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１ 開会 

○議長（並川委員） 皆さん、こんにちは。今回でいよいよ最後となりましたが、これ

から「第４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、橋本委員からは、残念ながら欠席の旨、御連絡をいた

だいております。 

 次に、本日の流れですが、次第に記載がありますとおり、「基本的方向性３ 市民ぐる

みで支え合う仕組みづくり」について意見交換をした後、検討会議を統括する時間を設

けたいと考えております。ここでは、委員の皆さんに、これまでの検討会議を振り返っ

ていただき、札幌市の教育への思いを、お一人２分間程度でお話しいただきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。また、最後には、長谷川教育長から御挨拶を

いただきたいと考えております。 

 以上が本日の流れになりますが、議題に入る前に、前回の会議で、堀内委員から事務

局に質問がありました件について、事務局から説明があります。 

 質問の内容は、資料の５ページの左下に記載があります「市立小中学校における特別

支援学級の整備率」に関して「現状値よりも目標値が低いのはなぜか」というものでし

た。では、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（吉田教育政策担当係長） 事務局の吉田でございます。では、補足の説明を

させていただきます。平成 30 年度の目標値につきましては、現行計画の策定時に当時の

整備状況等を勘案し設定したものでございますが、計画策定後、子どもが身近な地域で

学ぶことができる環境づくりに努めた結果、特別支援学級の整備が進み、目標値に到達

することができたものと捉えております。 

これまでの会議においても、特別な教育的支援が必要な子どもが増えているという現

場の先生方の御意見をいただいておりますが、引き続き、身近な地域で学ぶことができ

る環境づくりを充実させてまいりたいと考えております。 

説明は、以上でございます。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。堀内委員、よろしいでしょうか。 

○堀内委員 ありがとうございました。小学校では 90％と大多数の学校で特別支援教室

が整備されているということですが、目標値が平成 30 年度で 85％となっており、現状

値より５％下がっているというのは、何か要因、例えば、学校が統合されるとか、そう

いうことではないのでしょうか。 
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○事務局（吉田教育政策担当係長） この平成 30 年度の目標値というのは、この計画を

策定した平成 26 年に立てた目標値になっておりますので、計画を進めた結果として、既

にこの目標は達成した状況になっているということでございます。 

○堀内委員 そうしますと、今後も、特別支援学級がない学校もあり得るということで

しょうか。例えば、空いている教室の状況とかいろんな諸条件によって設置されない学

校が残るということでしょうか。その辺、分かりやすく説明していただけるとありがた

いです。 

○事務局（及川学びの支援係長） 教育推進課学びの支援係長の及川と申します。特別

支援学級の整備の進め方につきまして、補足説明をさせていただきます。特別支援学級

の開設に当たりましては、まず、校区の学校に特別支援学級が整備されていない場合に、

保護者から開設の要望があります。この開設の要望を受けまして、教育委員会と学校と

で協議しながら、先ほどお話がありました空き教室の状況などを勘案しまして、特別支

援教室の整備ができるかどうかを検討してまいります。 

 それで、整備ができるとなった場合は、開設するということになりますし、どうして

も教室を用意できない場合には、近隣の学校に既に開設されている特別支援学級に入級

するといったようなことを御提案させていただく流れになっております。 

 従いまして、90％というのは、御要望に対応した結果でして、狭隘な校舎の学校の一

部においては、新しく特別支援学級の整備ができていないところもまだあるという状況

と捉えております。補足説明は以上です。 

○堀内委員 はい、分かりました。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」についてです。まず、事務局から説明をお願いしま

す。 

＜事務局説明＞ 

○議長（並川委員） ありがとうございました。只今、説明がありましたように、基本

的方向性３は、学校教育、生涯学習の様々な場面において、市民ぐるみで支え合ってい

くための施策が盛り込まれたものになっています。ここでは関連する施策が３つありま

すので、それぞれの施策でポイントを絞って御意見を伺っていきたいと思います。 
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まず、「施策３－１－１ 園・学校と家庭、地域が支え合う仕組みづくり」について、

具体的取組例として「サッポロサタデースクールの実施校拡大」と示されていますが、

２回目の会議で、堀内委員から、社会教育委員をされていた際に事業の立ち上げに関わ

ったというお話しがあったと思いますが、今後の展開に期待することや、検討当時の議

論の中で印象に残っていることなどがありましたら、御発言いただけますでしょうか。 

○堀内委員 社会教育委員の時に、サッポロサタデースクールの開設に向けて議論しま

した。委員就任１年目に議論をしまして、２年目に事業がスタートしました。1 年目は、

公開講座をしている学校にお邪魔したり、資料を取り寄せたり、いろんな検討をしまし

た。翌年、まず３校でスタートしたと思います。そのうち１校については、２回ほど視

察したのですが、やはり学校に負担がかかるのではないかという意見が出ておりました。 

 現在は 30 校以上で開設しているようにお聞きしております。また、今年からは、NPO

法人の協力を得ながら進められているようにお聞きしております。 

 いずれにしても、土曜日の時間を有効活用するという点では、大変良いと思います。

例えば、運動会が近くなりますと、走る練習をしたり、地域にある体育学校の講師の方

が指導したりしておりました。 

 また、学校の授業とは少し違って、時間に左右されずに子どもたちが納得いくまで取

り組んでいたことが記憶に残っております。 

○議長（並川委員） どうも、ありがとうございました。実際に立ち上げに関わった当

時のお話しを聞かせていただきました。また、サタデースクールは、私も一度関わった

ことがありまして、今もお話しがありましたように、子どもが様々な大人と関わりなが

ら、体験的、あるいは時間を気にせずに学ぶことができるということは、素晴らしいこ

とだなと思っております。 

 一方で、堀内委員からもお話しがありましたように、土曜日に学校施設を利用すると

いうことを考えますと、この会議の中でも何度か話題に出てきている「学校における働

き方改革」という視点に立って、学校現場の負担感などにも配慮した事業展開を期待し

たいと思います。 

 続いて、皆さんも御存知かと思いますが、新学習指導要領では「社会に開かれた教育

課程を重視する」と示されていて、札幌市教育委員会が示す「地域に開かれた園・学校

づくり」という考えと、まさに一致しています。 

 そこで、小学校の校長先生である津田委員に、現在でも各学校が工夫しながら、家庭
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や地域への情報発信などをされているかと思いますが、「地域に開かれた学校づくり」と

いう観点から、新学習指導要領の趣旨を踏まえ、今後の展望などについて、御意見をい

ただきたいと思います。 

○津田委員 新しい学習指導要領において、「社会に開かれた教育課程」ということが言

われておりますけれども、今、サッポロサタデースクールの話しがありましたので、こ

のことを少しお話しさせていただいた後、議長からの投げかけにお答えしたいと思いま

す。 

 実は私も、サッポロサタデースクールの立ち上げに関わっておりまして、平成 26 年度

に福住小学校、伏古小学校、それから発寒西小学校の３校がモデル校となってスタート

しました。それで、地域の多様な経験や技能をもつ人材とか、企業の豊かな社会資源を

利用したようなプログラムを、土曜日には限らないのですけれども、日曜日とか長期休

業中に、学校施設等を活用して実施し、子どもたちにとって、より豊かで有意義な土曜

日を実現するということがねらいの１つです。 

もう１つのねらいは、地域の教育力の向上を図って、地域と学校の連携の仕組みを整

えることで、大きな目標になっていると思います。 

 実際には、運営協議会をつくりまして、コーディネーターを立てます。コーディネー

ターを中心に、学校に関わっている、例えば、PTA や地域の方など様々な方と運営協議

会を構成しまして、その学校や地域の実情を踏まえ、どのような活動を子どもたちに提

供していくのがより望ましいかということを相談しながら進めていくというような形に

なっております。 

 プログラムのタイプには、先ほど出ていた学習支援をするというタイプがあり、例え

ば、夏休み等に学習支援をするものもありますし、それから、地域の人材を活用して、

伝統文化に触れたり、体験的な活動をしたり、外国の方などをお迎えして異文化の交流

をしたりというようなものがあります。 

 それから、先ほど出ていました企業連携タイプとして、企業や商店の方、あるいは PTA

の方と協力したキャリア教育的なものもできます。 

 それから、体育振興タイプということで、スポーツ選手や地域でいろんな運動をされ

ている方々に協力していただいて活動するということも行っております。 

 先ほどもお伝えしましたように、これらにつきましては、学校のおかれている地域の

実情を踏まえ、特色を打ち出すことができますので、そういったことを活用しながら、
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子どもたちにより良い活動を提供するということで進めております。 

 先ほど、実施校の話しがちょっと出ておりましたけれども、平成 26 年度の３校でスタ

ートして、27 年度は 14 校、27 年度からは中学校も含めております。そして、28 年度が

24 校、29 年度が 27 校ということで、今年は 39 校になっていると思います。 

 それで、「札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン 2015」において、平成

31 年度までに 45 校に拡大していくという目標を立てられていて、今年は約 40 校近くな

っておりますので、この事業の素晴らしさというのが少しずつ浸透してきて、確実に広

がりを見せてきているのではないかと思います。 

 先ほど出ていた働き方改革に関わるような実際の職員の負担なのですけれども、立ち

上げる頃は、なかなか大変な学校もあったかと思うのですが、例えば、勤務の振替等に

も配慮していただいたり、あるいは、実際にどういうような資源を活用して行うことが

できるかというようなことを教育委員会から示していただいたりということで、そのよ

うな経験がなかった学校も、相互に連携を図りながら活動を充実させているところかと

思います。 

 豊かな経験という面から見ると、通常の学校生活だけでは不足しがちな部分もあるの

ですが、地域の人材を活用するなどして、このような活動をすることは、学校の活性化

につながったり、あるいは学校の特色を打ち出し、地域や保護者の方と連携した学校づ

くりを進めていったりする上で、非常に有効な取組になっていると思います。 

 今年で前期の教育アクションプランが終わるのですけれども、後期の重要項目にも入

っていますので、これらの取組を進められる学校が少しでも増えて、子どもたちにより

良い豊かな活動を提供できるよう、私としては、小学校長会の中で伝えるなど、少しず

つこうした取組を広げていきたいなと思っております。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。私から質問なのですが、運営協議会と

いうのは、どの学校でも同じような仕組みになって動いているということなのでしょう

か。 

○津田委員 サタデースクールを運営するための協議会になりますので、その目的は同

じですが、構成メンバーについては、それぞれの学校の実情がありますので、例えば、

まちづくりセンターの所長さんに入っていただいたり、児童会館の館長さんに入ってい

ただいたり、それから、PTA の会長さんや副会長さんに入っていただいたり、あるいは、

地域の町内会や連合町内会の方に入っていただいたりしています。私の前任の学校では、
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福住の連合町内会と連動した活動をたくさんしていました。それから、学校の開放図書

館が充実していましたので、そこと連動した活動というようなものもたくさん行いまし

た。 

○議長（並川委員） 地域によって、関わっていただく方もいろいろ変わりながらとい

うことだと思います。地域社会で子どもを育てるためには、今お話しがありましたよう

に、学校、それから地域が、協議会等を通じて、そこにある人材ですとか、教育力とい

うのを活用しながら、一体となって取り組んでいくということが大切かと思います。 

 新学習指導要領の全面実施は、小学校では 2020 年度になりますので、今後の展開に期

待したいと思います。 

 今、具体的な取組例に関する御意見や、地域に開かれた学校づくりという観点で御意

見をいただきましたけれども、この施策に関連してほかのお立場から御意見のある方は

いらっしゃいますか。 

○岸委員 はい。２年前に PTA 会長を務めさせていただいたときに、PTA の活動にとて

も関心の高い男性に御協力いただきまして、「おやじの会」というものを立ち上げました。

その「おやじの会」を立ち上げたことによって、本当にたくさんのお父様方が参加して

くださり、それをきっかけにサタデースクール実施校となって、今、私の住んでいる地

域では「おやじの会」が中心となって活動を行っております。ただ、「おやじの会」それ

ぞれのやり方があり、「何かやりたい」「みんなでやろう」という気持ちは皆さんもって

いるのですけれども、どう動いていいのか分からないという、その１歩がなかなか踏み

出せないのが現状です。 

 ですので、例えば、他校でうまくやっていらっしゃるところがあれば、そういったモ

デルケースなどを御紹介いただくとか、あるいは、勉強会などを開いて「開催するには

こうやった方がいいです」とか、講師を呼ぶにしてもどのような手続きをして呼んだら

いいの分からないというのがありますので、モデルケースみたいなものをいくつか挙げ

ていただいて、どういった事業が地域の方に喜ばれているか知りたいなというのが率直

な意見です。 

 非常に素晴らしい活動であるということは皆さんが認識していて、何かしたいのです

けれども、今のところは、それぞれの「おやじの会」がやっている事業に予算をつけて、

「ほかの学校の皆さんも一緒に参加してくださいね」とお知らせするぐらいなので、も

う少し踏み出して大きな活動ができたらいいのかなと思っております。そのような勉強
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の場ですとか、資料があればいいなと思っております。 

○津田委員 私がお答えするようなことではないと思うのですけれども、実は今お話し

いただいたようなことというのは、現在、ほぼ全て行われています。教育委員会で、先

日も事例紹介も含めた研修会がありました。それから、コーディネーターを集めた研修

も行われています。ですから、もしかするとそういった情報がうまく伝わっていないと

いうことがあるのかもしれないですね。あるいは、伝わっていたとしても、学校の様々

な行事と重なったりだとか、あるいは授業の関係があったりで、なかなか研修に参加で

きないということもあるかと思います。また、サタデースクールの実施方法や事例など

をまとめた資料も作られているので、こういったものも活用していけばいいのかなと思

います。 

一番大変で難しいのはコーディネーターだと思います。このコーディネーターがいろ

いろな御経験をおもちの場合はいいと思うのですけれども、そうでない場合は、例えば、

先行して進められている学校などに問い合わせたりしながら、先ほど話したように連携・

協力を図っていくと、活動は充実したものになると、私の経験から思います。 

○岸委員 ありがとうございました。よく分かりました。 

○議長（並川委員） 保護者がそのような会をつくって、その後どうやって関わってい

くかという質問があって、それについてのお答えをいただきました。ぜひ、そういった

ところを利用しながら活動していただければと思います。他に、御発言のある方はいら

っしゃいますでしょうか。 

（発言する者なし） 

 それでは、次に、「施策３－１－２ 地域の教育力の活用」に移りたいと思います。 

 資料には「多様な経験や技能をもつ人材・企業等の豊かな社会資源を教育活動等に活

用する」と記載がありますが、西塚委員がお勤めの北ガスさんでは、既に出前授業など

を実施しており、学校教育にかなり関与されているということでした。私も実はホーム

ページを見させていただきましたけれども、「北ガスキッズサイト」というのがありまし

て、自由研究のことですとか、それから「エネルギー探検団」というエネルギーについ

て学べるページがあり、子どもが高い関心をもって見ることができるような内容ばかり

でした。第２回の検討会議では進路探究学習に絡めてお話しいただきましたけれども、

それに限らず、今後どのような展開があるとより充実していくのか、また、そのような

活動が学校現場で更に活用されていくためにどのような工夫が必要かといった観点から
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御意見をいただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

○西塚委員 御発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。議長にキッズサ

イトを見ていただき、大変恐縮です。 

 なかなか具体的な解はもち合わせていないのですけれども、思うところの話しをさせ

ていただきます。まず、前提として、今議長から投げかけのあった課題については、学

校教育で求められるテーマやニーズと、企業側のリソースでは、一般的に内容や回数が

そう簡単には合致しにくいというところがあると思っています。ですから、教育現場で

も様々なニーズがあるというのはよく分かりますし、一方で、企業側も伝えたいことが

あって、でもそれが独りよがりになってはいけないという状況で、合致するのはすごく

難しいと思っています。 

そこで、「学ぶテーマ」というのが、例えば、社会問題を取り上げ、「札幌市の地域社

会にとって深めていくべき大切な課題である」と共通の指針があるということが大切に

なってくると思っております。 

 私共の事例で恐縮ですが、議長にも今紹介をいただいたとおり、地場のエネルギー企

業として、例えば、我々ができることのひとつに、エネルギーを安定的にお届けするこ

とがあります。これについては、小学校の水道の授業でも大変時間をかけて取り組まれ

ているのと同じように「エネルギーも安定的に届けることが大切」ということを授業で

伝えていくことは重要なことの一つです。また、環境問題や、地震が起きた時の対応な

ど、札幌市民の皆さんにとって知っておくべきことといった観点で、学校教育の一助に

なればとの考えのもと、小学校への出張授業や、天然ガスの工場見学、技術開発研究所

の視察の受け入れなど、積極的にさせていただいております。 

ただ、冒頭に申し上げたとおり、この前提というのは、企業の立場からすれば、地域

の学習環境づくりに貢献したいという気持ちそのものですけれども、やはり学校側で「社

会科や理科のこの単元に位置付けられている」「総合学習の中でエネルギーをテーマに

している」「学習指導要領のここに基づいている」といった拠り所が大切で、それを双方

で確認することが大切だと思っております。 

その拠り所に対して、企業側が提供できるリソースというのが決まってくると思いま

すし、弊社にとってはそこで貢献したいし、そういう拠り所を確認できているからこそ、

出張授業等を多く実施できているのではないかと思っております。 

やはり、企業側も一方的にならないように共通の指針を確認するという環境づくりを、
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今でも取り組まれていると思うのですが、一層大切になってくると思っております。 

私は、今の会社での立場からの発言しかできませんけれども、違う業界や企業で当然

にお考えが違いますし、提供できるリソースのレベルも違ってくると思います。 

札幌市の地域社会に貢献したいという気持ちをもっておられる企業さんはいっぱいい

るはずで、そういった企業さんには教育に相応しいテーマというのがあるはずなのです。

学校側と企業側が共通の拠り所として確認し合える指針、それが分かりやすくテーマご

とにまとまっていて、検索もしやすいと、企業側ももう少し貢献できると思いますし、

企業側の思いも独善的になってはいけないと思っておりますので、そういった環境づく

りが大切だと考えております。 

もう少し話しを続けさせていただくと、一般的には、企業が貢献するに当たっては、

型を作って定型化することが大切だとも思います。イレギュラー対応が多いと、心理的

にも負荷が大きくなることがあると思っています。ストーリーとか台本、ツールのよう

な型をつくり上げるところに対しては、何かしらの支援や環境づくりというものがある

と、参加する企業の裾野が広がっていくのかなと思っております。 

あと、これは一般的なお話しで、いろいろな企業さんの思惑があると思うのですけれ

ども、最終的には、そういう取組を学校の教育現場と共にやったという活動自体が広報

されるということは、企業としては嬉しいことになるのかなと思っております。そうい

うことを目的にやっているわけではないのですけれども、一般的にはそういうことがあ

るのかなと感じているところです。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。今のお話しの中で、特に「共通の指針」

というところですね、実際に学校で教えている教科の内容、それと、つながりがないと

企業としても働きかけが難しい。そういったところをきちんと整理する必要があるとい

うことだと思います。企業が自分たちで行うということも必要かもしれませんけれども、

学校からも教科の内容や学習指導要領等を踏まえて、分かりやすい形で企業に伝わるよ

うな働きかけができればと、お話しを聞きながら思いました。これは今、私が考えたこ

とですので、実際に学校でどのように捉えるかは別なことになりますけれども、今、学

校に協力したいという企業は、北ガスさんを含めてたくさんあるということでしたので、

どういった専門的な知識や技術を学校教育にどう生かしていくのかということについて

は、まだまだ可能性が広がっていくのかなと思います。 

 続いて、春田委員から、学校現場の立場から、企業とかボランティアなどを教育活動



- 10 - 

 

の中でどういった場面で活用すると効果的なのか、また、そのためにはどのような工夫

が必要なのかといったようなことも含めて、地域の教育力の活用ということを今後どの

ように発展させていくといいかということについて、御意見をいただければと思います。 

○春田委員 私が勤務している学校は特別支援学校ということで、その地域という意味

合いが、学校が建っている場所という限られたエリアとは考えていないのですね。もっ

と大きな範囲で地域というのを考えなければならない。極論を言えば札幌市全域という

ことなのです。高校もきっとそうですよね。いろいろなところから通われるということ

では、その地域という概念は、小中学校とは全く違うのだろうと思います。 

特別支援学校の校長ということでは、自分の学校の所属職員だけでは、当然、保護者

の力を借りますが、それだけでは、十分には取り組めないのですよね。もっともっと外

の力を借りないと、子どもたちにとって、より質の高い教育にはならないのだろうと常々

考えております。 

 そのために、２回目の会議の時にお話しさせていただいたのですけれども、障がいの

ある子どもたちへの教育という部分で、当然その子ども自身が育っていかなくてはなら

ないですし、同時に周りの人たちにも影響を与えられる人になっていただきたいという

のが私の願いです。私の学校の場合は、企業さんは直接関わっていないのですが、ボラ

ンティアということでは、学生ボランティアをはじめ地域の有志の方など、そういう方々

のお力を借りて、学校を経営させていただいているところです。 

学生さんたちに、本校の子どもとの関わりの中で、当たり前に学校に行って「ただい

ま」と言って家に帰って来るということがとてもすばらしいことだということを、少し

でも感じていただきたい。そうすると、その学生さんたちはきっといい市民に、いい大

人になってくれるだろう思い、学生ボランティアの方々などにしばしばお話しをさせて

いただいております。 

施策３－１－１のところで教育委員会としても、学校運営協議会制度の導入を今後検

討していくということが書かれているのですけれども、私も、PTA 組織だけで何とかす

るのではなくて、学校を支える様々な方々のお力を借りながら、学校が、自分の学校の

子どもたちに責任をもって教育できるように、私も、学校運営協議会、コミュニティー

スクールについて、これから検討していこうと考えているところです。 

○議長（並川委員） 小中学校とはまた違った観点から、地域との関わりについてお話

しいただきました。ありがとうございました。 
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 次に、高校段階でのお話しを林委員にお聞きしたいと思います。高校では企業や地域

との連携ということで、以前にも進路探究学習のところでもお話しいただきましたけれ

ども、それ以外に大学との連携も進めていると伺っています。高校における地域の教育

力の活用の現状、それから今後の展望について御意見をいただけますでしょうか。 

○林委員 高等学校におきましては、大学との連携というところでいきますと、各学校

で取り組んでいる高大連携と、それから市立高校相互で連携して取り組んでいるものと

がございます。各校独自のものとしましては、例えば、私が勤務する旭丘高校では、北

海道大学と高大連携協定を結びまして、後期からですが、大学生が受講する講義のうち

のいくつかを高校生にも開放していただいて、高校生が放課後にそこに聴講に行くとい

ったようなことをしておりまして、高校の中だけで学んでいるよりも、より広い視野で

学ぶことができているほか、興味のある分野で深い学問を覗いてみるといったような、

そういうチャンスを与えてもらっております。 

 それから、他校の例としては、藻岩高校では環境教育をテーマとして総合的な学習に

取り組んでいるのですけれども、北海道大学や札幌市立大学などと連携をしながら、生

徒がグル―プに分かれて大学の研究室を訪問して、そこで実験などをさせてもらうなど、

高校生がちょっと背伸びして大学での学びも経験できるような取組をしているところも

ございます。 

 市立高校全体での連携した取組ということですと、小樽商大、札幌市立大、あるいは

北海道医療大などと連携して、希望者が大学に行って講義を受けるということをしてお

ります。市立大の看護学部の場合は、大学生を対象にしてやっている講義に生徒が参加

させてもらって、年間あるいは半期、毎週大学に通って、それを単位認定しているとい

ったような取組もしております。また、高校生向けの講義をやっていただいて、これは

１年に１回とか２日間日程でというような形ですけれども、そういう形で体験させても

らっているということもございます。 

 高校生にとりましては、やっぱり自分のその先の進路や興味のある分野を、より広い

視野から見ることができるということで非常に良い経験をさせてもらっております。 

 あと、地域とのつながりというところでは、これも各学校でいろんなことをやってい

らっしゃるかと思いますけれども、旭丘高校では、部活動などが中心となって行われる

ことが多いのですが、合唱部やチアリーディング部などでは、地域の病院とか老人ホー

ム、あるいは夏祭りのような会場に行って演奏したり、演技をしたりということで、地



- 12 - 

 

域の方にも楽しんでいただくといったような取組をしております。そうすると、生徒に

とっては、自分たちが演技をすることによって地域の方に喜んでいただけるといった、

とてもプラスになる良い経験をさせていただいております。 

 このほか、学校の裏を流れる界川の環境や生体について、PTA が行っている公開講座

の一環として地域にも公開しているものに本校の生物部の生徒も参加して、そして地域

の方と共に学習するという取組をしております。こうした、部活動がその地域の人たち

を関わりながらというのは、各学校でいろいろと取り組んでいるところだと思います。  

 そのほかにも、中央区道路アダプト制度によって、地域の清掃などに参加をするです

とか、そのようなことも本校では取り組んでいるところです。 

 市立高校全体でもこういったボランティア的な取組というのもここ何年か一生懸命に

取り組んでいるところでございまして、札幌雪まつりでのボランティアを市立高校全体

で希望者を募って、だいたい 100 名近くの生徒が集まってつどーむ会場でボランティア

活動をしたり、また、８月の終わり頃には、大通公園周辺のごみ拾いに取り組んだりし

ております。今年は、その日が雨だったことから、ごみ拾いではなく、雨天プログラム

ということでまちづくりについてのワークショップをやりました。若者活動センターの

スタッフがファシリテーターになって行ったワークショップで、生徒にとってはとても

勉強になる内容でした。 

これからも、学校の中だけではなくて、地域のいろんなところで活動することで視野

が広げたりとか、そういったことを、ますます充実させていかなくてはいけないと考え

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。小中学校とは違って、高校生になると、

地域や大学からサポートという面もありますけれども、逆に、子どもたちが地域に働き

かけるというところで、また違った地域との関わり方があるのだと感じました。 

 それでは、施策３－１－２に係る意見交換はこれで終了したいと思いますけれども、

今、発言された方以外で御発言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） 

 それでは、続いて「施策３－１－３ 親子の育ちの支援」に移りたいと思います。 

 まず、家庭の教育力という観点から御意見をいただきたいと思いますが、第１回の検

討会議において、丸谷委員から、幼児教育の重要性などがしっかりと家庭に伝わってい

ないというような課題が示されたかと思います。そこで丸谷委員から、今後の家庭への
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啓発といいますか、家庭の教育力の向上のためにどのようなことを大切にしてくべきか

など、御意見をいただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 

○丸谷委員 幼稚園は、基本的には３歳からの子どもたちが入園するということになり

ますけれども、その前の保育所では０歳児から預かっているという状況を見ると、本当

に幼児期だけではなくて乳幼児期という考え方において、保護者の方がどういうふうに

乳幼児期の子どもたちと一緒に家庭の中で過ごしていくことが大切なのかというところ

の親育ちの観点というのが、課題かと思っております。 

 どういうことかというと、うちの幼稚園に入園してくる子どもの中で、３歳で入園す

る前に小さな社会とのつながりがなかった、例えば、公園や近所での友達と一緒に遊ぶ

経験とか、親御さん同士がどうやってつながっているというようなことがなかった、そ

のような経験の不足というか、家庭での過ごし方によって子どもの成長・発達が変わっ

てきています。そういった多様な子が幼稚園に入園するようになっている現状がありま

すので、何かそこは救えないかなと考えております。それで、幼稚園に入る前の段階と

いうことにもなるのですれども、乳児の時点でどのように子育てをすると、子どもが将

来幸せに生活していくことにつながっていくのかという大きい主題のもとに、何かでき

ないかなと思っております。 

例えば、ぱっと浮かぶのは、１歳半検診、３歳検診などがありますので、そういう機

会に、発達の状況についてのみ把握したり、相談を受けたりするだけではなく、何か親

御さんに子育てのポイントや、どういうふうに子どもと一緒に遊ぶことが大事なのかと

いうような発達についての理解につながるような支援ができればよいと思います。「親

育ち応援団」などの啓発のための講演会は開催されているのですけれども、基本的には

興味のある方しか行かないと思いますので、全ての親のそのような機会の保障というと、

公的な１歳半検診とか３歳検診とか、それでも全員が受けているとは限らないので難し

いのですけれども、そういった検診などとうまくコラボレーションしながら、新しい親

育ちの支援ができないのかなと思い、何か皆さんで知恵を絞れればいいなと思っており

ます。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。検診の機会で、身体の発達面だけでは

なくて、その子どもたちがどのように育っていくのかということも含めて、そういう場

が利用できないかという御提案だったかと思います。 

こういった乳幼児期の教育については、これからますます重要になってくるのではな
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いかと考えます。 

それでは、次に、瀬戸委員から、様々な研究や実践に取り組まれている市立幼稚園と

して、今後どのような役割を担うことが、家庭における幼児教育の充実につながってい

くのか、お考えを聞かせていただけますでしょうか。 

○瀬戸委員 市立幼稚園は、研究実践園ということで、本来の幼稚園の教育の実践のほ

か、子どもの教育内容、特に遊びを中心とした教育の在り方について研究しています。

また、研究だけではなく、実践と結び付けた形で発信をしていくという役割がございま

す。 

 地域の中でということで、各園では、地域のモノ、ヒト、コトを活用した教育内容を

実践しておりますので、その中で「札幌らしさ」というような教育の在り方について研

究を進めているところです。 

子どもが体験していく中に、親も巻き込み一緒に体感していただき、子どもが育って

いくことについての理解を深めていただき、また、親に協力を求めていくことで教育効

果を上げていきたいと考えて取り組んでいる園があります。 

 例えば、コミュニケ―ションのことを研究テーマにしている園は、大学と協力しなが

ら、幼児期のコミュニケーション力というのを遊びの中でどう培っていったらいいのか

というようなことを研究していますし、地域の環境に視点を当てながら取り組んでいる

園もございます。 

 また、保護者とのことでは、前期の総括の中にも出ていましたが、「さっぽろっ子『学

び』のススメ」を活用しながら、園、学校が家庭と一体となりながら、子どもの習慣づ

くりを推進していくという取組が始まっていまして、今、それぞれの園で取り組んでい

るという様子が見られています。 

 例えば、PTA 活動等において、出前授業を活用しながら、実際にお母さん方がどのよ

うに言葉掛けをすると子どもの主体性が育まれるのかとか、自己肯定感が高まるのかと

いうことをロールプレイしながら、自分のお子さんにも試してみるということをしてい

る園もあります。 

 また、この「さっぽろっ子『学び』のススメ」の幼児版を教育委員会が作っています

ので、私の園でも、例えば、夏休みの間に生活レポートをお母さん方に書いていただく

のですけれども、「夏休みの中に親子でこんなことを一緒に頑張ってみました」というこ

とを書いていただいて、その時にお母さんが「こんなふうに声掛けをしたら、子どもが
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こう変わってきた」とか、「自分の声掛けのこんなところがちょっとまずかったなという

ことに気が付いた」ということを生活レポートの中にも書いていただいたりする取組が

あり、園・学校からの一方的な発信なのではなくて、家庭というフィルターと通しなが

ら、それを子どもに返していくというような形での取組を行っています。そういったこ

とについても、研究の対象になると考えていますので、研究実践園として、保護者と家

庭教育力について一緒に考えて、そして一緒に探って、そして実際に行動化していくこ

とで、子どもの育ちにつなげていくというような取組は、もっともっとできるのではな

いかと思っています。 

 もう１つ、札幌市としての幼児教育の取組の中では、先ほど丸谷委員からもありまし

たけれども、乳幼児期の親の育ちというところでは、教育委員会だけで取り組むのでは

なく、例えば子ども未来局ですとか、いろいろな局との連携・協力といったことを進め

ているところなのですが、まだ、そこが少し見えてこないところもあるかなと思います。 

 そういった面では、教育委員会の役割はとても大きくて、「さっぽろっ子『学び』のス

スメ」のことでも具体的にお話ししましたけれども、コーディネートしていくようなこ

と、それからモデル化、それから周知していくというような取組については、積極的に

取り組んでいくことで子どもたちの教育にどんどん結び付いていくというところが、ま

だまだあるのではないかなと思っ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。いろいろな観点からお話しいただきま

した。先ほどの丸谷委員のお話しと共通していたのは、特に「親育ち」というのでしょ

うか、要するに家庭の教育力を高めていくというところ、そこの大事さについて、触れ

られていたことだと思います。 

次に、本望委員に、保護者の視点から、これまでも現状などをお話しいただいていま

すけれども、保護者の願いといいますか、期待するところをお話しいただきたいと思い

ます。 

○本望委員 本当に皆さんには、子どものことに関して、いつもいろいろと多くのこと

を考えながら、いかに子どもたちが幸せになることができるかということをお考えいた

だいておりまして、非常に感謝しております。よりよい教育が、本当に多くの人たちに

実現されればいいなというのが、多くの保護者の願いであり、札幌らしい子どもたちが

育ってくれたらいいなと考えております。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。先ほど、家庭教育の重要性というお話
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しをさせていただきましたけれども、岸委員から、これまで主に親子の寄り添いという

観点から読み聞かせの大切さをお話しいただきましたけれども、読書を通した親子の育

ちという観点から、改めて御発言いただけますでしょうか。 

○岸委員 札幌市では、えほん図書館ですとか、あるいは、今年 10 月にオープンする図

書・情報館など、様々な世代の方へ読書活動を推進するような間口を広げていただくよ

うなアイディアがあって、それを実際に形にしていただけているというのは、札幌市民

として、とても喜ばしいことだなと思っております。 

 そして、これらをどんどん活用していただいて、そこに蓄積された情報をもとに、各

地区図書館にも、市民から支持された取組が広がってつながっていくと、より読書活動

が広がるのではないかなと思っております。 

 やはり絵本を小さな子どもに読んであげるのも親ですし、それから、子どもたちに絵

本を購入するのも親ですので、私たち親世代が読書をしている姿を子どもたちに見せて

あげるということがこれからも大切だなと思いますので、大人たちへ向けた読書活動の

推進なども、今後またいろんな形で進んでいけばいいなと思っております。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。親も含めての読書活動ということです

ね。 

 それでは続いて、佐久間委員にお伺いしたいのですが、町内会では、学校だけではな

く、様々な御家庭とも密接に関わる機会もあると思います。「基本施策３－１ 園・学校

と家庭、地域が支え合う仕組みづくり」という広い観点から、今後、町内会をはじめと

した地域社会が、学校教育や家庭教育にどのように関わっていくことができるのか、お

話しをお聞かせいただけますでしょうか。 

○佐久間委員 連合町内会、単位町内会でも、保育所や幼稚園、小中学校、高校など、

いろんなところで関わっています。 

 この会議で、とても勉強させていただきましたので、具体的なアイディアはありませ

んが、これを何とか生かして、今後も子どもたちに関わっていきたいと思いおります。 

 また、今でも中学校のクラス会を行っているのですけれども、友達同士が支え合って

いるのを見ると、やっぱり学校はいいところだと改めて思いました。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。ぜひ、この会議で得たことを、周りの

方にも伝えていただければと思います。 

 それでは、次に、佐々木委員から、園・学校、家庭、地域が支え合う仕組みづくりに
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関して、これまでの他の委員の御意見などをお聞きして、生涯学習という観点から、今

後の展望と言いますか、期待することなどについて、お話しいただければと思います。 

○佐々木委員 今、議長から言われた生涯学習ということに対して、一言申し上げたい

と思います。 

 生涯学習について、皆さんの中には「リタイアした人」「ある程度仕事の一線を終えた

人」が行うというようなイメージがまだまだ強いのではないかと思いますが、1980 年代

後半から 1990 年代にかけて、全ての年齢、幼稚園から大学、そして成人の教育・学習な

ども含むというようになってきていますので、今日お話ししてきたことは、全て生涯学

習の範疇に入ると捉えております。 

ただ、それではあまりに包括的すぎますので、もう少し細かなことで申しますと、先

ほど春田委員のおっしゃったことで、学校だけではなかなか子どもを育てるのは困難だ

ということで、市民や保護者も巻き込んで教育活動をされているというお話しがあった

と思います。学校だけでは困難なので周囲の人も関わって、そしてそれが、周囲の方の

学びにもなっているということでした。それと、瀬戸委員からは、親御さんを巻き込ん

でいるということについてお話しいただいたかと思います。 

 そういったことを考えますと、生涯学習の１つとして、いろいろな体験を通して自ら

の学習になっていく、そしてまた、そのように体験や学習をしたことが、次の学びにつ

ながるというような、そういう生涯学習の１つの特徴があるのですよね。「エデュケ―シ

ョン・バイ・エデュケーション」と専門用語では申します。教育を受けたことによって、

次の教育につながる。そういうことが、保育園、幼稚園、初等教育、中等教育、高等教

育、また、成人教育といった全ての場でなされているということを、今日、本当に強く

感じました。 

 私は、大学で生涯学習の科目も担当しておりますので、理念としてそういったことな

どはいつも学生には伝えているのですが、本当に今日この場で、前回も含めてですけれ

ども、委員の皆さんのいろいろな御発言の中から、生涯学習が理念だけではなくて実際

に日本の教育の中に、明らかに、しっかりと根付いている状況になっているということ

を感じ取らせていただきました。 

 これもまた、札幌市教育委員会のいろいろな緻密な教育計画、そういったものによっ

てなされてきた結果ではないかと思っておりますので、生涯学習の視点から見ますと、

現在のこの状況というのは非常に望ましいことではないかと捉えております。 
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○議長（並川委員） ありがとうございました。ただいま、佐々木委員から、総括的な

お話しをいただくこともできましたので、基本的方向性３に係る意見交換は、これくら

いにしようかと思いますが、最後に御発言のある方がいらっしゃれば、御発言をお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○岸委員 どのタイミングで発言してよいのか、分からなかったので先ほど申し上げな

かったのですが、「札幌市らしい特色ある学校教育」の３つの柱である「雪」「環境」「読

書」の「雪」の部分なのですが、子どもたちにスキー学習を行っていただけるというこ

とで保護者としては非常ありがたく思っています。世代によっては、札幌出身ながら、

雪まつりやスキー場に行ったことがないという人がいた中で、今では子どもたちがみん

なスキーを授業として経験できるというのは、非常にありがたいなと思っておりますの

で、ぜひ、今後も取り組んでいただきたいなと思います。 

 昨年、私の娘が、小学３年生で初めて雪山にスキー授業に行かせていただくというこ

とで、私もボランティアとしてお手伝いをしてまいりました。その時に少し感じたこと

なのですけれども、まず驚いたのは、指導される専門の方がいらっしゃるのかなと思っ

たら、指導をされるのは全部担任の先生方なのですね。先生方は、いろいろな授業のほ

かにスキーも子どもたちに教えているのだなと、非常にありがたく感じたのと同時に、

この辺りで今後もう少し地域の方と連携しながらできないかなと思いました。指導して

いただける方々が別にいらっしゃると、先生方の働き方改革という部分にもつながるの

ではないかなと思いました。 

また、スキー場には２回行かせていただいたのですが、終わってからリフト代とバス

代について、各家庭に請求がございまして、私はそこまで高くないのかなと思っていた

ので、その金額に少し驚いたのですね。だた、スキーに行くとそれくらい仕方がないの

かなという金額ではあるのですが、子どもが複数いる家庭ではどうしても負担が増えて

しまい、残念ながらその日は休まざるを得ないという御家庭があるのかもしれないとい

うことを考えると、そうした負担を軽減できるよう、今後考えていただけるとありがた

いなと思っております。 

 それで、先ほど西塚委員からもありましたけれども、企業との連携、例えばそういう

ところでバスを出すなどサポートしていただける企業がいらっしゃるですとか、もしそ

ういったことができるのであれば、あるいはスキー場で何か教えてくださる企業の方が

いらっしゃるですとか、そういったことがもし今後考えられていくのであれば、様々な
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負担が減るのではないかなと思いました。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。経費の件も大事なことだと思います。

ほかにいらっしゃいますでしょうか。 

（発言する者なし） 

 それでは、これで議題に係る意見交換を終らさせていただきます。様々な御意見をい

ただきまして、ありがとうございました。 

 

３ 札幌市教育振興基本計画の改定に向けた検討会議の総括 

 それでは、次の次第「札幌市教育振興基本計画の改定に向けた検討会議の総括」に移

ります。 

 これまでの検討会議を簡単に振り返ってみますと、第１回会議では、まず、現行計画

の確認を行いました。第２回会議から本日の第４回会議までは、学校教育、そして、生

涯学習の両面から、どのような学びを進めて行くのか、そして、そのためにはどんな環

境・体制が必要なのか、また、学校・家庭・地域が一体となって社会全体でどういった

仕組みづくりをしていくのか、ということについて、委員の皆さんそれぞれのお立場で

の御経験や御見識をもとに、現状の課題ですとか、今後の期待ですとか、時には、学校

現場や御家庭の実態なども交えながら、実に様々な角度から率直な御意見をいただけた

と思います。 

 ここからの時間は、委員の皆さんに、これまでの検討会議を振り返っていただいて、

それぞれの総括として、札幌市の教育への思いをお話しいただきたいと思います。 

 最初にお伝えしたように、ちょっと時間が短くて恐縮ですけれども、一人２分程度で

お願いしたいと思います。発言の順番は、丸谷委員から反時計回りでお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○丸谷委員 最初だと時間が気になってしまうのですけれども、総括的な話しとなると、

私はやっぱり幼児教育を担う立場として、「施策１－１－２ 幼児期の教育の充実」とい

うところがどうしても気になるというか、ここはやはり自分のフィールドですので確認

しておきたいなと思うのですけれども、ここは重要な項目というようなことでは取り上

げられておりませんので、残念なのですけれども、いつでもここは最重要として考えて

いただきたいのは私の立場から願うことです。 

 理由は、幼稚園教育要領の改訂はこの平成 30 年度から実施しているということを考
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えたときに、全学校種の学習指導要領の改訂の根っこは幼児教育なのですね。幼児教育

からしっかりと一本の柱を通して、18 歳まで育てていこうということが挙がっているの

で、やはり今ここに、教育委員会のみなさん、そして社会全体に目を向けていただける

ような施策や、そういうことに関する議論の場が必要だと強く考えております。 

 その中で、施策の部分と少し話しが逸れるかもしれませんが、私たちは、幼児教育の

充実ということを、どう社会が捉えているかを確認しなればいけません。今の市民感覚

や世の中の感覚だと、幼児教育の充実は、我々は質の向上として考えたいところですが、

量の確保、就学前の子どもたちの待機児童の解消という方が、世の中でクローズアップ

され過ぎています。 

 当然、働く保護者のために受け皿が必要なのは重々承知で、札幌市ですと、子ども未

来局が中心となって一生懸命に取り組んでいただいている事業ではございますけれども、

そちらの方ばかりがクローズアップされて、幼児教育の質の充実の方に関心がまだ薄い

なという実感をもっています。 

 そんな中で打ち出される施策は、国からも市からも全て量の拡充のために何ができる

のかということです。そして、量の確保のために認定こども園の方にどんどん私立幼稚

園は移行せざるを得ない状況。そうすると人材が足りない。保育所的な要素をもたない

といけないですし、子どもを預かるに当たって、もちろん、建物の建て替えや整備など

が必要です。人材が一番足りません。保育士の有効求人倍率は、皆さん御存じのとおり

３倍を超えていますので、そのような状況の中で、どうやって人材を確保しなければい

けないのか。質の議論が後回しにならざるを得ないような状況になっております。 

 更にそこに拍車をかけるように、来年の 10 月からは幼児教育の無償化が始まります。

御存知のとおり消費税の 10％増税に伴う幼児教育の無償化ですが、幼児教育の質の担保

のための無償化であればよかったのですけれども、先ほどから申し上げている待機児童

解消のための量の拡充もそこにセットで考えられています。 

幼稚園に通う１号認定の子どもたち、保護者の就労とは関係なく幼稚園に在籍する子

どもの教育標準時間４時間だけが無償化されるだけではなくて、２号認定と呼ばれる３

歳以上児で 11 時間まで預けることができる子も全員無料になります。11 時間預けても

無料というのは世界的に見て異常です。そんな状況の中で、私たちが子どもたちをしっ

かり責任をもって見ていかなければいけない。質の部分を担保していかなければいけな

いということですが、無理難題を突き付けられているといっても過言ではないと思いま
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す。 

 そういう中で、幼児教育の充実という部分に、その質の充実というところを、教育委

員会さんに一番目を向けていただきたい。 

 ですので、私は、皆さん方に、そういうことを少しでも御理解いただいて、支援をい

ただいて、質の向上に取り組めるような、そういう施策を札幌市独自でつくっていける

ようになることを切に願っております。 

 最後に１点だけ。先ほどの親の育ちということで今日の議題にもありましたけれども、

これは私の個人的な意見ですけれども、親が育っていくという過程を支える前に、親に

なる前の予備群、学校種で考えるならば、高校生あるいは中学生でも構わないと思いま

す。そういう段階から、我々が乳幼児期に大切にしたいと思っている教育的な価値、遊

びであったり、発達のことであったり、そういうことを職業体験と織り交ぜながら、高

校生や中学生が「やっぱり乳幼児期の子育てというのはすごく大切なんだ」ということ

を感じてもらう。それはもう学習としてもかまわないと思うのですけれども、そのよう

な取組をすれば、いずれその人たちは親になる可能性が高いですし、20 代前半で親にな

る場合であれば、本当に近い記憶の中で体験したことが子育てに生きるのではないかな

と思います。個人的な意見ではございますけれども、言い方は強いかもしれないですが、

職業体験において教育現場に行くことを「義務」とした授業をすることも、私は一つの

手段なのではないかと、考えております。 

○本望委員 皆さんには、先ほどもお話しをさせていただいたのですが、豊かな学びを

目指して、日々、子どもたちのためにいろいろな方向から工夫をしていただいているこ

とに感謝の気持ちを忘れず、このことを親から子どもへ伝えていかなければならないな

と、ひしひしと感じております。 

 また、先ほど防災の話題が出ていましたが、東北の震災があった後に、個人的に仙台

に訪問し、その時にコミュニティースクールなども見学させていただいた経験がありま

す。震災はあってはならないことではございますが、震災を通して、地域の絆が非常に

強まっているということを、ひしひしと感じさせていただきました。そして、地域の方

が中学生を非常に大切にするようになったとお聞きしました。高校生は力があって行動

力もあるのですけれども、やはり学校へ行ってしまうと地域から離れてしまうことが多

く、小学生だとちょっと力が足りない。そんな中で中学生の存在は非常に力強かったと

いうふうに聞いております。 
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それから、これは学校独自で行っていることだと思うのですけれども、地域の方が中

学校に来る機会というのが小学校に比べて非常に少なかったので、近所の子どもたちが

老人のところ行って、「ぜひ、うちの学校に来てください」というお手紙を渡すようにな

ったそうです。学校からの配信となりますと、切手代などがかかってしまうということ

なのですが、子どもたちは「まず、自分の地域にどんなお年寄りがいるか学びましょう」

ということを学校から教えていただいたそうで、そこから防災の取組につながっていっ

たと聞いております。 

 実際、震災当日、「うちの近所のこのおばあちゃんがいない」ですとか、「あのおばあ

ちゃん、足が悪いから２階以上は進んでいけないよ」という子どもたちからの情報があ

り、大変役に立ったと聞いております。 

 震災はあってはならないことではございますけれども、子どもたちが地域に関わって

いくという取組の支えには、まず大人の考えから進んでいかなければならないなと考え

ております。これからも、ぜひ、よろしくお願いいたします。 

○堀内委員 皆さんから貴重な意見をお聞きすることができました。本当にありがとう

ございました。個別の計画に関する会議には私も何度か出ましたけれども、このような

幼児から生涯学習までを包括している全体の計画というのは、なかなかないですよね。

今回は、大変貴重な機会をありがとうございました。また、事務局の方には、いろんな

細々とした質問を宿題のように出しまして、答えていただきありがとうございました。

その上で、更に２点、意見があります。 

１点目は、ちょっと主観というか私の考えなのですけれども、中心部で人口が非常に

増えていますよね。私の調べでは、特別支援学級も含めて 30 学級以上ある小学校が４校

あったと思うのですけれども、更にその周辺に再開発物件、これは市の再開発物件です

とか市が補助して建てられるマンションとかですが、こういったものが、今後５カ年で

まだかなりたくさんあるのです。そう考えると、更に学校が施設面で窮屈になるのかな

とちょっと懸念があります。特に、「算数にーごープロジェクト」の授業では、教室の確

保が必要です。例えば、６年生で４学級ありましたら、だいたい６学級ぐらいに分けて

実施しているようです。５年生、６年生で実施となるととかなりの教室数が必要です。

この辺について、今後５年間何らかの対策が必要かなと思います。 

 それから、机は、大きさ 43 ㎝かける 63 ㎝です。私が測った限りでは、小学１年生か

ら中学３年生まで全部同じです。当然、教室は狭くなります。 



- 23 - 

 

 それと、新しい改築校は廊下をうまく利用して、廊下の端に、当初窓が付いていた部

分を全部板張りにしまして、お道具箱を収納するなど壁面を有効に使っておりますよね。

ただ、隣の教室との間仕切りがないものですから、だいたい３学級くらいのスパンで区

切るようにはしてあるのですけれども。その辺を気にしなければ、子どもたちは伸び伸

びと生活しております。 

 次に２点目です。不登校対策についてですけれども、２学期早々、玄関でぐずってい

る子がいるのですよね。なかなか学校に入れない子がいまして、何とか親も含めて説得

してみましたけれども、残念ながら帰っていきました。 

 現在、教育支援センターと相談指導教室を合わせて６か所設置しておりますけれども、

市内 10 区ありますので、あと４か所設置して、近くの相談指導教室に通い、慣れてきた

ら本来の教室の戻るということができないのかなというのが私の考えです。意見ばかり

で申し訳ないのですけれども、いろいろありがとうございました。 

○春田委員 まず、先ほど地域の教育力の活用の部分で、自分の学校のことばかりお話

しして、「地域というのは学校の所在地以外にも」ということをお話ししたところなので

すけれども、ほかの特別支援学校４校のために、ちょっと弁解させてください。 

 特別支援学校でも、地域としっかり取り組もうとしておりまして、今一番それが見え

るのは、南区にあるみなみの杜高等支援学校であろうと思います。本当に画期的で、学

校内に地域の方が集えるようなカフェがあります。そして、そこで提供するものや接客、

運営全般に関わることを子どもたちが学びながら社会に出て行くことができる優れた取

組が始まっております。 

 ほかの特別支援学校でも同様に、例えば、ある学校では、地域の老人クラブの方々が

学校の会議スペースなどを利用して、その関係で子どもたちと触れ合う機会があり、更

にその発展で、一緒に花を植えるようなことにつながっていることがあります。ほかの

特別支援学校でも、その学校所在地の地域ともしっかり結ばれているということを改め

て補足させていただきました。 

 それで、今、総括として求められている部分についてなのですけれども、私が今回こ

こにいる立場というのは特別支援学校の校長としてということになるので、何のための

特別支援教育なのかという本筋は、一人一人の教育ニーズに応じ、その方々がこれから

の生活において少しでも豊かに生きることができるようにということであります。 

 ただ、私はその発展として、何度もお話ししておりますが、住みやすい街になる。住
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みやすい国になる。共生社会というところは、やっぱり理念としてずっと目指していき

たいし、これまでも、札幌市教育委員会ではそこを大事にしているはずですので、資料

にも書き込まれていますけれども、やはりそこはぜひとも、引き続きお願いしたいなと

思います。 

 特別支援教育というのは、平成 19 年に言葉として切り替わりました。その時に、「特

別支援教育の推進について」という文科省レベルの通知があって、その最初の方に、共

生社会が云々ということがもちろん書いているのですけれども、「校長の責務」というの

があるのですよね。校長の責務というのは、やはり一人一人が各学校段階において、幼

稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、そういうそれぞれの場において、そこの長は、

その人の成長に責任をもって関わりなさいということが書かれているわけです。 

 それについては、校長会の中でもいろいろな場面で発信して、若い校長先生たちにし

っかり伝えているつもりなのですけれども、「校長は」のところを「教育委員会は」とい

うことで、教育委員会も責任をもってというところを、これからの５年の部分で教育委

員会にお願いしたいところでございます。 

 私の願いとしては、特別支援教育ではなくて、その「特別」が「当り前」に、当たり

前の教育になってくれる日がいつか来てほしいと思っているところです。ありがとうご

ざいました。 

○林委員 今回この検討会に参加させていただきまして、普段、私は高等学校におりま

すけれども、高校だけという限られた視野の中ではなくて、とても大きな視野で札幌市

全体、そして幼児教育から始まって、幼小中高と一人の人間が育っていくということを

本当にトータルで見るということの大切さを、改めて感じさせていただきました。 

それから、お集まりの委員の皆さんも、学校だけではなくて、企業からあるいは地域

社会から、もちろん保護者の方もということで、いろんな角度からの御意見を伺えると

いう貴重な経験をさせていただいたと感じております。 

先程から言われている「社会に開かれた教育課程」ということで、学校だけで閉じな

いで社会につなげていくということが、これからますます求められていくことになりま

すので、この検討会議の中でいろいろお聞きしたことを、これからも私自身の実践にも

生かしていきたいと思います。本当に貴重な経験させていただきまして、ありがとうご

ざいました。 

○西塚委員 教育を熱心に考えている皆さんの御意見を聞きまして、本当に子どもたち
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への熱い思いを強く感じることができましたし、課題に真摯に向き合って、考え尽くさ

れていること、本当に心から感銘を受けました。 

 私どもの立場では、民間企業として、短中長期でできることがまだいっぱいあるなと

思っておりますので、引き続き、学校教育と地域社会への貢献ということで活動を進め

ていきたいと思っております。 

 また、特に「札幌らしい特色ある学校教育」の中の一つ「環境」という点では、とて

も貢献できると思っておりますので、引き続きと取り組んでいきたいと思っております。 

 最後に教育への期待等というところで、先日、たまたまなのですけれども、小学校の

先生方のディスカッションの中で、「札幌市が進めているいろんな施策やプロジェクト

を知りたいよね」という話しがあり、まちづくりを進めているプロジェクト等の話しを

聞くこととなり、そのコネクティングをしてその場を提供しました。 

 札幌市のまちづくりを推進しているプロジェクトを設計させている方に、実際に先生

の前で話していただいたのですが、これが先生方の心にスイッチを入れたのですよね。

「札幌市でこんなに壮大なことをやっているんだ」「こういうまちづくりを考えている

ということ、子どもたちにどう伝えていったらよいのだろう」と。 

 とにかく、私が思ったのは、札幌市では、いろんなプロジェクトをやっていると思う

のです。それが雪にしても、それ以外のことにしても、テーマがあって、行政の方々が

取り組んでおられる。そのようなプロジェクトとか、政策の背景とか、具体的な政策と

いうのを、先生方が日々子どもを思って研究されているところに、情報提供なり、学べ

る場を提供するというところがあると、より教育の質が上がっていくのかなと思いまし

た。ありがとうございました。 

○津田委員 今回、本当にこのような機会を与えていただきまして、本当に感謝申し上

げたいと思います。 

 札幌市教育振興基本計画の改定に関わらせていただきまして、まず、札幌市教育委員

会の皆さんが、札幌市教育アクションプラン前期の総括のデータをもとに分析されまし

て、成果指標の動向から今後の方向性を明確に打ち出しているというのは、本当に素晴

らしいし、また、ありがたいことだと思いました。 

 そして、それを受けて札幌市アクションプラン後期における重要項目を、「自ら学び、

共に生きる力を培う学びの推進」「多様な学びを支える環境の充実」「市民ぐるみで支え

合う仕組みづくり」というこの３つの基本的方向性から９点を挙げられています。 
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 私は、これらを前向きに受け止めて、札幌市の教育アクションプラン後期の施策体系

を受けて作られた具体的な展開を、真摯に受け止めまして、自分の学校ケアはもちろん

ですが、200 校を超える札幌市の小学校長会の会員に伝えまして、その仲間と力を合わ

せながら、全ての小学校が特色ある教育活動を展開していけるように頑張っていきたい

なと改めて思いました。 

 これから、様々な場面で 200 校を超える小学校長会の会員に今回のことをお伝えした

いと思っております。この度は、本当にありがとうございました。 

○瀬戸委員 私も、幼児教育に携わっている面からいうと、この札幌市の大きな計画、

そして網の目のように張りめぐらされて、いろいろなところに目を向けながら考えて、

具体的な実践を大事にしながらやってくださっているということを、やはりこういう場

でなければ学べなかったと思っております。 

それが具体的に見える形にしていただき、議論の中に加えていただくことで私自身大

変視野が広がりましたし、またそれを幼児教育に還元していくというようなことで役割

を果たしていけたらいいなと思っています。 

 教育は全部そうなのですけれども、目に見えにくい、数字に表れにくい、データ化す

ることがとても難しく、そういった中で幼児期の教育は、社会から求められている部分

でどうお答えしたらいいのか、どう発信したらいいのかと悩むことがたくさんあるので

す。 

札幌市の教育ビジョンの「自立した札幌人」というところで、大きく３つ「未来に向

かって創造的に考え、主体的に行動する人」それから「心豊かで自他を尊重し、共に高

め合い、支え合う人」そして「ふるさと札幌を心にもち、国際的な視野で学び続ける人

と」という大きな目標があります。 

 いつも自分の園の子どもたちに当てはめて、幼稚園の子どもたちだったら、毎日元気

に登園して、いっぱい遊んでいってくれる子ども。そして、先生や友達、関わってくだ

さる方たちと一緒に、幼稚園生活を楽しみながら過ごしていく子ども。そして札幌で生

まれて、札幌で育って、札幌でいっぱい遊んでよかったなと思える子どもたち。そうい

った３点に変えて子どもたちを見ながら、園の経営をしております。 

 また、こういったことについて、自分の園経営の中にも、もちろん生かしていきたい

なと思いますし、幼児教育という部分で広く考えるときに、幼児教育だけを考えるので

なく、幼稚園から生涯をかけて札幌市で生きていく、そして、教育していくということ
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に目を向けて考えていきたいなと思いました。 

貴重な機会をいただきまして、本当にありがとうございました。 

○佐々木委員 それでは、手短に３点申し上げたいと思います。現在、札幌市教委がこ

こまで細かに充実した状況で進めてくださっておりますが、その中で３点、更に進めて

いただきたいと思うことがございます。 

 まず、１点目は札幌市の独創性と言いましょうか、そういったところで私が非常に良

い傾向と考えておりますのは、大都市部でありますので、情操教育が非常にしやすい状

況だということですね。 

 例えば、札幌市内の小学校では、確か６年生でしたでしょうか、Kitara ファースト・

コンサートということで毎年コンサートに出かけていますよね。それを他の地区では残

念ながらできないところがあります。もちろん代替の方法がありますけれども、Kitara

そのものに出かけるというのは、そうそうできることではないと思います。 

 そういったことを例に、生の芸術や文化に触れる機会というのは、大都市ならではの

ことだと思いますので、是非これは今後も推進していただければありがたく存じます。 

 ２点目ですけれども、先ほど丸谷委員のおっしゃたことで、幼児教育の重要性という

ことについてです。これは私も本当に、教育の基本は幼児教育だと思うので、同じよう

に考えているのですけれども、その観点で申しますと、昨年度、札幌教育委員会がまと

めた事務点検・評価報告書で、幼保小連携の結果を拝見いたしましたが、幼稚園の先生

方は積極的に小学校に関わろうとしたと、ところが残念ながら、小学校の先生方の関わ

りがちょっと少なかったと。 

ですので、その辺りのところで幼稚園、保育園と小学校の幼保小の連携。または、小

学校と中学校との連携というところで、新しい学習指導要領でも学校間の連携が特に大

切であるというような方向性も出ておりますで、そういったところを更に進めていただ

ければと存じます。 

 ３点目なのですけれども、かなり充実していろいろな人たちの教育ということについ

て進んでいると思うのですが、まだ残念ながら、教育的な面で弱者である方々がいらっ

しゃるかと思います。経済的な面で勉強したくてもなかなかできない。または、何らか

の障がいによって勉強がしたくてもできない。または、外国籍の方がなかなか札幌市の

中での教育を十分に受けることができないなど、そういった教育的な面で弱者と思われ

る方々のところにも、更にもっと、今でもいろいろな対策を講じていると思いますけれ
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ども、更に目を向けてくださると本当に札幌市全体の教育の更なる向上につながるので

はないかと思っておりますので、是非ともよろしくお願い申し上げます。 

 また、前２回は欠席させていただきまして、後半２回の出席でしたけれども、いろい

ろ勉強させていただきました。どうもありがとうございました。 

○佐久間委員 いろいろ勉強させていただきました。感謝しています。これを町内会の

活動に生かして、もう少し頑張ろうと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。 

○岸委員 この会議に出席させていただいて、本当にたくさんのことを学ばせていただ

きました。様々な立場からの御意見、そして活動させている内容、本当にこうしたとこ

ろでなければ知り得なかったようなお話しを聞かせていただきまして、札幌一市民とし

て、素晴らしい札幌市で子育てさせていただいているのだなという気持ちになりました。 

こうした、教育委員会の皆さんの本当に細やかな思いなどを、私たちもしっかりと保

護者の一人として受け止めながら、そしてこういう環境で自分が育ってきたのだという

ことを子どもたちにもしっかり伝えて、本当に札幌で育ったことが誇りであるような、

そんなふうに子どもたちにも思ってもらえるよう、親としての責任も感じております。 

今後、私も学ばせていただいたことを生かしながら、活動していければと思っており

ます。どうもありがとうございました。 

○佐藤委員 この「札幌市教育振興基本計画の改定に向けた検討会議」の委員の私以外

は、大変素晴らしい人材であって大変学ぶことが多くありました。ありがとうございま

した。 

 私は、教育相談とか特別支援教育の関係に取り組んでおりますが、「特別支援教育」と

いう書籍の平成 28 年の第 63 号なのですけれども、ここで「札幌市における中学校から

高等学校への効果的な接続について」ということで、札幌市教育委員会の特別支援教育

担当係長さんが書かれているのですよね。中身も、現代の流れの中で、どうやっていく

かということの札幌市の在り方などがきちっとまとめられておりました。さすがだなと

思ったところでございます。 

 そういう意味で、札幌市の教育は常に最先端の中で行われているなということを感じ

ます。この改定版なども何度も目を通したのですけれども、非常に質の高いまとめで、

誤字脱字はほとんどありませんし、素晴らしいものだなと思ったところでございます。 

 それから、今、特別支援教育の関係では、発達障がいの子どもたちの問題が非常に大
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きい問題だと思うのです。そういう点を考えたときに、５歳児、就学前の５歳児検診で

発達障がいへの支援、その辺りをきめ細かにやっていって小学校に上げていくと、学区

で小学校、中学校に上げていくということが、私は大変大事なことだなというふうに思

っているところです。 

 そして今、発達障がい等の関係では、例えば、今年度、大通高校に通級指導教室が開

級されまして、高校での通級指導に取り組むということも、これからの大事なことにも

なりますし、そういうものを通して子どもが自立し、社会参加を目指して行くという前

向きな姿勢が育っていくのではないのかなということを感じているところでございます。

いわゆる高等学校における通級の関係は、特別支援教育モデル事業として、北海道本別

高等学校、北海道大樹高等学校、それから特別支援教育の拠点校整備事業として、北海

道上士幌高等学校、北海道北見北斗高等学校と、全道的に見るといろいろな取組がスタ

ートしているという意味で、それぞれの立場からの、それぞれの専門的なところから組

織的にやっていくことが大事だなということを改めて思いました。本当にありがとうご

ざいました。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございました。総括ということで、それぞれの

立場から貴重な御意見あるいは御感想をいただきました。そしてまた、札幌市の教育へ

の期待ということで最後にまた様々な観点から要望があったかと思います。こういった

ことを踏まえまして、この検討会議を踏まえまして、今後どのように計画の改定を進め

て行くかということについて、事務局から説明をいただきたいと思います。 

○事務局（鈴木生涯学習部長） 改めまして、検討会議事務局長を務めております生涯

学習部長の鈴木でございます。 

 委員の皆様方におかれましては、４回にわたる検討会議に御出席いただき、また、そ

れぞれのお立場から本当に貴重な御意見をくださり、心より感謝申し上げます。ありが

とうございました。 

 私から、今後の計画改定の進め方につきまして、御説明いたします。 

 今後は、検討会議でお示しした骨子案に、様々な要素を付け加えまして、計画書とし

てまとめていくことになりますが、その中で、皆様からいただきました多様な御意見を

参考としながら、今後の施策の展開などを検討してまいります。 

 また、施策の方向性に関わるものだけでなく、具体的な事業の運営に関わる課題など

も提起していただきました。こうしたものにつきましては、基本計画改定版の策定を待
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たずに、可能なところから、改善に向けた検討などを進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 教育委員会としてまとめました基本計画改定版の案については、12 月下旬からおよそ

１か月間、パブリックコメント及び小中学生を対象にしたキッズコメントにより、市民

の皆様方から広く御意見等をいただくことを予定しております。 

委員の皆様方にも内容を御覧いただき、改めて忌憚のない御意見などを頂戴できれば

と考えております。 

 パブリックコメント終了後は、市民の皆様からいただきました御意見を踏まえ、必要

な修正を加えるなどしまして、最終的には２月下旬を目途に策定、公表することを想定

しております。 

 策定までの動きにつきましては、以上でございます。 

 札幌市の教育の更なる充実・発展のため、引き続き、皆様方のお力添えをいただきま

すようどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○議長（並川委員） ありがとうございました。今、事務局の方から今後について説明

がありましたが、我々の意見を参考としながら、今後の展開などを考えていくというこ

と。また、実際の運営に関する細かなところは、可能なところから改善を検討していく

ということのお話しがありました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続いて、札幌市教育委員会を代表しまして、長谷川教育長から御挨拶を頂戴したいと

思います。教育長よろしくお願いいたします。 

○長谷川教育長 お世話になっております。教育長の長谷川でございます。挨拶という

よりは、一言御礼を申し上げたいと思います。 

６月上旬から始まりましたこの検討会議でございますけれども、本日で４回目という

ことでございます。本当にタイトな日程の中で、委員の皆様には、大変お忙しい中、御

出席を賜り、大変貴重な御意見をいただきましたことに、まずは御礼申し上げます。 

 会議の中でもいろいろ御意見が出ておりましたけども、教育というのは、皆様、御承

知のとおり、本当に幅広いものでございます。また、中身も大変深いものでございます。

先程から、委員の方々から御意見が出ておりましたけども、教育委員会、学校・園だけ

では、なかなかうまく施策を進めていけないという状況にございます。そんな中、園や

学校はもちろんのことでございますけれども、家庭とか地域、企業、大学、ほかの教育

機関などと連携・協力していくことが欠かせないと思います。 
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 そういった意味では、この検討会議において、様々なお立場の方々が活発に御議論い

ただいたということは、札幌市の教育、教育委員会にとりまして、大変有意義なもので

あったと考えております。 

 少し話しは逸れてしまうのですが、私が仕事を進めていく上で大切にしていることの

一つに「凡事徹底」という言葉がございます。これは、様々な方が言われておりますが、

私も大好きな言葉でございまして、事務局職員や教職員にもお願いしているところでご

ざいます。 

当たり前のことを当たり前ではなく、非凡に徹底して行うということでございますけ

ども、これは、教育も含め、いろいろなことに通じるのかなと思います。 

 第１回目の検討会議の御挨拶の中で、「今の社会は変化が予測しにくいと言われてい

る」というお話しをさせていただきました。そういった先行き不透明な時代だからこそ、

社会の変化に対応するだけでなく、「知」「徳」「体」の調和の取れた「生きる力」を育む

ということは大変重要であると考えております。「教育の不易」たる部分をしっかり追求

し、極めていくことが、未来をしなやかに、そして、たくましく成長していける子ども

たちを育てていくことにつながるのだと思っております。 

 今後も、皆様からいただいた御意見をしっかりと受け止めまして、教育委員会一丸と

なって、札幌市の教育の充実・発展に、誠心誠意努めてまいりたいと思っております。 

最後になりますが、委員の皆様に改めて感謝の意を表しますとともに、今後も札幌市

の教育に対しまして、ますますの御理解・御協力を賜りますようお願い申し上げ、私か

らのお礼とさせていただきます。皆様、本当にありがとうございました。 

○議長（並川委員） どうもありがとうございました。今、凡事徹底という言葉が挙げ

られましたけれども、教育というのは継続性、安定性が求められている中、当たり前の

ことをしっかりと行っていくことが大事だということを私も改めて確認をしました。私

も努めていきたいと思います。ありがとうございました。 

それでは次第については以上となりますけれども、最後に少々お時間をいただいて、

私から一言だけ挨拶をさせていただきます。 

委員の皆さん、４回の会議、お疲れ様でした。拙い議事進行でしたけれども、それぞ

れのお立場から貴重な御意見をいただき、何とか会議を進めることが出来ました。皆さ

んの御協力に感謝いたします。ありがとうございました。 

この数年ですね、この基本計画に基づく札幌市の教育行政について、事務点検・評価
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報告書を通して、その内容を確認させていただきました。 

この会議では、札幌市の教育について直接あるいは間接的に関わっていらっしゃる方

から、その実態や課題について多様な視点からお話しを聞くことができ、これまでと違

った視点から考える機会をいただきました。本当に勉強になりました。 

個人的に、会議を通じて特に感じたことは、対象となる子どもだけではなく、保護者

も含めた幼児期の教育の大事さという点です。言うまでもありませんが、この時期の教

育は、子どものその後の基礎を培うという点でとても大事なものです。家庭での教育も

含め、もっと大切にしていかなくてはいけないところだと、改めて私も感じました。 

私は教員養成を担う大学にいて、札幌市をはじめ全道に教員を送り出す立場にいます。

それで、札幌校の教育課程は、３年前から、小中連携を意識した上で形成されています。

ですが、正直その実態はまだまだ不十分で実のあるものに変えていく努力をしていると

ころです。 

この会議で改めて感じた幼児期の教育の意義、先ほどの佐々木委員からも話しがあり

ましたけれども、幼保小の連携ということもあります。そういったことも含めてこの会

議で学び感じたことを、幼児期の教育の意義というところを大学の教育課程の中にも組

み込んでいくことが必要だということも、今考えているところです。 

このことも含め、この会議で学び感じたことを小中学校の教員養成の中に生かして行

きたいと考えております。 

先ほど、教育委員からこの議論についての扱い方についてお話しもありましたけれど

も、この会議での議論を生かしていただいて、より良い教育施策につなげていただける

ことをお願いして議長としてのまとめとさせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

それでは、全４回にわたりました札幌市教育振興基本計画の改定に向けた検討会議は、

以上で終了といたします。どうもありがとうございました。 

以 上 


