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１ 開会 

○議長（並川委員） 皆さん、おはようございます。これから「第３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、本日の出欠状況ですが、佐藤委員、西塚委員、丸谷委員からは御欠席の旨、御

連絡をいただいております。 

 また、本日は佐々木委員が御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。佐々木委員、お願いいたします。 

○佐々木委員 皆様、おはようございます。初めてお目にかかります。佐々木邦子と申

します。前２回ともに、大変申し訳なかったのですが、大学での授業の都合から欠席を

させていただきました。本日から参加させていただきますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（並川委員） 佐々木委員、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

２ 議事 

○議長（並川委員） それでは、議題に入ります。まず、議題１「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、第２回検討会議からの引き続きに

なりますが、本日は、前回あまり時間を取ることができなかった生涯学習、とりわけ社

会教育の部分について、改めて意見交換の時間を設けたいと思っております。資料は 10

ページ左側の「基本施策１－５ 生涯にわたる継続的・自発的な学習活動の推進」の部

分になりますが、内容は前回と同様ですので、事務局からの説明は省略いたします。 

 前回は、札幌市の社会教育委員としての御経験のある堀内委員から御発言をいただき

ましたが、今回は、生涯学習を専門とされている佐々木委員が出席されていますので、

まずは、佐々木委員から、札幌市の生涯学習に期待すること、現状の課題、今後の展望

などについてお話いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○佐々木委員 社会教育委員として札幌市の教育に関わってまいりました。また、今か

ら 14 年、15 年前でしょうか、札幌市の生涯学習の関係で、神戸、京都、大阪に視察に

行かせていただいたことがありまして、そういったことで札幌市の生涯学習と少し関わ

りがございますが、全てを存じているわけではございません。 

まず、生涯学習というものが、日本全体にかなり進展しているということは確かだと
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思います。1960 年代の後半に「生涯教育」という名前で日本に導入されまして、それか

ら 20 年ほど経って「生涯学習」と名前を変えて、その後、生涯学習振興法が制定されま

した。また、平成 18 年の教育基本法の改正の時には、「生涯学習」という言葉が条文に

盛り込まれるなど、日本全体の生涯学習の推進という点で、本当に目覚ましいものがあ

ったと思っています。その中で、札幌市も政令指定都市として、生涯学習を随分推進し

ていると思います。 

また、生涯学習を含めて「学習社会」というような言い方が 20 年、30 年前くらいか

ら言われるようになっていますので、生涯学習人口はかなり増えてきていると思います。

そういった面で、全体的な振興という面では本当に目覚ましいものがあると思っており

ます。 

その反対に課題として、私が捉えていることが何点かあるのですけれども、１つは、

かねてからあった「社会教育」と「生涯学習」との関連性が今一つ明確になっていない

ということです。それから、もう１つは、生涯学習人口が増えているとはいっても、統

計上では延べ人口ですので、本当に学習が必要だと思っている人が全て学習できている

とは限らないということです。何度も何度も、学習したことを基にして次の学習に入る

という状況になっている方々も、多々見受けられます。この度の骨子案にある「多様な

学びを支える」ということで言いますと、本当に学習を必要とする皆さんに、学習方法

などの情報が届いているのかどうかということを考えますと、その辺りがまだ完全にで

きているとは言えないのではないかと思っています。 

そういったことを考えますと、今後の札幌市の生涯学習における展望としましては、

私見ではございますが、教育的に弱い立場にある皆さんに、こういった学習機会や方法

があるという情報をきちんと知らせて、学習したいと願う多くの方がそういう機会を享

受できるような仕組みが、今もないわけではないのですが、もっと強化されていくこと

を望みます。 

○議長（並川委員） ありがとうございます。今、私もよく知らなかった歴史的な背景、

課題、そして、提言までいただきました。今いただいた御意見に関連して、あるいは、

別の視点から何か御意見等のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

（発言する者なし） 

 よろしいでしょうか。それでは、関連して御発言があれば、後ほどお願いしたいと思

います。 
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 それでは、前回に引き続きの議題の「基本的方向性１」については、以上とさせてい

ただきます。 

 続きまして、議題２の「基本的方向性２ 多様な学びを支える環境の充実」について、

事務局から説明をお願いいたします。 

＜事務局説明＞ 

○議長（並川委員） ありがとうございます。ただ今、「基本的方向性２ 多様な学びを

支える環境の充実」について、前期の総括や後期における重要項目、そして、後期の具

体的な施策展開について説明をいただきました。  

 基本的方向性２は、基本的方向性１でまとめている多様な学び、これらを支える環境

の充実ということで、事務局からも説明があったとおり、学校施設や人的体制などの環

境を充実させていくという趣旨であったと思います。 

 こちらについても、学校教育に関するものから、図書館など生涯学習に関するものま

で、かなり幅広い事柄となっていますので、少し焦点を絞って意見交換を進めたいと思

います。 

まず、不安や悩みを抱える子どもや保護者への支援ということで、皆さんも関心が高

いところかと思いますけれども、11 ページ左側の下段にあります「施策２－４－１ 安

心して学ぶための支援」に関連して意見交換をしたいと思います。 

 いじめや不登校に関しては、以前からニュースなどでも多く取り上げられておりまし

て、市民の関心も高いと思います。札幌市教育委員会では、先ほどの説明にもございま

したスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、また、相談支援パートナー

など多様な人材を活用した支援体制を整えているところです。 

 そこで、実際に相談支援パートナーとして御活躍されている堀内委員から、活動の様

子ですとか、今後に期待することなどについてお話いただければと思いますが、お願い

できますでしょうか。 

○堀内委員 私は中学校で相談支援パートナーをさせていただいております。支援の対

象は別室登校となった生徒で、他には、スクールカウンセラーの支援を受けたり、教育

支援センターや相談指導教室につながったりする生徒もいます。 

ただ、問題なのは、学校にまったく来ない生徒について、家庭との連携がうまくでき

ないケースです。私が家庭訪問してもなかなか対応してくれないというケースが、残念

ながら増えてきております。 
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今年度からスクールソーシャルワーカーが増えたということが、新聞でも報道されて

いました。学校だけでは対応できないケースがありますので、アウトリーチ型で実際に

学校を巡回訪問して実態を把握するということで、学校全体として非常に助かっており

ます。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。堀内委員の御経験をお話いただきまし

たけれども、学校の中だけに留まらず、様々な活動をされているのかなと思いながら聞

かせてもらいました。 

 今、お話いただいた、相談支援パートナーをはじめとして、学校現場では、他にも様々

な人材が子どもの支援に関わっています。そういった中で、学校としての支援体制や、

それぞれの校種における課題などあるかと思いますので、続いては、小学校、中学校そ

れぞれの視点からお話いただけたらと思います。こういった外部人材の活用については、

「学校における働き方改革」にも深く関係する事柄だと思いますし、これまでの検討会

議の中でも度々出てきたキーワードですので、そうしたところも絡めてお話いただけれ

ばと思います。 

 まず、小学校における支援について、津田委員からお話をいただければと思います。 

○津田委員 私から小学校の現状と、私なりに捉えている課題についてお話をさせてい

ただきます。 

 まず、特別な教育的支援を要する子どもが非常に増えてきておりまして、小学校です

と、例えば、「校内学びの支援委員会」をつくりまして、そして、特別支援教育コーディ

ネーターが中心となって委員会を動かして、校内支援や地域学習支援、関係機関との連

携ということを組織的に対応する取組を、どの学校でも進めているところです。ただ、

６ページのところにありますように、そういった特別な教育的支援を要する子どもたち

の他に、いじめや不登校、保護者の経済的な事情など様々な要因により、学校での学び

に不安や悩みを抱える子どもが非常に増えてきている現状です。 

 そのような中、小学校では、学びのサポーターが配置されていて、必要に応じて、い

ろいろな取組をしていただいております。このような取組は、本当にありがたいのです

けれども、学校の状況によっては、配置時数が足りない状況になるという課題もありま

す。 

 それから、スクールカウンセラーについても同様に、学校を支えていただいているあ

りがたい仕組みになっております。ただ、先ほども申しましたけれども、配当時数につ
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いては、予算に限りがありますので、この辺りが課題になるかなと思います。 

それから、スクールソーシャルワーカーについて、今までも派遣されていたのですけ

れども、先ほども堀内委員からもお話がありましたように、今年度から学校を巡回して

くださる方がおりまして、先日、我が校にも来てくださいまして、不登校など様々な問

題や悩みを抱える子どもに関する相談に乗っていただきまして、これも非常にありがた

い仕組みになっております。 

中学校では、相談支援パートナー、これは後で橋本委員からお話しがあると思うので

すが、小学校では、相談支援リーダーが各学校に回ってくれることになっていまして、

本当にありがたい仕組みになっております。 

このような大きな成果の反面、先ほど堀内委員からお話がありましたように、学校が

保護者に関わるにはどうしても限界がありまして、これ以上関わるのは厳しいという時

に、教育委員会等と連携しながら関係機関を含めて関わっているところですが、実は、

なかなか最後まで関わり切れないという現状もあります。その辺りが、これからどのよ

うに家庭に関わっていける仕組み、制度になっていくかということが大きな課題である

と思っております。 

 ただ、このような仕組みや制度というのは非常ありがたいことで、今、学校における

働き方改革ということが言われていますが、例えば、担任の立場からすると、有効な時

間の生み出しにもなりますし、それから、私は校長として大きなところだと思うのが、

精神的な働き方改革です。気持ちの面で、学校内で協力するという組織的な動きもあり

ますし、関係機関、教育委員会等から支えられているという認識も生まれます。働き方

改革には、そのような大きな意味もあるかなと思っております。 

今回のこの骨子案にも十分に盛り込まれています。より充実・発展していくことを期

待しております。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございました。続いて、中学校の状況に関して

橋本委員からお話いただければと思います。 

○橋本委員 今、津田委員からお話があったことに付け加えるような形になるのですが、

学校を支える機関というのはたくさんありまして、学校現場としましては、そういった

機関とどのようにつながっていくか、あるいは、それらをどう活用していくかというこ

とが課題になっております。 

スクールカウンセラーに関しましては、つないでいったときに、もう少し早い段階で
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つないでおくべきだったと思う場面があるものですから、今後、配置時数が拡充される

のであれば、小学校への配置の充実を先に行った方がより効果的かなという感想をもっ

ております。 

中学校の特徴としましては、相談支援パートナーがおりますが、他の人材と違いまし

て、学校で人選をいたします。その相談支援パートナーをどのように見付けるかという

ことは学校にとってはとても重要なことです。中学校の現場では、相談支援パートナー

が１人しか登録されていない学校があることや、スクールカウンセラーにどのようにつ

ないでいくのかということが課題になっております。 

先ほど堀内委員からお話のありました相談支援パートナーによる家庭訪問についてで

すが、基本的には別室における学習支援や自習の見守りが中心ですけれども、子どもや

家庭の状況に応じて家庭訪問や電話による対応をしていただくこともあります。 

それから教員の負担軽減に関わってですけれども、別室登校している生徒に教員１人

が付き添うということはなかなか難しいのですが、相談支援パートナーがいらっしゃる

ことで教員の負担軽減につながっております。 

また、ここでは直接関係ありませんが、部活動における外部指導者制度も導入されて

います。教員が、部活動に付きっきりにならなくてもよいということは、結果的にその

時間を授業準備に充当できるわけで、教員にとってはプラスになっておりますし、また、

授業の充実ということにもつながっていると思っております。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございました。学校現場には、スクールソーシ

ャルワーカーやスクールカウンセラーなどいろいろな方が活動されているということで

した。ただ、小学校ですと、もう少し活動時間があれば、というお話もありました。 

 今、小学校、中学校における支援のお話をいただきました。幼稚園においても、主に

保護者が対象になると思いますが、相談体制があると伺っておりますので、幼稚園にお

ける相談体制などについて、瀬戸委員から、現状や課題についてお話いただけますでし

ょうか。 

○瀬戸委員 現在、特別支援教育に係る相談につきましては、幼児教育支援員が各区に

１人ずつおりまして、保護者からの相談に乗っているところです。毎日、午後に２件ず

つ相談の予約が入っていまして、どこの区も制度開始当初よりも件数がかなり増えてき

ております。相談では、１回 90 分程度の時間で、長期的な支援のことについて相談を受

けながら必要な検査をしたり、次の予約を入れていただいたりしています。相談件数が
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増えているため、予約を入れるのが難しい状態になっていまして、１か月、２か月待ち

という状態になっている状況がございます。 

 それから、幼児教育支援員は午前中、私立幼稚園に訪問支援を行い、私立幼稚園で受

け入れている特別な教育的支援が必要なお子さんの具体的な指導に関することを一緒に

考えるという仕事もしておりますが、やはり私立幼稚園の先生方は異動、入れ替えが比

較的頻繁にあるものですから、そういったところでなかなかノウハウの引継ぎが難しい

部分がございます。また、障がいへの保護者の受容度というのも、まだこれからという

部分があるので、そういった保護者への対応のことについても相談に乗りながら、日々

の具体的な保育、そして保護者のニーズに応えていくというところでの相談も受けてい

る状態です。 

 それから、それぞれの幼稚園、保育園等で、地域の未就学児やその保護者を受け入れ、

一緒に遊びながら、お子さんに関する相談を受けるというようなこともやっております

が、市立の場合には「ポロップひろば」という名称で、各園で計画を立てて月に１、２

度行っている状況です。この取組は、始めた当初は、就学のほんの少し前のお子さんが

ターゲットになると想定していたのですけれども、どんどん低年齢化が進んでいて、１

歳になったら、と考えている保護者がいらっしゃいます。 

また、地域にはたくさんの子育てサロンがあると思いますが、その中でも、お子さん

や保護者のニーズに合うところを探して相談にいらっしゃるというようなケースや、お

むつトレーニング、子どもへの関わり方、幼稚園や保育園選びというようなことについ

て、相談されるケースがどんどん増えてきています。 

 もう１つ、それぞれの幼稚園や保育園で、在園している保護者からの相談ということ

も、日常的にあると思います。 

 私立幼稚園ですと、お電話をしたり、園に足を運ばれる行事の時に直接お話ししたり

ということが多いかなと思うのですけれども、保育園や市立幼稚園の場合には、毎日送

り迎えをしていただくので、そこで保護者とお話をする機会があり、日常的な部分で御

家庭の様子、それからお子さんの様子ということの相談を受けるということに、職員は

かなり神経を使っております。というのも、保護者が抱えている背景が、心の問題や経

済的な問題など、多様になってきています。保護者がそのことをすぐに園に相談できる

ようにするためには、顔見知りになって、そして教員が「いつでも話を聞きますよ」と

いう雰囲気を出していくことがとても大事になります。また、日常的な相談に対応する
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保育者、教師のスキルというのがとても重要になってきています。保護者が抱える問題

が深刻化していく中で、どのように対応するかという部分で、先ほどから話に出ている

専門性のある人材の力を借りることは、とても心強い制度だと思うのですけれども、実

際に日々対応する職員がそれなりにスキルを身に付けていくことや、それから職員自身

も精神的にストレスを抱えこまないで対応できる健康さを維持するということも必要に

なってくると思っています。 

 やはり、問題が早期から始まるということと、深刻になっていくケースが増えてきて

いるということを考えると、日常的なところで保護者からどのように悩みを聞き取るか、

そして、園や学校でできることと、専門家にお手伝いしていただくことを整理しながら、

子どもや保護者を支えていく仕組みを充実させていくということが、これからなお一層

必要ではないかと感じております。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございました。私は教員養成大学にいるので、

小学校や中学校に関わることが多いのですが、幼児教育に関わることはあまりなく、お

話を聞いていて、様々なところで幼稚園の役割が大きいということが分かり、感心しな

がら聞かせていただきました。ありがとうございました。 

 今、幼稚園、それから小学校、中学校における支援について、いろいろお話を聞いて

きましたけれども、本望委員に、保護者の視点から、不安や悩みを抱えた子どもや保護

者に対する今後の支援の在り方などについて期待するようなことがありましたら、お話

いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○本望委員 前回もお話させていただきましたとおり、共働きの家庭、また、諸事情で

ひとり親の家庭が非常に増えておりまして、子どもというよりも、親が悩みを抱えてお

ります。 

不登校の子どもに関してよく聞くのが、お母さんが精神的に病んでしまっている家庭

で、子どもが「お母さんのことが心配で学校に行けない」という悩みを抱えてしまい、

学校に足が向かないという状況です。相談支援パートナーなどが家に来ても、そこで悩

みを解決できずに、ずるずると不登校の期間が続きまして、小学校、中学校ともに行っ

ていない。もちろん高校に入っても、学校に足が向かないという子どもも実際増えてい

ると聞いております。 

 また、将来への不安もあり「先の見通しがないのに学校に行ってもしょうがないじゃ

ないか」と言うお子さんもいらっしゃいます。 
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なので、先生方にはいつも本当にお世話になっていて申し訳ないなと思うのですけれ

ども、今の世の中、本来であれば家庭でやるべきことを全て学校にお任せしているよう

な部分などございますが、札幌市としても全国的な傾向と同様に不登校の子が増えてい

ると聞いておりますので、今後、札幌市としても、このような子どもを一人でもなくし

ていくような活動に努めていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございました。皆さんの話を聞いていると、子

どもの時に問題が複雑化していて、対応していかなければならないことがたくさんある

ということを思いました。 

 ここまで、学校での多様な人材による支援ということでお話をいただきましたけれど

も、他の委員で更に御意見なり感想などいただける方がいらっしゃればお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○春田委員 皆さんから、学校の現状、それから保護者としてのいろいろな捉えなどに

ついてお話しいただきました。現行の計画が、教育委員会の施策として、様々なことを

充実し、対応していこうということで作られて、前期の５年、更にはそれ以前から様々

な取組を行っているということは十分認識しております。 

 私も、養護学校の現場におりまして、当然同じような状況というのが多々ありまして、

自分の中で今一番頑張らなければないなということは、いろいろな外部人材とつながる、

ということです。 

今、学校では、校長、教頭、先生方が前線で頑張っている。教頭は、窓口として、あ

れもこれもと、いろいろな仕事をしています。先生方も教室で、例えば小学校の教員は

全授業時間教室にいますから、職員室に戻る時間すらないというというのが実態です。

そうした実態もあって、実際に支援したり、カウンセラーが関わったりする際に十分に

時間をとって、つながるということができにくい。そこが今、施策の中で少し足りない

のかなと思います。 

具体的には、校内学びの支援委員会や、特別支援教育コーディネーターの指名という

ことを、平成 15 年から続けてきているのですが、コーディネーターについては、担任が

兼務しているという状態があります。そうすると日中は、コーディネーターとしては動

けません。 

このような状況で、教育委員会として考えなければならないのは、そういったコーデ

ィネーターを専任化するのがベストなのかもしれませんけれども、お金の問題もありま
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す。そうすると、コーディネーターとなる教員の業務数を減らすとか、何かそういう工

夫が必要だと思います。 

それから、コーディネーターの養成研修会もやっていますが、研修の時間数としては

少ないです。ＯＪＴで学ぶというのは、それはそれでよいのですが、コーディネーター

に必要な資質という面から、どのように学ばなければならないのかということを意図し

た研修を進めなければなりません。せっかくいろいろな外部人材が入ってきて先生方も

頑張っている中ですから、つなぎの部分をもう一歩進められないかなと思います。 

例えば、政令市の教育長などで構成する協議会などで、国に対して、専任化の要望な

どもしているのですけれども、実現するには、まだまだステップがあると思いますし、

市教委の中に、学校の様々なことの連絡調整、つなぐ役割を担うコーディネーターがい

なければ、せっかくの取組が十分な力にならないのかなと感じています。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。いろいろと施策として取り組んでいる

ことを有効に生かしていくという貴重な提言だったかと思います。 

 今、実際の現場での課題について、いろいろお話がありましたけれども、骨子案を見

ていきますと、不登校児童生徒が出てくる前の未然防止ですとか、早期発見に努めると

いうことが示されています。 

 昨今のスマホなどの普及に伴って、ネット社会が急激に子どもに広がっていることを

考えると、問題の早期発見という視点からもネットトラブルへの対応が今後ますます重

要になってくると思います。そこで、子どもが主体的に情報化社会に参画していく段階

である高等学校におけるネットトラブル対応の現状ですとか課題について、林委員から

お話をいただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

○林委員 スマホの普及に伴いまして、ＳＮＳなどでのトラブルというのは、本当に深

刻と言いますか、高等学校でも対応をしあぐねているところで、これが特効薬とか、こ

うすれば改善する、というところがよく分からない状況で、日々悩んでいるところです。 

教育委員会ではネットパトロールをしていて、子どもが個人情報を掲載してしまうな

ど、何か問題が見付かった時には、学校にお知らせをいただいて生徒に指導するなどの

対応はしております。しかし、例えば、ツイッターとかのＳＮＳでの誹謗中傷的な書き

込みですとか、そういったトラブルまでは把握しきれないだろうと思うのです。大人の

見えないところで傷つけ合ってしまうというか、何気ない言葉、あるいはちょっとした

悪意のある言葉によって、すごく傷ついてしまって登校できなくなってしまうというこ
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とが、私たち大人が見えないところでたくさんあるのだろうと思います。そういったこ

とにどうやって対応していったらよいかというのが、これから大きな課題になってくる

と思っております。 

そういった情報の分野での環境というのは、私たち大人の感覚とちょっと離れたとこ

ろでどんどん進んでいるところがありますので、いろいろなところで対応が後手になっ

てしまっているなと、自分自身の反省も踏まえて考えております。 

 ちょっと話は逸れるかもしれませんが、大学入試に関わりまして、今、生徒が蓄積し

た学習の成果物を評価するという仕組みがあります。外部のクラウドとかにデータを貯

めて、利用するといったようなことを、業者なども入って始まっているのですけれども、

そういった情報社会の中で否応なく、データの管理を生徒にもやらせなくてはいけなく

なるのです。それについて、道立高校や私立高校などでは業者のサーバなど利用したシ

ステムを取り入れているところもあるようですけれども、札幌市立高校の場合ですと、

セキュリティーポリシーの関係で今のところそういうことができない状況です。セキュ

リティーポリシーによって守られているということは大変重要なことだと思いますし、

それがあって助かっている部分というのはありますが、ただ、これから様々なところで

情報を扱っていかなくてはならなくなった時に、そこをどのように考えていくのかとい

うことについて、私たちも検討していかなければいけないと思っております。 

 そのような情報の分野でのこれからの道筋については、課題がたくさんあると思って

いるところです。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございました。インターネットに関しては、自

分が知っている範囲が本当に限られていて、子どもたちがどういう環境にいるのかとい

うのは、本当に分からないですね。私自身、大学生が身近にいるのですが、大学生のこ

とでも、なかなか理解しにくいなと感じております。御意見ありがとうございました。 

 ネットトラブルへの対応ついては、学校と保護者による課題の共有ですとか、家庭で

の教育も重要だと思いますけれども、保護者として肌で感じていらっしゃる子どもの状

況などについて、確か前回も少しお話をいただいたと思うのですけれども、もう少しそ

の点を本望委員からお話いただければと思います。 

○本望委員 インターネットに関して、私は高校生の娘がいるのですけれども、娘が通

う高校では、最初の保護者会の時に「携帯電話は夜９時で終了です」というお話しがあ

り、子どもたちには、既に進路指導の先生から伝えているということでした。 
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携帯電話を目覚まし時計として使っている家庭もあるのですが、電波を発信するもの

を枕元に置くとどのように脳に刺激があるか分からないということで、目覚まし時計は

１個 1,000 円くらいで売っているので買ってあげてくださいという説明がありました。

全員とは言いませんけれども、たぶん携帯電話でトラブルが起きたということは、娘が

通う高校では聞いたことがありません。 

学校の先生方もそのようなルールを守っていて、部活動の連絡についても、夜９時ま

でとしていて、どうしても見なければいけないという場合は見るだけで、返信はしない

というルールになっているそうです。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。今のお話は、きちんと学校で管理をし

ているという例でした。このほか、委員の中で、現状こういうことがありますよ、とい

うようなお話があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○岸委員 私は、小学生の子どもがいまして、様々な習い事に連れて行ったりするので

すが、そこでよく目にする光景なのですけれども、携帯電話やインターネット使用の低

年齢化が本当に進んでいることを間近に感じます。子どもの習い事が終わるのを待って

いる間、保護者たちはお喋りをしているのですが、小さな未就学児のお子さんに携帯電

話を与えて、ずっとゲームをさせているのです。２歳くらいの子でも、画面を上手に操

作して、習い事が終わるまでの１時間くらい、かなり集中してやっています。そういっ

たことを頻繁に目にするようになってきて、私は絵本を推進しておりますので、携帯電

話やゲームなどについて少し学んだのですが、そういったものが脳に与える影響につい

て科学的な研究もされているそうですが、先ほどお話ししたようなことを親たちが当た

り前に行っている。そうすることで子どもは騒がないからです。 

そうした低年齢化が進んでいて、子どもが携帯電話などを使いこなしているこの現状

は何とかすべきではないのかなと非常に危機感を抱いています。解決するためのアイデ

ィアは特にないのですが、そう思っています。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございました。先ほどの話題の中でも、様々な

支援に関して、就学前段階についてのお話がありましたけれども、インターネットのこ

とについても、やっぱり同じように就学前段階から考えていかなければいけないという

ことだと思います。 

○堀内委員 関連してよろしいですか。子どもの実態についての話ですが、別室登校し

ている子が、インターネットやゲームを途中でやめるわけにはいかないと言うのです。
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ＳＮＳを通して、いろいろな発信などをする中で、同じ学校の子どもだけでなく、他校

の子どもとか、知らない子どもと交流しているらしいです。 

私が一番心配しているのは、そのような子どもが夜型の生活になっていくということ

です。とりあえず別室には来るのですが、他の子が勉強しているにもかかわらず、30 分

もつかもたないかで熟睡してしまうのです。このような実態が、ゲームによる弊害とし

てあります。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。今、いろいろと意見が出てきましたけ

れども、子どもたちが安心して学習できるような環境ですとか体制をつくっていくこと

の必要性を改めて強く感じました。 

 時間も大分過ぎましたので、話題を変えまして「生涯学習環境・体制づくり」につい

て話を進めたいと思います。資料は 10 ページ右下の施策２－２－１の部分になります。

説明文には、「より身近な地域での生涯学習環境を整えます」と記載されていますが、こ

こで佐々木委員から、「身近な地域での生涯学習の場づくり」ということに関しまして、

効果的な手法や在り方などについて、具体的な事例なども含めましてお話いただきたい

のですが、よろしいでしょうか。 

○佐々木委員 生涯学習センター「ちえりあ」で行っている仕組みで、少し関心をもっ

ていますのが、「ご近所先生企画講座」です。御存知の方もいらっしゃるかもしれません

が、この仕組みが始まって 10 年ほど経っているとのことで、大まかに話しますと、生涯

学習の講座で学んだ人から講座を開きたいという希望があったら、その人を講師として

登録して、次の講座の開催につなげていくという仕組みです。 

そうすると、効果としては、生涯学習をした人が講師となった講座が開かれると、生

涯学習をした人の学んだ成果の活用ということが具体的になるわけです。そして、それ

を受けた人は、どこかの人を招聘して行う講座というのではなくて、かつては自分と同

じように講座を受けていた人なのだと分かることで、「講師になる」ということが初めか

ら学習成果の１つとして認識される。それを見た人が、自分も何か一生懸命勉強して「こ

の講座を開きたい」と思えば、それを目標として次の学習に入っていくことができます。

そういった良い循環になっていると思います。この仕組みが始まって、既に 10 年も経過

していることは素晴らしいことだと思っております。 

冒頭で、十数年前に札幌市の生涯学習に係る視察で神戸や大阪に行かせていただいた

ということを申し上げましたが、その時、兵庫県では、学習をした人が次の講師になる
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といったことを既に始めていまして、視察の際、どのぐらいの人が希望してくるのかと

聞いたところ、年間 300 人ぐらいが希望してくるとのことでした。しかし、その 300 人

全員に講座を担当していただくわけではないということでした。やはり、適正・不適正

ということもあるので、研修や試験なども行っているとのことでした。 

そのようなことが、十数年前から既に関西の方で実施されていたということです。そ

れで、良い仕組みだということを視察の報告書に書かせていただいたのですが、それが

現在では、札幌市でも始められていて、約 10 年も続けられている。もちろん課題もある

と思うのですけれども、きちんとした研修、ある程度の講師の選別、本人の希望の把握

など、もちろん全ての人の希望が叶うわけではないようですが、きちんとした仕組みと

して成立し、循環しているということは、とても良いことだと思っています。 

最初に、「生涯学習」という言葉が日本に導入されてから、もう何十年か経ったと言い

ましたけれども、20 年ほど前には、生涯学習をしても「どんな効果があるのか」「ただ

勉強をして、自己満足に過ぎないのではないか」というような捉え方をされていた時期

もあったと思います。そのようなことを考えますと、きちんと勉強したことを成果とし

て自分自身でも外に出していく、そしてそのような学び方を多くの人に広げていくとい

う、社会的にも有効な循環になってきていると感じております。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。私も、教育委員会の事務点検・評価の

報告書で「ご近所先生企画講座」のことは知っていたのですけれども、内容や具体的な

ことについてお聞きして、なるほどと思いました。 

 また、資料 10 ページの右下には、「生涯学習センターと図書館との連携を核とした生

涯学習環境を整備する」ということが示されていますけれども、保護者の方々を対象に

した絵本の読み聞かせ講座などの講師として活躍されている岸委員から、図書館に期待

することなどについて、お話いただけますでしょうか。 

○岸委員 私は子どもの通う小学校の開放図書館の運営委員長を務めております。まず、

開放図書館の私の知る限りの部分なのですけれども、図書館の中は大変賑わっておりま

す。ボランティアさんを中心に、様々な季節や行事に合わせたコーナーを作ったり、装

飾をしたりして、それを目当てに来るお子さんたちが大変多く、読書を楽しんでもらっ

ています。読み聞かせもそうですけれども、いろいろなイベントを企画しています。つ

い先日は、中休みに怪談の読み聞かせを行ったり、英語の読み聞かせを行ったりしまし

た。多目的室という結構大きな部屋を使ったのですが、本当にあふれんばかりの子ども



- 15 - 

 

たちが集まって、中休みという短い時間ですけれども、その読み聞かせを楽しんでくれ

ました。「子どもの読書離れ」と言われていますけれども、このような現状を考えると、

子どもはやっぱり本が好きなんだなということを目の前で見て、強く実感しているとこ

ろです。 

一方で大きな課題もあります。それを運営する司書さんに関する課題です。毎年、年

度の変わり目になると、学校との連携を考えて、在校生の保護者に司書さんをお願いし

たいという雰囲気があるのですが、成り手がなかなかいないのです。と言いますのも、

開放図書館での業務は、週に３日の開館、そのほかに外部の会議があったり、お便りや

装飾を作ったり、イベントを企画したりするなど、たくさんあるのですが、報酬が見合

っていません。書籍の購入費などもいただいておりますが、書籍は現状のものを使うな

どの工夫をして、できれば司書さんへのサポートを手厚くした方が良いかなと思います。 

今、女性の社会進出も増えていますし、それから社会全体としての人材不足というこ

とも考えますと、今後もずっとボランティアレベルで何とかしていこうというのは、少

し厳しいのではないかと思います。 

中学校に関しては、学校図書館司書の配置が広がってきているということですが、小

学校にも配置をしていただくとか、専属の司書教諭を配置していただくとか、そうした

ことも今後考えていただけるとよいなと思っております。 

それから、私は、市立図書館を利用させていただくのですが、先日、絵本講座を開催

するに当たり、原稿を作るため参考文献などを持って自習スペースみたいなところに行

ってみたら、「自習禁止」と掲示してありました。結局、車の中に持って行ってやったの

ですけれども、どうして自習禁止なのかを調べてみたら、札幌市だけではなくて、全国

的に図書館というのは自習禁止の傾向があって、私が見付けた大きな理由としては、自

習をしてしまうと１人が特定の場所を長い時間独占してしまって、多くの方に使ってい

ただけない、やはり図書館というのは公共の場なので、広い世代の方、より多くの方に

使っていただくのが目的なので自習禁止にしている、ということが挙げられていました。 

ただ、現状を見ますと、図書館には、小さなお子さん連れの親御さんが何組かいます

けれども、あとは高齢者ばかりで、本来学びたいと思っている子どもたち、学生たちの

姿を見かけることがほとんどありません。これは夏休みや休日に関しても同じで、私も

周りの保護者の方々に、「お子さんが遊びに行ったり、出かけたりするとき、『図書館に

行く』と言いますか。」と聞いて回ったところ、そのような子どもは、まずいませんでし
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た。親御さんが連れて行ってあげると一緒に行ったりするのですが、図書館が子どもた

ちにとって行きにくい場所になっているという印象をもっています。 

読書を大切にしているにもかかわらず、図書館が、学生や子どもが学べないような場

所になっていないか、もう一度考えてみるべきではないかと思っております。 

いくつかの図書館に私も行っているのですが、人を呼ぼうという工夫が足りないので

はないかと思います。学校開放図書館のボランティアさんが一生懸命やっているような

コーナーなども、図書館によってはあまり見かけません。 

先日、剣淵町の「絵本の館」に行ったのですが、例えば、そういうところであれば、

空前の猫ブームということで猫に関する絵本を集めたコーナーなどがありまして、子ど

もだけではなくて、大人も結構関心をもって、そのコーナーに留まっていました。例え

ば、そのようないろいろな企画展などを行って、それに対して賞を授与するなどの工夫

があれば、もう少し各図書館の意識が上がり、更にそれを目当てにした方々の来館も増

えるのではないのかなと思いました。 

それから、もう１点なのですけれども、私自身も子どもがおりますので、本に親しん

でもらいたいということで、様々なイベント、講演会などに出席するのですが、人によ

って響く、響かないということはあると思うので、いろいろな内容があっても良いと思

うのですが、公費を使って、これから読書を進めていくということであれば、もう少し

内容を吟味して、参加した方々に「絵本を楽しもう」「絵本を読み聞かせよう」と思って

もらえるようなものを考えていただけると嬉しいなと思います。 

もちろん、素晴らしい内容の企画もあるのですけれども、時間の関係もありますので、

まずは改善を期待するところから意見を言わせていただきました。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。読み聞かせで子どもが熱心に聴くとい

うお話を聞いて、そういったところをきちんと伸ばしてあげなければならないなと思い

ました。図書館の在り方というのは時代とともにいろいろと変わってきていると思うの

で、その時々の状況を見ながら変えていかなくてはならないこともあるかと思います。 

今、生涯学習のことをいろいろとお話いただきましたけれども、生涯学習に関連する

話題の１つとして「学校施設の複合化」というものも挙げられると思います。「施策２－

１－１ 学校教育環境の整備・充実」でも、複合化を進めるということが示されていま

すけれども、他の公共施設が地域の学校と複合化することによって、そこがより身近な

生涯学習の場となることもあると思います。 
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例えば、中央区にあります二条小学校は、昨年度、まちづくりセンターや地区会館な

どと複合化されて、小学校の子どもが学ぶ傍らで、地域の方々が様々な活動を進めてい

らっしゃると聞いております。 

連合町内会長であります佐久間委員は、まちづくりセンターなどの公共施設と関わり

が深いと思いますが、子どもたちが学ぶ学校と、他の公共施設が複合化することについ

て期待などありましたら、少しお話をいただけないでしょうか。 

○佐久間委員 連町会長ということで２日に１回は、まちづくりセンターに行って所長

と打ち合わせなどをしております。うちの会館でも、そろばんや習字などいろんな学習

が行われています。 

また、実際、連町会長と併せて単町の会長もやっておりますので、地域の人から「ち

ょっとあそこの家、子どもの様子が心配だから、会長見てきて」と頼まれて訪問するこ

とがあります。そうしたことを考えると、学校と連携して、地域で子ども見守るという

ことが大切だと思います。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございました。学校とは違った立場で、地域の

中で子どもたちを見守ってくださっていると思うのですけれども、先ほどの子どもへの

支援についての話題でも出ていましたが、そういうところをどうつなぐかということだ

と思います。 

それでは、もう１つ、今日の議論のキーワードで「地域」というものがクローズアッ

プされていて、「施策２－１－２ 一人一人の多様なニーズに応じた教育環境の整備」に

関わって、春田委員から、特別な教育的支援を必要とする子どもが身近な地域で学べる

環境づくりの在り方ということでお話をいただけないでしょうか。 

○春田委員 前回会議の時にも、少し話をさせていただきました「共生社会」を目指す

上で、今、特別支援教育をいろいろと充実させているところという話をさせていただき

ましたが、先ほどの佐久間委員の話ではないのですけれども、子どもたちは地域で育ち

ます。子どもの頃に、地域でより専門的な教育を受けるために、例えば、養護学校など

がある。その子たちが住める地域というのもがあるから、札幌市では、平成 15 年頃から

地域学習という取組をしていただいております。親御さんの様々な意向もありますから、

全ての方が望まれるとは限らないのですけれども、希望される部分については、精一杯

対応されているのかなと思います。 

 それで、これも前回の話の重複になりますけれども、特別支援学級については、今は
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８割から９割の設置状況であり、小学校、中学校の中に通常の学級と特別支援学級があ

るということであれば、もっと学校の中で意図して、共に学ぶということに取り組んで

いかなくてはならないのではないかと思います。 

例えば、校長会では、そのために各学校でどのような取組を進めるかという研究をす

ることがありますけれども、何かに取り組んだら、結果としてすぐに子どもたちが分か

り合えるというものではありません。ただ、学校としてどのように教育課程を編成して

いくのかということはとても大事なところだと思います。 

 もう１点、専門的な教育というところで、例えば、障がい等のある子どもたちが増え

ているという状況の中では、通級による指導をもっと充実させていかなければならない

のかなと思います。今年度から、大通高校に通級指導教室が開設されておりますが、小・

中学校の部分では、やはり通常学級で特別な教育的支援を要する子どもが 6.5％いると

いうことから考えると、札幌市の取組のこれからに期待していきたいと思います。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございました。 

○堀内委員 関連しまして、５ページに書いてあるのですが、市立小・中学校における

特別支援学級の整備率というのが、現状値よりも目標値の方が５％から 10％ぐらい低い

のですが、これは何か理由があるのでしょうか。基本は、通常の学級における特別支援

教育を要する子への支援ということなのでしょうか。次回の回答でもよろしいので、目

標値が、現状の整備率より低いというのは、どういうことなのか疑問に思いました。 

○議長（並川委員） 事務局から答えてもらえますか。 

○事務局（教育政策担当係長） 御質問ありがとうございます。こちらの整備率につい

ては、次回詳しくお答えしようと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（並川委員） 今、「共生社会」、共に学ぶということに関し、春田委員からお話

をいただきました。その中で、教育課程の中でしっかりと組み込んでいくことが大事だ

という話がありました。 

 ここまで、いくつか焦点を絞って、様々な御意見を頂戴することができました。間も

なく終了時刻になりますので、今日はここで意見交換を終了せていただきたいと思いま

す。最後に御発言がある方がいらっしゃればお受けしますけれども、どなたかいらっし

ゃいますか。 

○堀内委員 11 ページの「学びのセーフティーネットの充実」について、後期では「安

心して学ぶための支援」という施策がありますが、前期と同様に「対応」という文言を
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入れるのは難しいのでしょうか、という意見です。 

○議長（並川委員） 表現上のことかと思いますけれども、御意見ありがとうございま

した。それでは、これで意見交換を終了させていただきたいと思います。 

本日は後期のアクションプランに関して、２回目の意見交換でした。様々な観点から、

子どもだけでなく大人も含めた学習者を取り巻く環境というものを広く捉え、施設を整

備したり、体制を充実させたりすることの必要性を改めて感じました。 

 次回は最終回となりますが、また闊達な意見交換を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） 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（教育政策担当係長） 次回は最終回となりますが、第４回検討会議について

の御連絡です。第４回は、８月 30 日木曜日の 13 時 30 分から 15 時 30 分までを予定し

ておりまして、会場は本日と同じでございます。 

 議事は「基本的方向性３ 市民ぐるみで支え合う仕組みづくり」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、それから、後期における重要項目、後

期の具体的な施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。 

 また、会議の後半では検討会議の総括ということで、これまで委員の皆様からいただ

いた御意見などを振り返るとともに、計画の改定に向けた方向性などをお示しできれば

と考えております。それでは引き続きよろしくお願いいたします。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございました。 

 

４ 閉会 

○議長（並川委員） 本日もどうもありがとうございました。これをもちまして第３回

の検討会議を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

以 上 


