしまっているとも言えるが、敢えて表現する意味もあるかもしれ

ない。このまま残すことがいい、違った言葉に変えては、など意見があればお願いしたい。 

 

＜富田委員＞ 

高校の立場から言うと、札幌市立の高校が現在８校あるが、非常に結束力も強く、様々な特色を持

っており、また、先生方もそのような意識を持っている。前回も発言したが、全道から札幌以外から

の生徒も沢山来ている。そうした時に、「ふるさと札幌に根ざし」という言葉にはやはり違和感を覚え

る。現場で教育をしている立場から言うと、むしろ、「札幌の土地を誇りとし」とか、「札幌で教育を

受けたことを誇りとし」とかのように、札幌で教育を受けたことをバネにして色々なところで活躍し

ていくというようなイメージの方が良いのではないかと感じる。 

 

＜梶井副会長＞ 
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「札幌での学びを生かす」というところか。 

 

＜富田委員＞ 

教育の目指す人間像であるから、そういった感じになると思う。 

 

＜梶井副会長＞ 

大勢としては、より外に開かれた文言があるのではないかというところかと思う。 

 

＜竹谷委員＞ 

表現の文言に取り合ってしまっていては肝心な時間がロスされるので、問題の文言をどうするかは、

改めて市教委の方に考えていただければと思う。 

私の考えであるが、検討会議の一番大事な視点はやはり子どもの幸せをどうしていくかということ。

今までの私の経験から言うと、ふるさとの良さ、地域の良さというのは、学校の教科の学習だけでは

なく、地域や保護者、学校との関わりの中で理解してきた。だから、市教委には、総合学習などを生

かしながら、学校が地域あるいは保護者などと連携した取組を進めていただきたい。 

 

＜梶井副会長＞ 

文言にこだわる訳ではないが、10年間の基本計画として、現場の先生にも示されるものなので、10

年後にも陳腐にならないような表現で、札幌市の教育の姿勢が的確に伝わるような言葉を検討してい

きたい。決して言葉だけに矮小化して議論している訳ではないので、ご理解願いたい。 

また、竹谷委員からご指摘いただいた総合学習も含め地域でどのように教育を支えていくかという

点については、基本的方向性の考え方の中で出てくるので、そこで議論いただきたい。 

 

＜稲邊委員＞ 

「ふるさと札幌」という表現から考えると、日本・世界の中で、札幌がどのような立ち位置にある

かということを、子どもたちがしっかりと認識することが大切だと思う。札幌で育ち、札幌以外の日

本や世界に飛び出した時に、自分が生まれ育った環境と異なる環境にいる人たちに対して、札幌のこ

ういうところが素晴らしい、気に入っている、愛着を持っているというところを説明できるくらいの

意識を根付かせることが必要ではないかと思う。「ふるさと」という言葉で小さいところでまとまるの

ではなく、もう少し視野を広げた位置から、外から札幌を見るようなイメージをニュアンス的に入れ

れば、この先グローバル化が進む中で、その言葉が生きてくるのではないか。 

 

＜長沼委員＞ 

文言も大事かもしれないが、それ以前の過程や考え方が大事ではないかと思う。外から見ていて、

特に学校教育ではいくつか問題点があるように見える。例えば、先生方の資質について、素晴らしい

先生も沢山いると思うが、そうでない先生も結構いるように聞いている。ここに出席するにあたって

周りの経営者数人に教育に対する意見を聞いたところ、やはりその部分を言われていた。良い先生の

もとでは子どもは伸び伸びと成長するが、教室をまとめられない先生もいるという問題を何とか解決

できないか。できない理由を挙げれば、予算上の問題などあるだろうが、どうしたらそれを解決でき

るかということを、せっかくこういった立場にあるからには市民の意見として発言したい。素人の考

えであるが、例えば、教職員に向かない人に対して、別のポジションを与えるとか、そういった仕組

みを作っていくとか。中学・高校まで行くと子どもの力で何とかできる部分もあるが、小学校では先
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生の力が非常に大きいと思うし、自分自身の経験としても小学校の時に夢を育むことができたことか

ら、そういった情熱的な先生方が必要だと思う。 

 

＜梶井副会長＞ 

ただいま長沼委員からご指摘いただいたことは、基本的方向性の考え方の教育環境の充実というと

ころで改めて議論させていただきたい。ご指摘のとおり、運・不運で教育格差が付くということは大

変問題な訳で、どのような先生が読んでも誤解のないような教育計画を、適切な文言で表していきた

いということで議論しているところ。 

「ふるさと札幌」については、もう少しご検討いただきたいということで検討会議の意見がまとま

ってきたように思うが、人間像について他にいかがか。説明文を一文で表現している点について、前

回会議では３つくらいにまとめた方がよいのではという意見があったが。 

 

＜河野委員＞ 

一文にすることが駄目ということではないが、内向きなイメージの文言が多く、富田委員からも発

言があったように、バネにして飛躍していくという、アクティブな人間の部分がやや足りないのでは

ないかという印象を受ける。「ふるさと札幌」については、先ほど議論があったので、もう少し考えて

いただければと思う。また、「未来を切り拓く」から「～志向する」と変更したという説明があったが、

「未来を志向」と「創造」が同じような意味合いであり、「志向」が内向きなところに留まっているよ

うに思えるので、「未来を創造する」と統一してもよいのではないか。 

 

＜富田委員＞ 

資料２にある７つの要素の並びの根拠が分からないし、違和感がある。 

 

＜飯田委員＞ 

富田委員の発言は説明文が一文であるがゆえの議論だが、仮にこれが箇条書きの７本の柱であった

としたら、この７本でよいのかということを議論したいと思っている方も多いのでは。時間的な制約

があるとは思うが、仮に７本とした時に、これは必要ないとか、違ったものが必要ではないかとか、

そういった考えがあるかと思うが、いかがか。 

 

＜梶井副会長＞ 

説明文を７つの要素にしたことについて、事務局から何かあれば。また、目指す人間像で示されて

いる７つと基本的方向性で示されている３つとが、どんな関連性があるか、対応しているのかがわか

りづらい。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

資料１にあるとおり、これまで包括目標として「未来を切り拓く人間性豊かで創造性あふれる自立

した札幌人」と、個別目標として「自ら夢や希望に向かってねばり強く挑戦し、努力するたくましい

心身をはぐくむ」、「自他ともに尊重しともに支え合う思いやりのある心をはぐくむ」、「ふるさと札幌

に根ざし国際社会で活躍する豊かな想像力をはぐくむ」の３つを掲げてきた。これらの目標を事務局

において、分析し、吟味した結果として、これまでのものを継承しつつ、表現の整理をしたところ。

そのため、これまでの経過で７つとなってはいるが、他にも人間像の中に言葉として盛り込んだ方が

よいなどの議論もいただければと思う。 
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＜林委員＞ 

ただいまの説明では、これまでの 10 年間とこれからの 10年間のビジョンがほとんど変わらないこ

とになるが、20年間ほぼ同じものを掲げるということは世の中では考えられない。これまでの計画を

根底から見直す作業が行われたのかどうかというところに疑問を感じる。見直した結果、変える必要

がない、若干の修正だけで十分ということであればよいが。 

 

＜稲邊委員＞ 

ただいま林委員から発言のあったことについて、子どもたちは幼児期から小学校、中学校、高校、

大学と段階を踏んで学んでいくので、教育に関してはある程度の一貫性は必要ではないかと思う。今

回の基本計画が、幼児教育から高等学校教育、生涯学習までを一本化したもので、人間像は 10 年間を

見据えたものとのことであるが、教育の問題に関しては、短期的な視点で見るか、長期的な視点で見

るかで、表現方法や考え方も違ってくると思うので、もう少し掘り下げて考えた方がよいのでは。 

 

＜富田委員＞ 

先ほど長沼委員から教職員について発言があったが、もう一つ大きな問題として不登校の問題があ

る。私の学校では小・中学校の時に不登校であった生徒が非常に多く、札幌の子どもたちは、自己肯

定感がかなり低いのかもしれないと感じている。そうしたときに、稲邊委員が言うように、教育には

普遍的な、長い目で見なければならないところがある。その中で、札幌市が一番大事にすべきは「心」。

ここの「心豊か」「共に支え合う」のような文言が柱としてなければならないと思う。また、「心」の

教育を行うにあたっては、地域との連携の観点も必要。その「心」の教育を基盤にして、札幌の誇り

を持って未来を創造していく人間を作っていくというような部分がもう一つの大きな柱になると思う。 

 

＜丸谷委員＞ 

教育には、時代が変わっても変わらなくても大事にしなければならない部分と、地域や社会情勢に

応じて時代とともに変わるべき部分があると思う。人間を育てるのに大事にしなければならないもの

で、20 年だろうが 50 年変わらないようなものもあると思う。心を育てるということでは、保護者の

家庭教育から幼児教育、小学校、中学校、高校、大学というように心を育てていく必要があるが、そ

の方法として、今日、地域の繋がりが希薄化しているので、それを補うために学校教育だけではなく、

もっと地域の中で子どもを育むようなことも考えていかなければならないと思う。 

また、先ほど自己肯定感という話があったが、幼児教育では自己肯定感を育むのが一番大事だと考

えており、計画の中にもこの自己肯定感というところはしっかりと入れていただきたい。 

 

＜梶井副会長＞ 

自己肯定感というところでは星野委員からも意見があったところ。 

人間像については、前回なぜ「札幌人」なのか「市民」では駄目なのかという議論もあったが、皆

様の意見も踏まえて、とりあえずは「自立した札幌人」ということで動いていただく。 

次の説明文については、全体では３文くらいに分けた方がすっきりするという意見があった。一つ

一つ言うと、「ふるさと札幌」が内向きなイメージあるという意見。「未来を志向する」が、個人的に

も「未来を切り拓く」から一歩後退したイメージがあるが、河野委員から意見があったとおり、もう

少しお考えいただきたい。以上を検討会議の意見として事務局にお返ししたいが、他に付け加えたい

意見はあるか。 



- 6 - 

 

＜飯田委員＞ 

説明文は表現の問題ではなく、読み手がどう受け取るかということが問題。個人的な感想としては、

非常に総花的で素直に入って来ない。表現の問題と言えばそれまでだが、もう少し素直に入ってくる

まとめ方を考えていただければと思う。 

 

＜永根委員＞ 

私もこれをどう読んでいいのか迷う。全ての要素の最後に「心豊かな人間」に繋げて読んでしまう。 

 

＜梶井副会長＞ 

最初の言葉が特に重要だと思うが、「一人の人間として生きる自覚を持ち」が非常に分かりづらい。 

 

＜富田委員＞ 

そのとおり。私も分かりづらいと思う。 

 

＜梶井副会長＞ 

また、資料２において、①と⑤、②と⑦のようにフレーズに分けて説明していること自体も不自然

さを感じる。 

 

＜秋山委員＞ 

私なりに解釈すると、①～③までは内の充実、④～⑦までが外の充実と、大きく２つの要素がある

と思う。この７つのうち、先ほどから議論のある「ふるさと札幌に根ざし」を抜かすと、どこでも通

用するような文言で、札幌市が目指す人間像としてはどれほどの重みがあるのか。逆に言うと、これ

がはっきりしていかなければならない。ただ、私も「ふるさと」の言葉には引っかかる。 

 

＜丸谷委員＞ 

これは何のため、誰のために掲げるものなのか。それは札幌市民であったり、教育関係者だったり

だと思うが、その立場で考えた時にやはり入ってこない。 

 

＜飯田委員＞ 

梶井副会長が仰ったとおり、「一人の人間として生きる自覚を持ち」が何だか分からないというのは

非常に問題。 

 

＜梶井副会長＞ 

国語的にも問題があるように思う。 

 

＜飯田委員＞ 

人間像を実現するためにはこれをしなければならない、さらにそれを実現するためにはこれをしな

ければならないと、最終的なところまで見えすぎているので、この説明文が出来てしまっている。む

しろ、人間像から議論して、最終的に具体的な施策まで辿りつきたいということだと思う。そういう

意味では、あまりにも分からない、抽象的なものは厳しいのではないか。 

 



- 7 - 

＜稲邊委員＞ 

これは誰のために掲げるものかという発言があったが、恐らく家庭教育を預かる母親、父親の目に

も触れるものだと思う。その立場から見た時に、抽象的で心に響かないように感じる。 

 

＜梶井副会長＞ 

この「自立した札幌人」は、これから 10年間掲げるものであるので、誰が見てもわかるような、か

つ、国語的にも適切な表現でまとめられるよう、預かって検討させていただきたい。 

 

＜室橋委員＞ 

これが目標になるということは、これまでの 10 年間を振り返って、一番不足していたことが自立し

た子どもを育てられなかったという反省があって、この目標があるということかもしれないが、それ

に関する具体的な課題の分析がないように思う。 

 

＜梶井副会長＞ 

室橋委員のご指摘のとおり、過去 10 年間を踏まえ、今後 10年間の計画を検討するにあたって、新

たな課題として出てきたことについて、認識が不足している部分もあると思う。 

また、「自立」の概念も本当は厳しく、果たしてこれから 10 年間掲げるものとしてベストな文言な

のかということも感じる。インディペンデント・コンプレックスといって、自立せよと言われること

が自己肯定感の低下に繋がることがある。そういった言葉を用いることが適切なのかということも、

もう少し議論すべきところかと思う。ただ、検討会議の時間も限られており、本日会長も不在である

ことから、引き取らせていただき、事務局と協議したい。 

 

⑵⑵⑵⑵    基本的方向性基本的方向性基本的方向性基本的方向性    

資料４について、事務局から説明を行った。 

 

＜梶井副会長＞ 

この基本的方向性から枝分かれして、基本施策が具体化され、さらに基本施策から施策、事業に繋

がっていくということだが、本日は基本的方向性の考え方までのところでご意見をいただきたい。 

 

＜丸谷委員＞ 

ただいまの事務局の説明について、言葉尻を捉える訳ではないが、学校という中で小中高というこ

とでしか言われていなかったが、幼稚園も入れていただきたい。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

失礼した。大変申し訳ない。 

 

＜秋山委員＞ 

資料２にもあるが、この「ふるさと札幌」という言い方が本当に必要なのかと思う。「ふるさと」と

付けてしまうことで、閉鎖的な印象を与えるし、生まれ育っていない人にとっては違和感を与えると

思う。もし、「ふるさと札幌」とひと括りの言葉で使い続けたいのであれば、そこに込めた思いや内実

をはっきりさせる必要があるのでは。 
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＜梶井副会長＞ 

秋山委員から発言のあったとおり、私もふるさとというのは一人一人が内面的に実感することであ

って、ここに表現することがどうなのかという感じを受ける。また、私は札幌出身であるが、「札幌人」

と言われることには違和感を覚える。このように、多くの人に納得されるように文言、言葉を選んで

いくべきと思うので、皆様から様々な意見をお願いしたい。 

基本的方向性については、３つの側面から分けているが、分け方自体はわかりやすいと個人的には

思うが、いかがか。 

 

＜飯田委員＞ 

人間像の説明文の７つ要素があると仮定して、それとこの基本的方向性の結び付き、関係性がよく

分からない。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

人間像に込めた素養を育むためには、やはりどのような学びを推進するかというところが中心にな

る。特に、どういった学びを進めていくかということは一番上のところに込めたと考えている。そう

した人間像を実現するために必要な環境の整備や市民ぐるみの仕組みづくりを他２つの方向性として

整理している。 

 

＜飯田委員＞ 

例えば、人間像の説明文にある「国際的な視野」ということで言えば、基本的方向性のどの部分に

対応していると考えればよいのか。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

１つ目の基本的方向性「自ら学び～」の基本施策イメージの中で「国際的視野を持って活躍できる

よう～」としているところ。さらに、そこから具体的な施策や取組に繋げていこうということで整理

している。 

 

＜飯田委員＞ 

この「国際的な視野」は人間像の中の大きな一つの柱であるが、様々な施策一つ一つに繋がってく

ることになると思う。何となくこれだけなのかという印象を受ける。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

言葉として表現されていないので、資料としてはそのような印象にならざるを得ないかもしれない。

具体的なものがなければイメージがつきにくいと思うが、例えば、職業観の育成だと職場体験の学習

を通じて、国際的な視野が養われるという面があるだろうし、職場体験を行うにしても、学校だけで

はなくて、市民や企業、商店街などの力を借りながらと学校・地域が連携して行うというような面も

あり、様々な関係性が生じていると言える。 

 

＜秋山委員＞ 

示し方の問題だが、人間像を７つの要素に、基本的方向性に３つに分けたのであれば、どんな関連

性があるか示した方がよい。 
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＜三宅委員＞ 

先ほど、梶井副会長から「ふるさと札幌に根ざし」を「札幌での学びを生かし」としてはどうかと

いう発言があったが、基本的方向性の考え方の分け方と合致するところはあるのではないかという考

えを持った。 

 

＜竹谷委員＞ 

３つの方向性に分けて説明されたが、これについて、もう少し分かりやすい言葉とした方が良いと

思う。実際に、地域の高齢者に何か頼む際でも、噛み砕いて説明することで、はじめて理解されるこ

とが多い。 

また、地域の立場から言うと、最近、地域の教育力が低下したと盛んに言われているが、私はその

ようなことはないと思う。何が原因かと言うと、地域の人が子どもに対して何か言うと、保護者から

クレームがくることが多々あり、そのせいで地域がモノを言えなくなっていると思う。 

もう一点、地域で課題になっていることは障がいのある子どもをどう支援していくかということ。

災害があった際にどうやって助けるとか、見守り体制をどのように構築するかなど課題になっている。 

 

＜梶井副会長＞ 

先ほどからの皆様の意見をまとめると、分かりにくい。竹谷委員からの指摘のとおり文言も含めて

であるが、人間像との関係性も見えない。また、「自立した札幌人」の実現のための背景や展開の視点

が凄く限定的で説明不足だと思う。 

 

＜林委員＞ 

この３つの基本的方向性を目的とするのか、人間像を実現するための機能にするのかによって、示

し方が変わってくると思う。この資料では下に施策があるから、基本的方向性が目的のように見える。

そうではなくて、あくまでも人間像の実現が目的であり、３つ掲げているものはそのための機能だと

思うので、そのようなマトリックスにすべき。 

 

＜室橋委員＞ 

１つ目の基本的方向性「自ら学び～」が人間像に直結するもので、２つ目・３つ目はそれを支える

ためのものとした方が説明としては分かりやすいと思う。 

 

＜梶井副会長＞ 

確かにそのとおりでこの３つが並列的なものではない。 

 

＜長沼委員＞ 

私も同じく分かりづらいと思う。「自立した札幌人」に集約してしまうとますます分かりづらくて、

いただいた資料の中では、資料２で「国の掲げる力」として示している「生きる力」の「①確かな学

力」、「②豊かな人間性」、「③健康・体力」というところが、最も分かりやすいと感じた。良いか悪い

かわからないが、例えば、学力であれば全国の学力テストのベスト 10を目指すとか、健康・体力であ

れば全国平均の中のこれくらいのレベルを目指すとか示した方がより分かりやすいのではないか。 

 

＜室橋委員＞ 

１つ目の基本的方向性の説明の中で、「共生社会の形成に向けた障がいのある方々の自立と社会参加
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を目指した特別支援教育を推進する」とあるが、特別支援教育の考え方の中に実際にあるものの、こ

れだけが出てくると障がいのある人は自立していない、障がいのない人は自立していると捉えられる

というような、誤解を与える表現だと思う。 

 

＜秋山委員＞ 

私も同じ考えであるが、「自立」という言葉が持つ意味合いが場面によって色々な捉え方ができる。

特別支援教育の中でも使っている言葉でもあるので、うまく説明して、注意して使わなければならな

いと思う。 

 

＜富田委員＞ 

ここで使われている「個別」という意味が私はよくわからないので、説明いただきたい。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

これまで幼児教育、義務教育、高等学校教育、特別支援教育、生涯学習の５つの個別計画があった

が、今回の計画では一つの大きな考え方として、それらの幼児教育から生涯学習までを貫くものとし

て各段階を共通して捉えて整理したところ。「個別」という言葉が表現として適切ではなかったかもし

れないが、その中でも、専門的に特化した部分を別に整理したというところではある。 

 

＜富田委員＞ 

特別支援教育というのは特別支援学校だけの問題ではなく、高校にも障がいを持った生徒が沢山い

るし、発育段階から小学校、中学校でもそうだと思う。もはや、特別支援教育そのものが個別ではな

いので、この部分の表現ももう少し広い視野が必要なのではないかと思う。 

 

＜梶井副会長＞ 

現場から遅れてしまっている捉われ方をされかねないので、もう少し表現には気をつける必要があ

る。 

 

＜富田委員＞ 

全ての教員が特別支援教育の専門家ではないということも、視点として必要だと思う。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

ご指摘いただいたとおり、当然、特別支援学校だけのことを想定している訳ではないが、確かに表

現として言葉足らずなところがあったので、表現を工夫しなければならないと感じた。例えば、幼児

教育においても市立幼稚園が私立幼稚園と連携しながら、発達に心配のある子どもへの支援を行って

いる。そうしたことも踏まえて、適切な表現に改めていきたい。 

 

＜富田委員＞ 

２つ目の基本的方向性でも書かれている、「全般」、「個別」というところが全体を通して分かりづら

くしていると思う。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

２つ目の基本的方向性では、全体に共通する部分と、具体的な専門特化した部分という意味合いを
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込めたつもりだが、ご指摘いただいたとおり文言の整理が必要かと感じた。 

 

＜梶井副会長＞ 

本日の会議でまとめ上げていくものではありませんが、沢山意見をいただき、その中で次回に持ち

越していきたいと思う。基本的方向性の考え方について、他に意見があれば。 

 

＜稲邊委員＞ 

率直な印象であるが、人間像の「心豊かな」に繋がる部分が基本的方向性の考え方の中では、「豊か

な心－徳」というところにしか示されていないように思う。国においても、道徳教育の教科化などが

議論され、全国的にも関心を集めており、また、教育基本法第１条においても「教育は人格の完成を

目指し」と一番に入っている。そのような中で、基本的方向性の考え方の中では、心の教育とか道徳

教育とかの表現があまりにも少ないのではと感じる。「いじめや不登校」という言葉もあるが、いじめ

の予防や特別支援教育の観点からも、相手を認め、尊重しようとする心の教育が必要であり、方向性

にも心の教育、道徳教育のようなことを入れていただきたい。 

 

＜秋山委員＞ 

また違う感想であるが、人間像と基本的方向性を関連付けた方がよいという話と、もう一つ、人間

像の下に記載された「背景」から「展開の視点」に至るプロセスがよく分からない。また、「生涯に渡

って学び続ける」という部分が強調されているが、これが意図しているところも見えにくいと思う。 

もう一つ、前回配布いただいた資料６の「これまでの教育施策の成果と課題」というところで、よ

く読むと成果はほとんど書かれていなくて、背景と課題しかない。だから、これまでの教育施策の成

果がどうだったのかということを一度まとめていただき、さらにこれからこういうことを見通してい

く必要があるということをどこかに入れていただきたい。 

 

＜梶井副会長＞ 

その成果については、次回までにまとめていただき、事務局から提示いただきたいと思う。 

 

＜永根委員＞ 

私の学校の今年度の学校経営方針についても、これと同じように大きく３つとしている。その検討

の過程で、昨年度の学校の課題とどういう子どもを育みたいかということを整理して、学びの推進や

必要な教育内容に繋げるとともに、それを支える環境、それを支える組織ということを考えている。

そうすることで、教職員にも分かるようにしている。そういったように、「自立した札幌人」の人間像

をしっかりと捉えて、それを分析的に「学びの推進」に繋げるとともに、それを踏まえた環境や仕組

み、さらにはどういう施策が必要なのかを考えていくと取り組みやすいのではないかと思う。 

「学び」と「環境」と「仕組み」ということでは、非常に説明しやすいということがあるので、基

本的方向性としてはこれで良いのではないかと思う。 

 

＜丸谷委員＞ 

幼稚園の立場から言うと、幼児期の子どもたちを考えた時に、先ほども自己肯定感という話があっ

たが、子どもがどういう存在なのかを周りの大人や先生からしっかりと認めてもらうということがあ

って、次に自ら学ぶということになる。ここで書かれていることは、最初から、「自ら学び」とあるが、

その前の自己肯定感のところが先にくると思うので、その部分をもう少し入れていいただきたい。 
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＜河野委員＞ 

また違う話になるが、基本施策の上から３つ目に「ふるさと札幌のよさを実感し～」と断言した表

現になっているが、これについても学び合うことで初めて実感するということがあるので、これにつ

いても少し行き過ぎた文言になっているように思う。 

 

＜林委員＞ 

先ほども事務局から、例えば職業体験という話があったが、また、「自立した札幌人」を掲げる対象

はどこなのかという話もあったが、ステークホルダー（利害関係者）が誰なのかということも不明確

だと思う。企業とか大学とか研究所とか、そういったところとの連携を小学校の高学年くらいから関

連付けた教育も必要だと思うので、そうしたことも入れていただきたいと思う。 

 

＜秋山委員＞ 

教育長からもキャリア教育は大事にしていきたいという話があるので、キーワードとしても大事だ

し、学校の立場からも小学校からのキャリア教育を推進していただきたい。 

 

＜竹谷委員＞ 

今のことについては、中学校あたりでは以前からやりだしている。企業を訪問しての就労体験をし

ているので、私もこういった取組をどんどん進めるべきだと思う。極端な話かもしれないが、午前中

に授業を終えて、午後からはそういう社会経験を積ませるようなことも一つの方法ではないかと。そ

ういう体験的なことをさせるべきだと思う。もう一つは聞いた話だが、学校ではいわゆるティーム・

ティーチングということで補助の先生が入って授業を補助している例もあるが、まだまだ少ない。日

本は OECD の中でも教育にかける予算が少ないという話もあるので、教育の担当者には頑張っていただ

いて、先生の数を増やすとか、みんなで教育をするということも考えていただきたいと思う。 

 

＜梶井副会長＞ 

ありがとうございます。また今後の具体的なアクションプランの中で強く主張していただきたいと

思う。私としても、「自立した札幌人」の定義がどういうものなのかということをもう少し明確にして、

誰にでも分かりやすい言葉でまとめること、そこからどのように関連付けた基本的方向性なのかとい

う見取り図を捉えなおすことが必要だと思う。 

本日は様々な視点から意見があり、会長が不在であるため、次回に継続して協議するということに

させていただければと思う。皆様、本日は活発な議論をいただき、ありがとうございました。 

 

３３３３    閉閉閉閉    会会会会    

次回の日程等について、事務局から事務連絡。 

 

以上 


