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第４回 新たな「札幌市教育振興基本計画」検討会議 議事録 

 

日  時：平成 25年７月 22 日（月）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：大久保会長、梶井副会長、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、塚野委員、富田委員、永根委員 

欠席委員：室橋委員、星野委員、三宅委員、秋山委員 

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、城戸崎管理課長、 

小田原給食担当課長、佐藤計画課長、井口教育推進課長、齊藤指導担当課長、 

勝田研修担当課長、春田教育相談担当課長、松田幼児教育センター担当課長、 

阿地教職員人事担当課長、千葉中央図書館調整担当課長、渡辺中央図書館業務課長、 

千葉中央図書館調査担当課長、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、

永澤計画係長、塩越学びの支援係長、工藤指導担当係長、長谷川指導担当係長、片岡人事係長、

太田中央図書館総務係長、宮野中央図書館企画担当係長、松岡調査企画担当係員、 

大津調整担当係員、深澤管理係員 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

新たな計画への「子ども意見の取り入れ」について、事務局から報告を行った。 

 

⑴ アクションプラン「自ら学び、共に生きる力を培う学びの推進」 

資料１について、事務局から説明を行った。 

 

＜大久保会長＞ 

 前回会議での意見に対する「事務局の考え方」、あるいは議題⑴に関することで意見がある方は御意

見いただきたい。 

 

＜稲邊委員＞ 

前回会議で私が発言した資料１の「学力の格差」に関する意見については、学力の格差が現在札幌

市にあるという確信はなく、現場の声を聞いた上でこういった状況があるのではないかということで

発言させていただいた。また、一方向性として、習熟度別学習や少人数授業について提案させていた

だいた。 

この意見に対する「事務局の考え方」の学ぶ力についての説明には、「自分から働きかけていくよう

な子ども、あるいは考えて自分で答えを見出していくような子どもを育みたい」と書いてあるが、そ

こに向かうために札幌市の現状を踏まえた上で今何をしなければいけないのか、どういう選択を取ら

なくてはいけないのかという具体的な表現が事業・取組内容には足りないのではないか。 

例えば、テストの結果は良いがその勉強が嫌いという子どもは、今学んでいることが実生活と繋が

っているという実感を持てないでいる。人生の時間軸の中で、今勉強していることが確実に将来に繋

がっているということの実感が持てないでいるからこういう現状が起きるのではないか。このように、

もう少し深く子どもたちの気持ちに寄り添って分析していただければ、子どもたちの現状に沿った具
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体的な内容が提示できるのではないか。 

また、学力の格差というものに対して、現在事務局はどういった見解を持っているのか伺いたい。 

 

＜事務局（指導担当課長）＞ 

学力の格差に関して、事務局では学力を「学ぶ力」という少し広い概念でとらえている。学ぶ力に

も、個人で考えるとそれぞれの子どもの特性があるため、もちろん差もある。そのような差があるこ

とも踏まえて何とか全ての子どもたちに学ぶ力を身につけさせたいというのが事務局の考え方である。 

事務局としては、学ぶ力を３つの要素と捉えている。１つ目の要素は、基礎・基本・知識・技能と

いったものを学んだ上で身につく力。小学校で言えば、九九を暗唱するといったような力。２つ目の

要素は、思考力・判断力・表現力という活用する力。一生懸命覚えた九九を、実生活のどんな場面で

使えるだろうかということもやはり授業の中で取り入れていかなければ、何のためにこれを覚えるの

か実感できない。３つ目の要素は、学ぼうとする力。これは意欲と捉えている。例えば、札幌市の現

状として、一定程度知識が身についている子どもたちでも数学が将来的にどんな事に役に立つのかが

分からないという子どもたちの割合が一定程度ある。これを我々としては課題と捉え、子どもたちが

意欲を持って、面白いから数学をやりたいと思えるような授業の作り方・授業のあり方に改善してい

くことで、先ほど言った、学んだ力・活用する力・学ぼうとする力の３つの要素をバランス良く育ん

でいきたい。そういった思いを資料２の 1-1-1「分かる・できる・楽しい授業の推進」という言葉の

中に込めさせていただいている。 

習熟度別学習については、現在、学校現場ではティーム・ティーチングという形で、小学校では学

級担任とティーム・ティーチングの先生２人で教えるという方法を取っている。また、算数や数学の

授業の中で、「どんどんコース」や「じっくりコース」というように、ある単元で子どもたちにコース

を選ばせるといった形で習熟度別指導を導入している。全ての子どもたちの学ぶ力を育てていくため

に、こういったきめ細かい指導に取り組んでいる。 

 

＜稲邊委員＞ 

1-1-1 に「言語活動の充実」とあるが、言語というのは非常に含みのある言葉である。言語活動に

はコミュニケーション能力やディベートの力等、様々な表現があるため、もう少し具体的な表現を入

れた方が良いのではないか。その方が見る側もイメージが浮かぶのではないか。 

 

＜林委員＞ 

資料を見る限り、どの項目にしても、幼・小・中・高がそれぞれ単独で行う事業と、幼・小や中・

高といったように複数の校種が連携して取り組む事業の違いが分からない。その部分の記載も必要で

はないか。 

また、稲邊委員から意見があった事については、具体的に細かい文章にすればするほど逆に分かり

づらくなる部分もある。札幌市の各種計画の時間軸の標準がどうなっているか分からないが、10 年間

の計画なので、恐らく普通の事業でいけば次は３カ年計画、それから単年度計画に落とし込むことに

なる。そうした時に施策のねらいと事業・取組内容の個々の項目に対して管理項目と目標値が当然出

てくる。そういったことを時間軸と共に明白にし、何をいつまでにどのレベルまで持ち上げるのかと

いうことを明確にする必要がある。 

 

＜飯田委員＞ 

前回までに検討した人間像とビジョンについては様々な議論があったが、今回は議題から外れ、ア
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クションプランについての議論となった。 

前回までの議論の中身が検討会議の中で確認された上で、今回提示されている施策に反映されてい

るのか。私だけであれば申し訳ないが、人間像やビジョンについては前回までの議論で急に終わり、

いきなり細かい施策の部分に議論がきていることに違和感がある。皆さんはいかがか。 

 

＜林委員＞ 

私もそう思う。議論がかなり抜けているのではないか。事務局任せで良いというのであればそれで

良いが、第１回会議の際にも意見が出ていたように、過去からの継続すべきものと、創造的・戦略的

な項目として新たに取り組むものがあるのではないか。その議論が前回から止まっている。 

 

＜飯田委員＞ 

全体のスケジュールもあるため先に進まなければならないのも分かるが、大まかに修正されたもの

を提示していただき、委員の皆でこれを確認した上で今回のアクションプランに進んでいただければ

と思う。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

人間像に関して、事務局としては、第１回及び第２回の会議の中で御意見いただいた「自立した札

幌人」という言葉については、概ね御了承いただいたと認識している。 

「自立した札幌人」を説明する文言については、長い説明調になっており市民にはわかり辛いとい

う御意見をいただいた。文言を３つ程度に分けて分かりやすい表現にしてほしいとの意見があったた

め、現在事務局内部で検討しているところ。 

 

＜飯田委員＞ 

「自立した札幌人」という目指す人間像が大きくあるというのは皆が了解したとして、その先に、

目指すべき人間像として提示された７つの項目、その優先順位や重点を置く項目について、そもそも

目指すべき人間像の要素があの７つで良いのか、そういった点について了承されているかどうかが重

要。 

アクションプランの議論に進む前に、重点を置く項目について、皆で確認していくということが大

切なのではないか。 

 

＜大久保会長＞ 

まとめると、「基本的方向性」も含めて議論をし、それを元に具体的な施策を考えていく必要がある

のではないかということかと思う。事務局の方ではある程度「基本的方向性」については了承された

ということで進めていくということだった。 

今回は、説明を加えていただきつつ、提示された資料の中で検討を進めていくしかないということ

でよろしいか。 

 

＜林委員＞ 

今までの意見からすれば、「基本的方向性」についてはっきりと示されていないことが不安というこ

とではないか。「基本的方向性」については、ここで決めるべきものなのか、あるいはもっと上の段階

で決めるべきものなのか、それは私も分からないが。 
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＜大久保会長＞ 

１つ目の「基本的方向性」については「自ら学び、共に生きる力を培う学びの推進」について書か

れている。そのことについては前回会議の中で了承を得ているのではないだろうか。２つ目の「基本

的方向性」については、アクションプランは本日初めて議論すると思う。その議論の中で「基本的方

向性」についてももう少し議論していただき、それを元に事務局に検討していただければと思う。 

先ほど意見があった、計画の中にどこまで細かく書けば良いのかということについてはかなり難し

さがあると思う。事務局から、「学びの推進」については、「学ぶ力」をつけていく、そのために学校

教育をどうしていくかということを説明いただいたと思うが、前回議論した内容について、御意見い

かがか。 

 

＜稲邊委員＞ 

1-6「学びの場の連携の推進」について、異校種間の連携は本当に大事なことであり、力を入れてや

っていく施策を具体的に示していただければと思う。小１プロブレム、中１ギャップ、高１クライシ

スといった状況に置かれた子どもたちが、自分の居場所を見失わないためにも、異校種間の連携を深

めることは重要である。 

また、保護者について、自らが学校生活を過ごしていた頃の経験というのはもう通用しなくなって

いる。そのため、保護者は様々な不安や悩みを抱えている。保護者の不安や悩みを解消してあげるた

めにも、小学校の説明会などの場で保護者の情報交換の機会を設けるというような具体的な取組を計

画に入れてほしい。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

ただいまの御意見については、現在行っている施策もあるが、それについては３つ目の「基本的方

向性」の中に含まれているため、次回の会議で説明させていただきたい。ただ、今御指摘があった部

分が関係している 1-6 の部分に再掲することも考えたい。 

 

＜事務局（生涯学習推進課長）＞ 

生涯学習推進課では、家庭教育学級という事業を行っている。小さい子どもの母親に各学校で家庭

教育学級を組織していただき、設定した講座の中で、共通の悩みごとを相談し、子育てに対する意識

を高めていくという事業である。現在、力を入れているところであり、全体の研修会を開き、更に子

育ての意識を高めていただくということを考えている。 

 

＜事務局（幼児教育センター担当課長）＞ 

幼児教育センターでは、保護者等啓発支援事業という事業を行っており、幼児期の子どもから小学

校に入学する子どもの保護者に対しての講演会等を実施している。また、子どもが幼稚園に入園する

保護者に対しても、幼稚園ニコニコフェスティバルという幼稚園の教育についての情報発信のイベン

トを行っている。また、私立幼稚園連合会と全市全体での講演会及び各区のニーズに合わせた講演会

等を行い、より多くの方々に小学校に上がる段階での不安解消をしていただきたいと考えている。 

 

＜稲邊委員＞ 

前回会議の資料６のデータの中に家庭教育学級は減少傾向にあると書いてある。家庭教育学級に参

加する対象は専業主婦の方が特に多いと認識している。保護者全体のどれぐらいの割合が家庭教育学

級に参加しているかというと、本当に僅かである。その僅かな参加者のための家庭教育学級に力を入
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れている。もちろん家庭教育学級も大事だが、参加したいけれども働いていて参加する時間が取れな

いという現状にある母親等への援助について施策として具体的に示していただきたい。 

 

＜事務局（生涯学習推進課長）＞ 

家庭教育学級について、確かにそのような課題は抱えている。家庭教育学級に入っていきたいが、

日中忙しくてなかなか参加できないという方々に対して、我々としてはきっかけ作りをすることが１

つの解決策と考えている。その１つとして、親育ち応援団事業というものを平成 23年度から実施して

おり、夜間に講演会を行ったり、託児サービスをより充実させたりしながら事業の展開を図っている。 

 

＜河野委員＞ 

近、家庭教育学級に参加できない親たちが増えてきている一方で、学童クラブや児童クラブ、学

童保育所といったところでは児童会館の職員が中心となり、親子学習や親の学習といったものが開催

されている。私たちの団体でも、児童クラブでお父さんも参加して子育てについて学習する、といっ

た場面が増えてきている。そういった取組が注目されてきていると思う。 

伝統的な親学習として家庭教育学級も大事だが、一方で学童保育所等での親の学びも広げていくと

いうことが大事になってきている。また、保育園や幼稚園での親学習も範囲を広げて行ってはどうか。 

 

＜大久保会長＞ 

様々な意見が出てきているが、事務局いかがか。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

ただいまの議題である、１つ目の「基本的方向性」については、「学びの推進」ということで、主に

子どもたちにどういった学びの場を与えられるかということを観点に整理させて頂いていたところ。

ただいま御意見をいただいたことについては、３つ目の「基本的方向性」の際に説明させていただけ

ればありがたい。 

 

＜大久保会長＞ 

この件について議論される場が次のステップの中にあるとのこと。議題⑴に関してはいかがか。 

 

＜林委員＞ 

「学びの推進」の中で、平等で公正な教育を子どもたちに満遍なくということで、今までの反省も

含めて先生と子どもの間で心が通い合う教育を進めていきたいということ、これは当然のことだと思

う。その一方、第２期教育振興基本計画の中には、「社会を生き抜く力の養成」、「未来への飛躍を実現

する人材の養成」ということが書かれている。そう考えると、競争社会を生き抜く力を身に付けさせ

る、そういった施策というのはアクションプランのどこに入っているのか。優しさばかりが強調され

ている内容だが、その反面社会を生き抜く厳しさをどうやって教えていくのかということが計画のど

こに散りばめられているのか、資料２を読んでもあまり感じられない。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

国で考えられている「社会を生き抜く力」は４点あげられている。１つ目に基礎・基本ということ

で「生きる力の確実な育成」。２つ目に「課題探求能力の修得」。３つ目に「自立・協働・創造に向け

た力の修得」ということで生涯全体についてのことが書かれている。そして、４つ目に「社会的・職
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業的自立に向けた力の育成」が掲げられている。 

これらが新たな「札幌市教育振興基本計画」のどの部分に散りばめられているかというと、１つ目

の「生きる力の確実な育成」は基礎的な部分であり、先程の「学ぶ力」の部分でお話しした「学んだ

力」に当たる。 

また、学校教育の部分には、「社会的・職業的自立に向けた力の育成」の部分が関わってくるが、国

は、キャリア教育の充実により、できるだけ小さいころから社会との接点を持つということを掲げて

いる。これについては、1-1-3「進路探究学習」の中で考えていきたい。 

 

＜事務局（指導担当課長）＞ 

文部科学省の学習指導要領は、生きる力ということを非常に大きなテーマとし、これからの社会の

中で生きていくための力を子どもたちに身につけさせたいという願いを基に進んできている。生きる

力が何かというのは、学ぶ力のところで言ったが、やはりバランスが良いということになる。もう少

し言えば、昔から言われている「知徳体」、いわゆる学び、心、そして身体・体力。こういった「知徳

体」のバランスが取れた人格を育てていきたいというのが、教育界の大きな変わらない使命である。

そのため、「知徳体」をバランス良く散りばめながら考えているというのが我々のスタンスとなる。 

 

＜林委員＞ 

今、事務局は「生きる力」と言ったが、第２期教育振興基本計画には「生き抜く力」と書いてある。

生き抜くためには勝っていかなくてはならない、そういう背景がこの言葉の裏にはある。もちろん教

育なので誰かに勝てばいいということではないが、札幌市の計画はその部分が弱いという印象を持っ

た。特に第２期教育振興基本計画の中では、「国際的な学力調査でトップレベルに」すると明確に書い

てある。つまり、どのレベルまで持ち上げるのかということを明確に言っている。札幌市の計画には

そういったところがあまり感じられないので意見を述べさせていただいた。 

 

＜大久保会長＞ 

学力のことを書き込むことについては難しさがあると思うが、ただいまの意見に対して、こういう

ところを目指している、いうことがあれば、どのようにして実現していくかも含めて具体的に記載し

ていただきたいということかと思う。 

 

＜長沼委員＞ 

私も林委員と全く同感である。「生き抜く力」は非常に重要。学校教育だけではなく、どうやって生

涯学習の中にも取り入れていくのか。皆がただ仲良くしていくだけでは生きていけないという現実が

ある。私は会社を経営しているが、黙っていると会社は潰れる。潰れると路頭に迷う。そのためやは

り勝っていかなくてはならない。勝っていくために社員みんなでチームワークをとりながらやり続け

ていく。そういう志というか、想いが子どもの頃から必要なのではないか。 

それともう１つ、先ほど林委員も言っていたが、全国トップレベルの学力を身につけさせるという

ような目標を明確にすべきである。私は、そういったあるべき姿というようなものをこの検討会議で

検討するのかと思っていた。細かな文言の修正よりも、先ほど飯田委員も言っていたように、10年後

の教育のあるべき姿、ここを目指すという方向性をもっと明確に打ち出す必要がある。その方向が見

えてくると、それに向かって今何をしなければいけないのかということが逆算して出てくるのではな

いか。具体的なものは専門家の方々に任せて、我々が検討するのはもっと以前のところではないのか。 
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＜塚野委員＞ 

その答えになるかは分からないが、資料２の 1-1-3「進路探究学習」について発言させていただく。

札幌の子どもたちは、先ほど事務局が言った、学んだ力・活用する力・学ぼうとする力のうち、学ん

だ力については恐らくある程度高いレベルにあると思う。札幌市において課題となっているのは、活

用する力と学ぼうとする力、特に学ぼうとする力である。先ほども様々な御意見があったが、なぜ勉

強するのか、なぜ役に立つのか分からないといったことの理由に、やはり今の子どもたちが、職業を

身近に感じられていないということがある。我々が子どもの頃は市場があったが、今はスーパーマー

ケットになってしまい、商品をレジへ持っていくだけなので働くということが身近になっていないの

だと思う。現在中学校では職場体験学習を行っている。先日幼稚園の先生と話した時に、その幼稚園

では、幼稚園の先生になりたいという子が来たときには、子どもと遊ばせないで、 初にトイレ掃除

をさせていると言っていた。働くということは、そういった裏方の仕事もあるということをしっかり

覚えてもらって、幼稚園がどういうところなのか分かってもらいたいと話していた。 

1-1-3「進路探究学習」の部分でキャリア教育についての話は出てくると思うが、今の子どもたちに、

勉強することが自分の将来にどう繋がっていくのかを教えていかなければならないし、その１つの在

り方として職場体験学習など「進路探究学習」が大事だと思う。また、小学校・中学校・高校と段階

を踏んでそれぞれの教科を学んでいく中で、自分の特性に気づき、職業観を持てるように指導してい

くことも必要。 

私の学校では職場体験学習を２日間やっている。日数については、各学校の都合もあるので、２日

間やることが良いと言うわけではないが、１日だけだとどうしても、行って帰ってくるだけになって

しまいがちである。２日間だと、本当の仕事というものを、子ども自身が僅かだが実感として感じる

ことができるのではないかと思う。 

 

＜大久保会長＞ 

学んだことがどのようにして自分の将来に繋がっていくかという時に、将来を見据えて、自分がど

ういう職業に就いて、世の中にどんな職業があって、どんなことをやっているかというのを分かって

いってもらうことは重要だと思う。そのためには、職業体験など、職業に関する事業を入れていかな

くてはならないだろう。 

 

＜富田委員＞ 

進路探究学習について、私が前回発言したのは、ここに書かれているのは今までやってきたことだ

ということ。高校では 30％の生徒が就職するが、就職が決まることが非常に難しい状況にある。決ま

った生徒も意外にすぐ折れて辞めてしまう。あるいはコミュニケーションがとれずに職場で上手くい

かなくなって辞めてしまうという生徒が半分近くいる。そういった現状で、私も非常に危機感を持っ

ている。そうした時に、今回のアクションプランで、「進路探究学習」として、どういうことをやるの

かということを具体的に示して欲しい。 

また、私の意識としてはこのアクションプランの「学びの推進」というところでは、「授業づくり」

と「進路探究学習」の２つがもっとクローズアップされても良いと思う。「分かる・できる・楽しい授

業の推進」と見た時にどうしても対象は小・中としか思えない。「授業づくり」と「進路探究学習」と

いうのは計画の大きな柱であり、この２つはもっと具体的に示して欲しいと感じる。 

それからもう１点。もう１つの柱は特別支援教育であるという考え方をもっと広げていかなければ

ならない。1-2「共生」という言葉があるが、この「共生」の中に特別支援教育が入ってもいいのでは

ないか。特別支援教育は独立した１つの基本施策として記載されているが、これからはもっと大きな
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共生という考え方の中に、特別支援教育を含めた色々なものを入れていかなければならない。そうし

た考え方を何とか取り入れられないものか。 

 

＜竹谷委員＞ 

この検討会議でも何度も発言していると思うが、とにかく体験学習が重要だと考えている。中学校

を色々回って話をしている中で、それぞれの中学校が独自で色々なことをやっている。子どもたちは

職場体験で苦しみ・苦労・悩みというものを勉強してくる。中学校の校長の権限でこの職場体験を増

やせと言ったが、そういうわけにはいかないと言われた。そういったことがあったので、職場体験に

ついては市教委の方からもっと打ち出してもらえたらと思う。 

また、文言については、先ほど林委員からも発言があったが、私も、細かい文章にすると分かりづ

らくなってしまうと思う。 

次に、ビジョンについては、３年の短期間なのか、中期なのか長期なのか、そういった分け方をし

た上で、重点項目を示すという方法もあると思う。 

もう１点、特別支援学校を卒業してから就職する方は就職が大変だと先日新聞に出ていた。新聞に

も社会体験をさせるべきだというように書かれており、私はこれに大賛成である。極端なことを言う

が、午前中に勉強したら午後から社会体験でどんどん色々な仕事を習得させ、色々な悩み・苦しみも

含めて勉強し、そうした上で社会に出れば経験をすぐに活かせるのではないか。 

後に、なぜ勉強するのかということをしっかり子どもたちに教えていかなくてはならない。学校

教育の中で先生方に徹底させ、家庭でもしっかりやっていかなくてはならない。どうも保護者にも、

「うちの子どもはできないから良いんだ」という調子でやっている方が結構多いが、やってやれない

ことはない、やるということに意義があると私は考えている。 

 

＜大久保会長＞ 

様々な御意見をいただいたが、「授業づくり」については、先生方が何を目指した授業なのかをしっ

かり捉えていけばいいということだと思う。将来に繋がるという部分の話ではやはり 1-1-1 や 1-1-3

が重要になってくるのではないか。 

特別支援教育についても色々な意見が出ており、どうしていくのか話を詰めていかなくてはならな

い部分はあるが、議題⑴については一旦ここまでにしてよろしいか。 

それでは議題⑵「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したい。 

 

⑵ アクションプラン「多様な学びを支える環境の充実」 

資料２・参考資料について、事務局から説明を行った。 

 

＜大久保会長＞ 

ただいま事務局から説明があったことについて、皆さんから御質問あるいは御意見等あればお願い

したい。 

 

＜竹谷委員＞ 

説明があった防災の関係について、これは市としてこれから取り組むものか、それともやっている

ところはやっているという話か。 
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＜事務局（調整担当係長）＞ 

 既にやっているところもある。 

 

＜竹谷委員＞ 

地域と学校が共同で避難訓練をやろうということになり、近隣の町内会の会長８名と学校関係者が

集まり第１回の話し合いをした。これから第２回の話し合いを行う。市の防災訓練は９月３日に行わ

れるが、それとは別に独自でやろうということで現在考えている。進めて問題ないか。また、ＨＵＧ

研修についても地域ごとに展開していこうということで話を進めている。これについても問題はない

か。 

もう１点、不登校について、青少年の議長会の際に市教委の方が来て、不登校の子は減ってきてい

るという話が出た。ただし学校へ行って仲のいい友達同士で話を楽しむために行くだけで、勉強はし

ないという話も出ていた。このことについて事務局の見解を伺いたい。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

防災訓練等について、札幌市としては教育委員会だけで開催するものではなく、危機管理対策室や

保健福祉局が中心となって行っている。避難場所の１つとして学校が指定されているため、教育委員

会としても関わっており、避難場所として市民の方が体育館に避難してくるという部分と、平日であ

れば児童生徒が学校にいるという部分がある。ただ、平日の日中に災害が発生した場合に、学校にい

る先生方が避難している市民の方に対応するのかというとそうではなく、児童生徒の対応を行うため、

議論を分けていかないと混乱するのではないかとは感じている。 

そのため、学校を避難場所としてどういった形で利用するかというイメージを沸かせる意味でも、

学校ごとにその施設に合わせた形でＨＵＧ研修が進められているところ。 

学校や地域ごとの様々な取組については独自にどんどん進めていただいて構わない。 

 

＜事務局（指導担当係長）＞ 

不登校については、文部科学省で毎年不登校調査の集計をしており、年間 30日以上欠席している児

童生徒を不登校と位置付けている。札幌市における平成 23年度の不登校児童生徒の総数は 1,700 名で

あるが、これについては、30 日休んだ生徒もいれば、１年間１日も出席していないという生徒もいる。

小学校と中学校の総数についてはここ数年徐々に数が増えているという実態はあるが、中学校の生徒

については平成 22年度から平成 23年度にかけてやや数が減少している。恐らくそういうことも捉え

て若干減ったというお話を差し上げたのではないか。また、登校しても、なかなか教室に入れず別室

に登校している子どもが、小中学校から聞いている数で約 400 名いる。その子どもたちについて支援

をしていくこと、教室に戻るためのステップアップの段階を整備することが非常に重要だと考えてお

り、先ほど御説明した、心のサポーター配置モデル事業を平成 24 年度から実施している。 

 

＜河野委員＞ 

不登校に関連して、参考資料では「不登校となったきっかけ」の中の「親子関係をめぐる問題」と

いう項目が、中学生と比べて小学生が非常に多くなっている。低学年だと例えば母子分離がなかなか

できないという理由があると思うが、具体的な内容を教えていただきたい。 

 

＜事務局（指導担当係長）＞ 

今おっしゃったように、小学生は、特に低学年のお子さんについては母子分離がなかなかできずに
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登校したがらない、家にいたいという子がいる。また、高学年になると子ども同士のトラブル等で学

校と対応する中で、保護者同士の関係が上手くいかないといったことが生じて、登校をあまり強く働

きかけない方もいる。そういった理由から、中学生と比べると、子どもの主体的なものというよりは

保護者の方のお考えや対応も含めて、若干数が多くなっている。 

 

＜梶井副会長＞ 

先ほどから各委員から意見が出ていたのは、「自立した札幌人」という大きなビジョンがあり、それ

に１番関わってくるものは何なのかということ。富田委員からも大きく見せるべき方向性があっても

良いのではないかという御指摘があったように、 後はもう１度「自立した札幌人」に何が必要なの

かということに戻っていって、そのために必要な、大きく考えなくてはならない、財政配分をしなく

てはならない部分について、この検討会議で議論しても良いのかなと感じる。 

そういった観点で考えたときに、議題⑵に関してはハードの部分であり、それなりに満遍なく整備

するということになるかとは思うが、例えば、「教職員の資質・能力」のところで言えば、「自立した

札幌人」を育てるための教職員の資質とは何か、ということをもう１度捉え直し、計画に落としてい

かないとビジョンからアクションプランへの繋がりが少し見えにくいと思う。議題⑴の部分について

も、大きく財政配分をすべき項目はどこなのかというところについても考えていただきたい。 

 

＜富田委員＞ 

小・中学校の不登校について、その子どもたちが中学校を卒業した後、どうなっていくのか。通信

制や定時制の高校に行く子が多いとは思うが、その後どうなっていくのか。そういう子どもたちが札

幌の社会に出る時に、幼児教育から子どもたちがどのように学校生活を送り、どこでどうなったのか

ということも含めて、しっかり考えていくこともビジョンかなと思う。 

 

＜大久保会長＞ 

そういった追跡調査というのもやっぱり必要で、どう対応を考えていくかということ。 

 

＜梶井副会長＞ 

色々なレベルで「生き抜く力」が弱まっていると思う。学力のある子でも、それ故に転びやすいと

いう子もいるかもしれない。また、様々な事情により基本的な学力が全く獲得できないという場合も

ある。そこを支援していくということがビジョンにふさわしい子どもの学びと結びつくのかなと思う。

そういう視点でもう１回このアクションプランを見直していく必要があるのかなと思っている。 

   

＜大久保会長＞ 

他いかがか。 

 

＜林委員＞ 

「自立した札幌人」、戦略ビジョンも含めた各所に国際的という言葉がたくさん散りばめられている

が、札幌の場合、帰国子女の受け入れや活用についてはどうなっているのか。帰国子女は帰国子女で

色々な悩みがあり、良い面もあれば悪い面もあるかと思う。例えば、言葉はネイティブだが日本文化

になかなか馴染めず、将来就職の時にはまた自分の小さいときに育った外国へ、という子も非常に多

い。受け入れ制度そのものもそうだが、うまく成長させているのか、といった内容も含めて伺いたい。 
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＜稲邊委員＞ 

留学生の割合はどのくらいか。 

 

＜事務局（指導担当課長）＞ 

手持ちの資料では分からないが、数字を押さえているかも含めて調べたいと思う。 

 

＜大久保会長＞ 

帰国子女はどうか。 

 

＜事務局（指導担当課長）＞ 

帰国子女については、一定程度の数がいる。毎年度策定している「札幌市学校教育の重点」の中の、

「国際理解教育」において、「帰国幼児児童生徒等に対する教育の充実」で、海外から帰国した幼児児

童生徒や外国人幼児児童生徒を温かく受け入れることのできる環境づくりなどを進めている。具体的

には、外国に行っている間に日本語が苦手になったという子どもに対しての日本語指導や、なかなか

意思の疎通が難しい場合には通訳のボランティアの方とも連携をしながら、子どもたち一人一人に応

じた支援を行っている。 

 

＜富田委員＞ 

日本語ボランティアの話があったが、私の学校には帰国生徒・外国籍生徒が現在 19人在籍している。

その中には日本語ボランティアの支援を必要としている生徒も存在する。帰国子女というのは日本国

籍だが、帰国子女だけでなく、外国籍の子も現在は多い。現在、市立高校では帰国子女枠はあるが、

外国籍の子を受け入れる学校は今のところ大通高校しかない。大通高校はこれまで、こうした生徒が

30 名ほど入学してきているが、卒業したのは４人ほどである。日本語の壁を含め、さまざまな事情で

退学していく生徒も少なくない。卒業した後の進路を先生方が一生懸命考えるが、なかなか難しい。 

こういった問題も、国際都市・国際理解ということに関連して、気になっている。 

 

＜梶井副会長＞ 

北九条小学校に視察に行ったことがあるが外国籍の子どもたちが非常に多い。うまくやっているよ

うではあったが、あの子たちは高校にうまく行けているのか。考えてみれば、あの子たちが高校受験

となった時の支援の道筋というのは、国際都市札幌と言っている割には薄いかもしれない。 

 

＜富田委員＞ 

大通高校でも、ボリビア、カンボジア、ニュージーランドなど、本当に幅広い。 

 

＜竹谷委員＞ 

そうした子どもは言葉の弊害はないのか。 

 

＜富田委員＞ 

ほとんど日本語ができない子どももいて、先生方がマンツーマンで日本語を教える場合もある。 

 

＜事務局（指導担当課長）＞ 

ただいまのお話に関わって、数字データがあったのでお伝えする。平成 25年度の外国人子女は全市
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で小学校 142 人、中学校 65人の併せて 207 人が在籍しているということになる。 

 

＜梶井副会長＞ 

外国籍の子どもということか。 

 

＜事務局（指導担当課長）＞ 

外国籍の子どもたちである。その中で、日本語指導が必要ということで日本語ボランティアを派遣

している子どもが 39 人である。 

先ほど梶井副会長がおっしゃった北九条小学校は、私が勤めていた頃、一番多かった時で自分のク

ラス 25人のうち８人ほどの外国籍の子どもたちがいた。北九条小学校の子どもたちは幼少の頃からバ

イリンガルで、日本語もよく話す。また、英語を話しながら育ってきた子どもも、日本語を覚えるの

が早い。１年生は２ヶ月ぐらいの間に日本語を話すようになる。そういった子どもたちは日本人の子

どもたちに比べ日本語習得のために数倍努力しなければいけないが、頑張って卒業し、現在様々なと

ころで活躍している。 

 

＜大久保会長＞ 

日本は今まで帰国子女や外国人子女の支援が盛んではなかったが、アメリカなどはどんどん受け入

れている。札幌が国際都市を謳うのであれば、その部分も更に充実させていくことが必要。他いかが

か。 

 

＜林委員＞ 

2-4「教職員の資質・能力向上」の部分には、採用制度、教職員の学びや異校種への人事交流など様々

なことが書いてあるが、国際交流は現在どうなっているのか。第２期教育振興基本計画の中で、（今後

の教育投資の方向性として）「欧米主要国を上回る質の高い教育の実現が求められている」と書かれて

いる。私はそうは思っていなかったが、欧米の先進国よりも日本は大分（公財政教育支出の）レベル

が低いというような書き方をされている。外国の教育制度がどうなっているのか、また、外国の子ど

もたちがどのように先生たちと付き合っているのか、ということを知るための交流も必要ではないか。 

 

＜事務局（研修担当課長）＞ 

国際交流について、本市の事業ではないが、つくば市にある教員研修センターで小学校英語教育指

導者養成の研修講座があり、任意で参加している教職員がいる。参加枠があるので数名ではあるが、

何人かの教員が行き、戻ってきて色々な形で広めている。 

 

＜竹谷委員＞ 

一般職員の場合、姉妹都市との交流で１年または２年姉妹都市へ行っている職員はいるか。いない

のであれば、姉妹都市だけでも良いので、とりあえず半年派遣するなどしてはどうか。 

 

＜事務局（企画調整担当課長）＞ 

姉妹都市に札幌市から職員を派遣しているということはないと思う。外国の方が国際交流という形

で国際部に来る場合はある。札幌市職員としては、姉妹都市ではないが、外務省の研修として外国へ

行っている者はいる。その中で 初の１～２年は研修、後の１～２年は大使館で働くといったことは

ある。 
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＜竹谷委員＞ 

とりあえず姉妹都市だけでも良いので、半年色々勉強させて、帰ってきて経験を話せば、国際人を

目指せるのではないか。特に教育の立場では外国との交流は積極的にやるべき。 

 

＜事務局（企画調整担当課長）＞ 

姉妹都市である韓国の大田広域市には確か職員が行っていたと思う。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

また、今年から一般職員が任意で希望し、１～２週間程度、自分の希望するテーマで海外を視察で

きる制度ができた。 

 

＜事務局（指導担当課長）＞ 

英語教員を１年間アメリカやカナダといった都市に派遣し、資質を高めて戻ってきてそれを広めて

もらうという事業もある。また、文科省が各国に指導主事を派遣しており、それに札幌市も毎年度１

～２名ほど参加している。各国に派遣をし、戻ってきてから各国それぞれのテーマを広めている。 

 

＜竹谷委員＞ 

こういった事業には本当は幼稚園の先生も参加するべきだと思う。 

 

＜飯田委員＞ 

もう個々人が見聞を広めるという時代ではないと思う。そんな時代は過ぎており、今、日本人は、

肌の色が違う人を見てどぎまぎしないで日本語を喋るという基本的なことができない。現在、小・中

学校でもＡＬＴが英語を教えている。その横に担任の先生がいるが、（なかなか）喋らない。そのため、

日本人が大多数を占めるこの国に、外国人を見てどぎまぎしない、そういう環境を作る、それに慣れ

るということが１番の国際化だと思う。 

実際に我々も外国人に色々な教育をした経験があるが、そういった中では、日本人としてというよ

りは、世界の中での日本人がどれだけの人数を占めていて、その中でどうやって生きていくのか、も

しくはどうやって付き合っていくのかということが１番の国際化だと私は思う。 

 

＜富田委員＞ 

私も飯田委員の意見に賛成である。私の学校は全くどぎまぎしない。当たり前のように外国の生徒

がいる。高校の場合は札幌市教育委員会の共通施策の中に「国際理解教育」があり、ＡＬＴと我々先

生方と市立高校８校の生徒たちが集まって自分の文化、それぞれの国の文化を紹介する交流会を毎年

行っている。当たり前のようにそういったことが出来る環境を作っていかなくてはならない。 

 

＜大久保会長＞ 

大分そういう環境、そういう状況にもなってきているとは思う。 

 

＜富田委員＞ 

この 10年で大分変わってきてはいる。 
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＜飯田委員＞ 

学校に限らず、異なる人種の方に会って人間対人間として初対面から話ができる、そういったこと

が子どもの時から培われているかどうか。これは大きなことで、障がいのある方に対してでも同じこ

と。そういう環境の中に我々が自然にいられるかどうか、隔離された場所にいないかということが１

番大切。 

 

＜富田委員＞ 

そうなれば差別的な表現をする人もいなくなると思う。 

 

＜大久保会長＞ 

実際、教育大でも様々な国の人たちを招いて２～３ヶ月研修を行い、附属学校や市内の学校に行か

せてもらっている。附属学校に行ったときは、さすがに１年生は目を白黒させていたが、 近は全然

そういうこともなくなってきている。そういったふれあいというのがあれば、自然にそういう形にな

っていくのだろうと思う。 

 

＜長沼委員＞ 

ただいまの話を聞いて、札幌の教育というのは、国際的な視点でものを考えられる子どもたちが育

っていくという意味では、まず教員がそうでなければいけないと思った。例えば、ＡＬＴと日本人の

先生が英語で通常どおり話をしている情景を子どもたちが見る。そして、子どもたちにあの先生のよ

うになりたいという憧れが生まれる、というのが第一歩のような気がする。そのためには、まず先生

方が英語を通常どおり会話できないといけない。そういう仕組みを作るためにも、１～２年の海外研

修を必須にするというような制度を作るべき。韓国にしても中国にしても、みんな英語を当然のよう

に話し海外に留学しているが、日本がそういう意味では も遅れており、英語がビジネスの障害にな

っている。要するに言葉が通じないことが障害になっているわけなので、やはり子どもの時からどう

教育していくかということが大事。その為にはまずは先生方のレベルが大事だと思う。その仕組みを

どう作っていくのか、そんなものお金がない、と言ってしまえばそれまでなので、そうではなく、ど

うすればできるのかを考えていくべき。 

 

＜大久保会長＞ 

小学校でも外国語活動がさらに低い学年から入ってくるようになってきているので、小学校の先生

方も力をつけていく必要が出てくる。国全体の問題でもあると思うが、国際都市を謳っている札幌と

しては何ができるのかということだと思う。 

 

＜長沼委員＞ 

国のせいにせず、札幌独自にできないのか。 

  

＜飯田委員＞ 

長沼委員の言ったことが理想であるが、そうなればＡＬＴがいらないということになってしまうと

思うので、その手前の段階、例えばＡＬＴがいて、日本の先生が身振り手振りでも良いからＡＬＴと

堂々と話をするということ。現在はそれさえできていない。要は外国人に慣れていない。普段自分の

生活の中に外国人がいないので、まず慣れるということが第一歩。そこから身振り手振りでも良いか

ら話をしていれば、喋れるようになる。そういった環境にどう入っていくか、もしくはそういう環境
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を作れるかということが大切。札幌には外国人はたくさんいるので、そういった環境の中に放り込も

うと思えば放り込めると思う。 

 

＜稲邊委員＞ 

私も英語の教育に関しては、日本は後進国だと思っている。日本で英語を学ぶとなると、生きた英

語ではなく勉強として学ぶという意味合いが強い。日常生活に密着したコミュニケーションの手段と

して英語が必要ということを、先生が実体験として子どもに伝えることができるような、そういう生

きた英語を子どもたちに教えてあげるという方向が良いと思う。 

 

＜林委員＞ 

帰国子女も活用しないと損な気がする。男の子も女の子も恐らく、幼稚園と低学年の頃に３年ほど

海外に行っていればバイリンガルにかなり近い。しかし、日本に１年ほどいるとみんな忘れてしまう。

忘れさせないでそれを活用するということが必要。もちろん一方で日本語はちゃんと教えなくてはな

らない。そういった創造的で戦略的な具体的な施策がアクションプランの中に幾つか入っていないと

いけないのではないかと思う。 

 

＜竹谷委員＞ 

どこの国の帰国子女かということでバラエティーに富んでいると思うので、活用するのは面白いと

思う。そうすれば教育委員会も悩まないし、予算の問題もこれで解決ではないか。 

先日地方の観光地に行ったが、台湾と韓国の人が圧倒的に多かった。喋っているのは母国語だが、

お土産を買うとき日本人と話す時は、日本語をよく喋る。ところが我々は外国に行くと、恥ずかしく

て引っ込み思案になってしまう。だからどんどん帰国子女を活用すべき。 

本当は１年でも２年でも外国に行った方が良いが、なかなか予算の関係でそうはいかないとか。い

ろんな方が支援してくれれば良いが、まずは帰国子女を利用して助けてもらうということを第一段階

にし、それからステップアップしても良いのかなと考えている。 

 

＜大久保会長＞ 

外国語活動への対応ということで、ＡＬＴについては色々考えている部分があると思うが、学校の

先生に対して考えていることは何か具体的にあるか。 

 

＜事務局（研修担当課長）＞ 

研修の中で、外国語活動の授業を公開し、それについて色々協議をするという講座は幾つか設けて

いる。十分かというとまだまだであり、ＡＬＴの活用という面でまだまだ課題があると思っている。

それらを踏まえて向上を図っていかなくてはならないと考えている。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

帰国子女の活用については非常に面白いアイディアだと思う。ただ、制度的に均一にできるかとい

うと難しい部分がある。たまたま帰国子女がいる学校については、その学校の教育の中でそういった

子を主役にして授業展開というのも可能だと思うが、教育委員会としてそうした子どもを活用してい

くということは難しい部分がある。 
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＜大久保会長＞ 

他のクラスで外国語の授業をやっている時に、その子がそのクラスに行って授業ができるか、そう

いったことはなかなか出来ないだろう。 

 

＜事務局（指導担当課長）＞ 

外国の子が多い学校では自然にそういう雰囲気ができあがる。英語、フィリピン語や中国語と色々

な言葉が飛び交っているので、そういう中で自然と。そのため、クラスとクラスの交流で、その国で

はどんなことをしているの？日本ではこうしている、ということをやるだけですごく広がりが出てく

る。実態に応じて様々な工夫が考えられると思う。 

 

＜大久保会長＞ 

様々な議論をしていただいたが、時間になってしまった。議題⑵「多様な学びを支える環境の充実」

に関しては次回も引き続き議論になるかと思うが、本日議論されたことの中で是非何か御発言をとい

うことがあればお願いしたい。 

 

＜永根委員＞ 

富田委員から 初に発言のあった特別支援教育をどう位置づけるのかということについては、絶対

に通常教育から抜き出して特別支援教育を進めるというものではないので、御検討いただければと思

う。一方で特別支援学校は、札幌市に 300 数十校ある小・中・高校のうち、４校しかない。その特別

支援学校で、札幌市の特別支援教育を推進していくという気概を持って現在取り組んでいるが、特別

支援学校をどう活用していくのかということについて、時間があれば御指導いただきたいと思ってい

る。 

教職員の研修について、特別支援学校は現在、特別支援学校を築き上げてきた団塊の世代がどんど

ん退職していって世代交代が進んでいる。一方で人事異動により専門性を持った教職員が少なくなっ

てきている。そのため、アクションプランに書かれている色々な研修を是非推進していただきたいと

思っている。 

また、管理職も含めて、例えば３年というスパンを区切って北海道の職員と入れ替えるというよう

な人事交流が具体的にあっても良いのではないかという気がする。 

 

＜大久保会長＞ 

どうもありがとうございます。事務局で整理していくのが大変だと思うが、是非本日の意見の様々

な部分を取り入れていただければと思う。本日はこれで閉会したい。どうも皆様御苦労様でした。 

 

３ 閉 会 

次回の日程等について、事務局から事務連絡。 

 

以上 


