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第７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 10 月 10 日（木）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、室橋委員、長沼委員、河野委員、竹谷委員、稲邊委員、林委員、 

星野委員、丸谷委員、三宅委員、秋山委員、塚野委員、永根委員 

欠席委員：飯田委員、富田委員、 

事 務 局：町田教育長、西村教育次長、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、小松中央図書館管理課長、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 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

  平成 25 年 10 月 29 日（火）に開催する「札幌市教育フォーラム」について、事務局から報告を

行った。 

 

＜大久保会長＞ 

 今回は 後の検討会議ということで、初めに、前回の会議において御意見があった検討会議の総括

について取り上げたいと思う。これについては、梶井副会長、事務局と相談し、第１回～第６回まで

の主な御意見を資料１のとおりまとめ、「新たな『札幌市教育振興基本計画』検討会議における主な意

見（総括）」としたいと思う。 

 後半は、町田教育長、西村教育次長から、改めて教育委員会のこれからの展望や構想などを伺う懇

談としたい。 

 検討会議の総括について、事務局から説明をお願いしたい。 

 

⑴ 検討会議の総括 

資料１～資料６について、事務局から説明を行った。 

 

＜大久保会長＞ 

 資料は事前に各委員の皆様に御確認いただいていることから、資料１を検討会議の総括とするとい

うことでよろしいか。 

 （異議なし） 

 また、資料２～６について説明があったが、これについて御意見・御質問等があればお願いしたい。 

 

＜林委員＞ 

 資料２の２ページ「５ 計画の推進体制」の「⑴関係部局との連携」に、「今後も関係部局と相互に

連携協力を図り、組織横断的な取組を展開していきます。」と書かれているが、具体的な推進組織とい

うものを計画の中に書き込む予定はあるか。 
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＜林委員＞ 

部局内での新しい組織という意味ではなく、どのような体制、どのような組織の枠組みをとってい

くのか、ここの部局とここの部局はこういった課題に対して取り組み、どのように連携をとっていく

のか、という構図がわかるものが必要ではないかと思う。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

 改めて組織をつくる予定はないが、これまでも、市役所内の各部局の中での共通の課題に対しては、

横断的な会議等を行うなど連携を図っている。教育委員会で言えば、子ども未来局と連携した会議を、

教育長、子ども未来局長以下で年に３～４回、定期的に開催しており、その中で情報共有や課題に向

けての方策を検討している。これについては、改めて計画書に記載する性質のものではないという認

識である。 

 

＜林委員＞ 

 私は素人であり、教育委員会をヘッドにした大きな組織の役割がどうなっているのかを存じ上げず

に質問しているため、そういったものが明確なのであれば構わないと思う。札幌市民が見たときに、

それがある程度わかっているというものであれば、記載する必要はないかと思う。 

 

＜大久保会長＞ 

 開成中等教育学校の国際バカロレアに関する新聞記事を拝見し、全国的にも公立ではあまり例がな

いとのことで、感心した。開成中等教育学校では、英語での授業を行っていくということだが、準備

は進められているのか。 

 

＜西村教育次長＞ 

 国際バカロレアについて、高校２・３年生の段階で実施されるプログラムを、ディプロマプログラ

ムといい、その資格を取得しようとする場合、昨年度までは第一言語を除く全教科を英語で授業をし

なくてはならなかった。それが、今年度、政府と国際バカロレア機構と協議の結果、日本語でできる

領域が大きく拡大した。実際に英語で授業を行わなければならないのは、物理、芸術、数学。この３

教科に限っては英語でやらなければならないが、その他はすべて日本語で行える。 

 このプログラムの 大の特徴は、「どこの国でも通用するひとつの学力」を目標にしている点である。

したがって、例えば「○○を覚えなさい。」、「△△の技能を身につけましょう。」というよりは、「世界

で通用する学力」を目指しており、自分の頭で考え、自分で課題を設定し、それを解決するというこ

とを中心にしたプログラムが組まれている。札幌市全体でも、課題探究的な学習を取り入れていくと

いう方針の中で、開成中等教育学校でも、学び方のひとつの形、課題探究的な学習のモデルとして、

バカロレアのプログラムを採用しようということになっている。 

 

＜大久保会長＞ 

 これには私も非常に期待しているため、是非やっていただきたいと思う。 

 他いかがか。 

 

＜秋山委員＞ 

 資料１の「事務局の考え方」の欄に「修正した」と表現されている部分については、本日の資料に

反映されていると思うが、「盛り込む予定」や「修正していきたい」といったものもある。そのうち、
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資料４の「２ 基本的方向性」について、資料１の「■『基本的方向性』について」の「～が絡みつ

きながら循環するイメージが必要ではないか。」という意見に対して、「意見を踏まえて計画に盛り込

む予定。」と表現されているということは、今回の資料からさらに「絡みつきながら循環する」という

イメージができあがると捉えて良いか。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

現在、どのように図で表現するのが一番良いかということを模索しているところ。本日はお示しで

きていないが、 終的な計画書に記載する図は、事務局内部でこれからさらに検討させていただきた

いと思っている。 

 

＜丸谷委員＞ 

 資料６に、1-1-2「幼児期の学校教育の推進」という施策を盛り込んでいただいている。この中の、

「市立幼稚園研究実践の推進と発信」、「幼児教育センターと市立幼稚園におけるセンター機能の充実」

というところも含めすべてに関わると思うが、現在、私立幼稚園の所管は子ども未来局である。その

ため、市立幼稚園が中心となって幼児教育センターと連携をし、幼保小の連絡会や協議会を進めてい

く際に、「事業・取組内容」の文章の中に、私立幼稚園の文字が出てこないことがどうしても気になる。

私立幼稚園とはどうやって連携をしていくのか、連携はせずにこのまま進めていくのか。先ほど林委

員からの質問に対して、事務局は、関係部局との会議の中で調整を図っていくと仰っていたが、具体

的には計画に書かれておらず、私立幼稚園の立場としてはいささか不安が残る。 

 

＜事務局（調整担当係長）＞ 

 この資料ではレイアウトや字数の都合上、施策のねらいや事業・取組内容を一行で表現させていた

だいているが、 終的な計画書ではこの資料に書いてある内容の倍程度の文章になると想定していた

だければと思う。現在事務局内部では、計画書を作る作業を進めており、その中ではもう少しそれぞ

れの内容が多くなっている。「私立幼稚園と連携して」という記述も入れてある。 

 

＜丸谷委員＞ 

 実際にこの資料６に書かれていることは、内容をまとめた中でもさらにポイントとなる点だと思う

が、具体的に計画書の中で提示していただけるのであれば、理解できる。 

 

＜室橋委員＞ 

 1-3-1「札幌らしさを実感する学びの充実」ということで、「札幌らしい特色ある学校教育」として

「雪」「環境」「読書」とある。「雪」と「環境」は、北海道、札幌らしさということでわかるが、「読

書」については、全国的にも朝読書のように様々なところでて来られた方は、「どうして読書なんだろ

う。」と思われるかもしれない。 

 

＜西村教育次長＞ 

私は「札幌らしい特色ある学校教育」を定めてスタートした当時の担当者だった。おそらくその検

討に御協力をいただいた長沼委員も記憶にあるかと思うが、委員とも一緒に考え、この三つのテーマ

を設定した。「札幌ならではの」という意味ではなく、あくまでも「札幌らしさ」という観点のもので

ある。 

「札幌ならではの」と考えると、「雪」はそれに近いかもしれない。旭川にも該当するかもしれない
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が、年間平均降雪量が約６ｍあり、人口が 100 万人を超える都市は、世界で札幌だけである。 

 「環境」については、これからの未来を考えていく際にどうしても避けられないものであり、日本

全国、世界中どこでも共通の問題であるが、｢環境｣を勉強の中心になるものとして選んでいる、とい

うことが「札幌らしい」部分である。 

 「読書」についても、今はどこの地域でも「読書」に関する取組を行っている。テーマを設定した

当初も様々な地域で読書に関する取組が始まっていたが、現在ほど多くの地域で読書活動が推進され

ているというわけではなかった。そういった中で、札幌市の一つの見識として、「本を読むということ

は、国語力だけではなく、すべての学力、あるいは生涯にわたる学力のベースになる」という考えの

もと、選択したテーマが「読書」である。 

ただいま説明したように、まさに「札幌ならでは」というものも入っているが、「どこでもやってい

ることだが、あえて札幌市として学習の中心に選んだ」という意味で、この三つのテーマを選んだ。 

 

＜室橋委員＞ 

ただいま説明いただいたことに関して、「大事である」ということが文章の中で表れると良いと思う。 

発達障がいに関する文科省の資料によると、学習に著しい困難をもつ子どもたちは、全体の４．５％

いるということでした。私たちは、もう少し広く捉えて１割、もしくはそれ以上いるだろうと思って

いる。その中には、読み書きが非常に苦手だという子どももいる。読書は非常に大事なことだが、こ

ういった子どもたちは「読む」ということがどうしても嫌いになってしまう。そのため、小学校低学

年のうちに、読むことが嫌いにならないようにフォローをしていくということが、読書を大事にする

ために必要なことではないかと思う。そういったことが、今後５年間で進んでいくといいのではない

かと思う。 

 

＜秋山委員＞ 

読書に関連して、白楊小学校に学校図書館情報センターがあり、各小学校に、１クラス分まとめて

同じ本を届けてくれるというシステムがある。これは、札幌市独自の特徴となる非常に良いシステム

だと思うし、こういったことを行っているということをもっと強調しても良いと思う。 

 

＜大久保会長＞ 

 それはどこかの図書館にある本を届けてくれるというものか。 

 

＜秋山委員＞ 

申請をすると、クラスの人数分の同じ本を届けてくれるので、それを学習の中で活用することがで

きる。様々な本が用意されている。随分前からこのシステムはあり、活用されている。 

 

＜大久保会長＞ 

 対象となる本はどのくらいの数があるのか。 

 

＜事務局（管理課長）＞ 

札幌市内全体で、約 29万冊用意している。 

 

＜大久保会長＞ 

 40 冊ずつ 29 万種類の本ということか。 
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＜事務局（管理課長）＞ 

全て合わせて 29万冊である。希望する学校に１クラス分まとめて送ることによって、クラス内の全

児童生徒が同じ本を見て、先生の授業を受けることができる。寄託図書という制度である。 

 

＜梶井副会長＞ 

いつからある制度なのか。 

 

＜事務局（管理課長）＞ 

昭和 56年度に札幌市でスタートした制度である。 

 

＜梶井副会長＞ 

 地域の保護者が行っている家庭教育学級が、学校経由でリクエストをすれば利用できるのか。子ど

もたちだけではなく、その保護者も同じ本を読んで勉強会をするといった利用の方法もできるのか。 

 

＜事務局（管理課長）＞ 

 学校図書の一部という位置付けであるため、学校の授業で活用していただく本を対象として、各学

校に利用いただいている。 

 

＜梶井副会長＞ 

家庭教育学級の保護者たちも読むことができ、関心を持って、親が読むようになれば子どももさら

に読むようになるため、非常に発展的な利用価値があるシステムだと思う。この制度が昭和 56年度か

らあることを知らなかったことを惜しく思う。 

 

＜三宅委員＞ 

 幼児教育センターから、紙芝居やさまざまな絵本を研究実践園である市立幼稚園への貸し出し、あ

るいは、そこから保育園や私立幼稚園・保育所に貸し出しを行う幼児絵本ネットワーク事業という制

度もある。そのため、読書については、幼児期から本に親しむ環境が整備されていると思う。 

 

＜梶井副会長＞ 

 事務局には広報戦略をもう少しお考えいただき、もっと広く、活発な活用の仕方が考えられればい

いかなと思う。 

 

＜林委員＞ 

 生涯学習の中心的な機能として、図書館が位置付けられており、資料３の 10ページにも「図書館の

魅力や機能を高める」とあるが、これからの図書館の魅力や機能というのは、どういったものを考え

られているのか。 

 

＜事務局（中央図書館管理課長）＞ 

図書館のイメージというと、「無料の貸本屋」とおっしゃる方が多い。また、「図書館は何をすると

ころでしょうか。」と聞くと、「本を借りるところ、本を読むところ」とおっしゃる方がほとんどであ

る。このように、個人との付き合いというのが、今までずっと培ってきた図書館のサービスの基本に

なっていた。しかし、世の中に電子書籍やインターネットが出てきたことによって、自宅でも簡単に
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調べものができるといったように、状況が随分と変化してきた。そのため、図書館としても、ただ単

に本が置いてあるというだけの、「待ち」のサービスではいけないと思っている。図書館に来ることに

よって、プラスアルファのサービスが受けられるということを考えなくてはいけない。そのプラスア

ルファとしてどんなことができるのかということが、これからの図書館の魅力や機能ということにな

っていくかと思う。 

現在も基本的には本の貸出をベースにしているが、一例として、大学の研究者の方を講師としてお

招きし、２ヶ月に１回程度開催している講演会がある。講師の方が専門とする 新の科学技術の研究

テーマについて、素人向けとプロフェッショナル向けという二つの切り口で講演していただいている。

図書館としては、その講演内容に関連するブックリストを作って配布し、図書館にはこういう本があ

る、関連する本としてこのようなものがある、ということを御案内している。講演を聞いていただい

た後に、このブックリストを元に知識をさらに深めたり、新たに興味を広げたりする手助けとなるよ

うな情報提供をしていこうと考えている。 

また、他の例として、読み聞かせがある。多くの方は、読み聞かせと聞くと小さい子どもを対象に

したものを連想されるかと思うが、現在図書館では、大人を対象にした朗読会、読み聞かせに取り組

んでいる。ただ単に本を読んで、聞いていただくだけではなく、例えば、日本の古典芸能である能の

舞を披露していただき、それに朗読を付けて鑑賞していただいたことがある。ただ単に本を読んで、

「面白かった」「楽しかった」「もっと読んでみよう」というよりも、「こういった切り口でも本の世界

が広がっていくんだな」というような広がりを展開したいと考えている。少し抽象的な表現になるが、

人と人を繋ぐネットワークを、本を通して広げていけるような展開をしていこうと考えている。 

 

＜竹谷委員＞ 

読み聞かせは読み聞かせとして、本を自分から読むことの必要性についても、学校から子どもたち

へ強く伝えた方がいいのではないかと思う。先日新聞にも出ていたが、誤った語句の解釈をしていた

り、漢字が分からなかったりする大人が増えている。特に漢字については、パソコンを使う頻度が増

え、文字を手書きする機会が減っているため、漢字を覚えなくなる傾向にあると思う。読書には、文

章を理解する力等を養う様々な要素が入っているが、結局これが活かされていないのではないかと感

じている。そのため、自分から本を読むという習慣をつけていかなければいけないと思っている。 

 先日新聞で、精密機械の堀場製作所の堀場会長兼社長が、グローバル化のお話しをしている記事を

拝見した。その記事によると、堀場さんはアメリカの大学に入学し、６年間アメリカで生活をされて

いたそうだが、その際によく質問を受けたのは、日本の文化、芸術、歴史についてだったそうである。

そのため、英語が話せればグローバル化というわけではなく、自分の国、故郷のことを理解できてお

り、外国人と対等に「日本はこうだ、あなたのところはどうか」という話ができて初めてグローバル

化だと言える、ということだった。私も、そういったディスカッションをしながら育っていけば、ま

さしくグローバル化された人間が出てくるのではないか、育つのではないかと考えている。 

 そして、堀場さんは、今の自分のバックボーンになっていると感じているものは、京都で育ったこ

とだとおっしゃっている。札幌市でも「自立した札幌人」という目指すべき人間像を掲げて様々なこ

とを進めていくわけだが、やはり札幌の良さ、歴史など、様々な事柄について知らしめることが大事

だと思う。例えば札幌に関する副読本を作り、総合的な学習の時間に「札幌とはこういうところだ」

ということを勉強してもいいと思う。 

 後に、ある小学校での例を御紹介したい。総合的な学習の時間に、札幌市の雪対策の関係者を招

き、札幌市の雪の状況、札幌の素晴らしさを説明してもらったところ、子どもたちは、「札幌ってすご

いんだ」「私、札幌に住んでいてよかった」という感想を持っていたそうである。また、去年は特に雪
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が多かったため、「これだけの設備、組織体制をもっていて、どうしてうまくいかないのか。」と、逆

に子どもたちから質問を受けたそうで、雪対策の係員は、子どもたちだけでなく、自分たちの勉強に

もなったと話していた。 

 このような方法で、例えば環境に関することであれば環境局の職員に来てもらい、札幌のごみの問

題について勉強することもできると思う。先ほどの図書館の話にも関連するかと思うが、色々なこと

を語る場所を設けることも考えてはどうか。雪についても、スキーで滑るだけではなく、様々な活か

し方があるということを、学校へアドバイスしたり、お知らせしたりするのもひとつの方法かと思う。 

 

＜稲邊委員＞ 

 先ほど梶井副会長がおっしゃった広報活動のことに関連するが、この計画が、大きなスローガンを

掲げ、アクションプランもでき、いざ実行という場面になった時に、周知の方法に工夫が必要である

と思う。計画ができた時点で終わり、ではなく、学校の先生方、保護者の方々、地域の方々、その３

者の意識の中に、ビジョンやアクションプランの重要項目がきちんと浸透するよう工夫していただき

たい。そうすることで、全体が意識を介して連携されていくように感じている。 

 

＜大久保会長＞ 

 他に質問等がなければ、前半を終了し、後半に移らせていただく。 

 

⑵ 教育長・教育次長との懇談 

 

＜大久保会長＞ 

この検討会議では、様々な立場の方がこれからの教育、そして、新たな「札幌市教育振興基本計画」

の事務局案について意見を出し、大変白熱した議論を重ねていただいた。これまでの６回の会議でど

れほど白熱していたかというと、９：30～12：00 という時間で行っていたこの検討会議だが、休憩時

間をほとんど取ることができなかったほどである。多くの意見を出していただいて、事務局も整理が

大変だったのではないかと思う。委員の皆さんの白熱した議論、そして事務局のおかげで、本日の検

討会議を迎えることができ、本当にありがたく思う。 

それでは、町田教育長、西村教育次長との懇談を始めたい。まず、町田教育長及び西村教育次長か

ら教育委員会のこれからの展望や構想などをお話しいただき、その後に委員の皆様から質問・意見等

をいただきたいと思う。始めに町田教育長より、よろしくお願いしたい。 

 

＜町田教育長＞ 

４月から委員の皆様に御参加いただいているこの検討会議も本日で第７回ということで、教育につ

いて非常に活発な御議論をいただいたことを深く感謝している。この後、皆様からいただいた意見を

もとに事務局案をまとめ、教育委員会会議で原案として確定させていきたいと考えている。12 月以降

にはパブリックコメントを実施し、市民の皆様から原案についていただいた意見を踏まえ、この計画

に磨きをかけ、「自立した札幌人」の実現に努めていきたいと思う。 

本日も、「教育振興基本計画」を作るにあたって、様々な議論があった。例えば、丸谷委員からいた

だいた、幼児教育をもう少し具体的に計画に盛り込めないのか、という御意見がある。幼児教育の重

要性に関しては、教育委員会としても深く強く思っているところである。幼児教育は教育投資効果が

あると言われているところであり、今まさに国の方でも幼児教育施設をどうするかという動きがある。

認定こども園について、札幌市は、施設をどうするかということについては子ども未来局が所管して
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いるが、幼児教育に関しては教育委員会が所管している。また、130 を超える私立幼稚園、そして保

育園が札幌市の幼児教育の大部分を担っているという構図を踏まえて、今後幼児教育をどうしていく

のかということについては、私も大きな危機意識を持っている。幼児教育の充実のためにどうしてい

けばいいのか、要素についてはこの計画で押さえたと思うが、それをどうしていくかという部分を、

丸谷委員と札幌市私立幼稚園連合会の皆さんと活発で真摯な意見交換・議論をさせていただきたいと

思っている。書ききれなかった部分については御容赦していただき、教育長として責任をもって対応

していくということを皆さんにお伝えしたいと思う。 

次に、特別支援教育についてお話しさせていただく。少子化により、今後も子どもの数が今後も減

っていくが、小学校における特別支援学級のクラス数は増加している現状があり、平成 29年４月には

札幌市の特別支援学校高等部が間口不足となることが予想されている。札幌圏では特別支援学校が北

部に偏在しているという状況があり、南部に特別支援学校高等部を作るべきという御意見・御要望が

非常に多い。そういった中で、札幌の南部にどういった形で特別支援学校が作れるかということにつ

いて、道教委と様々な形で議論を行っているところだが、平成 29年４月に間口不足が具体化する中で、

新しく学校を作るということになれば、本当に時間が限られている。このような課題をはじめとして

特別支援教育というものをどう考えていくか、この計画をベースに議論していかなくてはならないと

考えている。 

また、学校施設のあり方についても、非常に大きな議論がある。札幌市では非常に多くの学校施設

が老朽化してきており、幼稚園を含めた 325 の市立学校を順序よく順番に改築していかなければなら

ない。また、学校施設を建て替える際に、学校を地域のコミュニティの拠点として、どのような施設

を学校と併設・併置していったらいいのか。さらに、生涯学習の地域における拠点として学校をどう

考えていくのか。そういった問題がある。札幌市では、学校を学校として単体で維持していくのでは

なく、併設化を、施設を複合化していくような形で検討している。学校ではもちろん児童生徒の安全

が第一になるが、ただいま申し上げたことを実現するためにどう動いていくのかということも我々の

大きな課題であり、この計画をベースに検討していかなくてはならないと考えている。 

続いて、「自立した札幌人」という目指すべき人間像について、これを実現するためにどういう形で

何をどう取り組んでいくのかということについて、京都市の例を引き合いに出させていただき、お話

しさせていただきたい。京都市では、「京都人」であるということを非常に誇りに思っていると聞いて

いる。人口の規模でいえば、札幌のほうが京都より大分多くなってきているが、札幌と比べて、本社

を置く大きな企業が本当に多い。また、京都市は教育に非常にお金をかけている。そういったことも

踏まえて、京都のような都市を想定しながら、札幌人としての誇りを子どもたちに意識付けるための

教育を行うにはどうしていけばいいのかということを考えていきたい。 

長々申し上げたが、ただいまお話ししたことをこれから検討していくにあたって、今回委員の方に

御議論いただいた延長として、これからも様々な形でお力添えを賜りたいということを切に願い申し

上げ、私の御挨拶とさせていただきたい。 

 

＜西村教育次長＞ 

この検討会議では非常に多くの様々な議論が行われていると伺っていた。その中でも「自立した札

幌人」については非常に多くの御意見をいただいたと聞いている。この「自立した札幌人」という言

葉は、平成 22 年度に改定した「札幌市教育推進の目標」の中に新しく登場した言葉である。平成 20

～21 年頃、私は札幌市教育委員会の現在の指導担当部に所属しており、指導主事と多くの議論を行っ

た。その議論の結果考え出した言葉が「自立した札幌人」である。実はこの「自立した札幌人」の原

型は「自立した社会人」という言葉だった。日本だけではなく世界中でもそうかもしれないが、教育
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の大きな目標は「自立した社会人」を育成するということかと思う。そういった中で、他の市町村と

札幌との違いを目標に加える際に、「札幌で生まれたかどうかは関係なく、我々は札幌で生活した」と

いう想いを付加して作った言葉が「自立した札幌人」である。 

もう一点、私もずっと学校の先生だったので、学校の役割は何なのかということを常々考えていた。

非常に大きく考えると、学校は勉強の場である。学力の定義は難しいが、基本的には学力を上げるこ

とが学校の役割だと思う。それからもう一つは、こちらも大きな捉え方だが、心を育てるということ。

子どもの頃から、幼稚園も含めて、子どもは集団の中で生活していく。集団の中で人間同士どうやっ

てコミュニケーションをとるか、どういった付き合いをしていくか、そういった中で子どもの心をど

れだけ成長させるのか。この二つが学校の役割だと思う。しかし 近は、学校に通ってくるというこ

とを保障してあげなければならない時代になってきた。事故から身を守る、あるいは心の事故から身

を守るといったように、子どもたちの心と身体の安全を保障することも大きな役割になっているかと

思う。 

学力観について、個人的な見解だが、20 世紀型の学力観と 21 世紀型の学力観には少し違いがある

ような気がする。20 世紀型の学力観は、様々な社会状況・経済状況の中で、様々な知識を集めていく、

というようなこと。しかし、21 世紀型になるとそれだけではなかなか社会を生きていけない。そこで

文部科学省が提示した言葉が「生きる力」という言葉であり、何のために勉強していくか、学力を付

けていくか、それはやはり生きていくためである、ということをシンプルに言った言葉だと思う。こ

の「生きる力」を文部科学省が提示した時に、世の中で同時に推進された政策がある。それが学校週

５日制や総合的な学習の時間である。そう考えれば、総合的な学習の時間を減らし、昔型の知識注入

型で教育を行えば、「生きる力」という方針にそぐわないのではないかという議論になったりする。 

おそらく学力は、昔から三つの要素で構成されていると思う。一つは 20 世紀型の花形の部分である

知識や技能。もう一つが、課題解決型の学習から養われる思考力、判断力、表現力といった活用する

力。もう一つが、生涯にわたってずっと勉強し続けるという意欲、そして学習する方法を身に付ける

ということ。これらは三つとも重要で、意欲がなければ知識や技能の習得はできないし、知識や技能

の習得なしに活用する力は身に付かない。そのため、三つ全てをバランスよく身に付ける、それを意

識して、札幌市の子どもたちの学力を育んでいきたいと思っている。学力テストの点数は、上げない

より上げたほうがもちろん良い。しかし、それだけが学力の全てではないと、私たちは強く自覚しな

ければならない。 

後にもう一つ。前の「教育振興基本計画」は五つの個別計画からなっており、様々なことがそれ

ぞれの計画に書かれている。しかし、現在策定を進めている計画は総合計画である。そのため、前の

計画に比べると、痒いところに手が届かない部分があるかと思う。計画は大きな根本の部分を変える、

しかし、実際にやっていくには、痒いところをかくようなプランも必要である。計画をもとに、個別

の課題をどうやって解決するかというプランニングがなされ、そしてそれを実施していかなければい

けないと思っている。 

 

＜大久保会長＞ 

ありがとうございました。それでは委員の皆さんから御意見いかがか。 

 

＜林委員＞ 

ただいま「自立した札幌人」について色々なお話をしていただいたが、「自立した札幌人」を育成す

るための計画というのは、我々も第１回の検討会議からずっと議論してきたが、非常に難しい命題だ

と思う。 
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少子高齢化により日本の人口、生産人口、購買力がどんどん縮小している。その一方で高齢化が大

変な勢いで進み、社会保障費が膨大に増えていく。そういった劇的な社会の変化の中で、社会人とし

ての札幌の市民に欠けているものは何か、あるいは欠けていないまでも力強さを感じないところはど

こなのか、というようなことに関して御意見をいただきたい。 

 

＜町田教育長＞ 

幼稚園から高校までを含めた札幌市の教育として、課題探求型の学習をスタイルにしていきたいと

考えている。開成中等教育学校においても同様で、国際バカロレアを導入すること自体が目的ではな

い。 

先ほど西村教育次長から 20世紀型の学力観と 21 世紀型の学力観という話をしたが、20 世紀型の大

量生産型の工業社会を担う人材を育成していくときには、極端な言い方をすれば、知識・技能的なも

のを得て、マニュアルが読めるような子どもたちを育てていた。しかし、社会経済構造が大きく変わ

って、サービス業や観光業といった、人にサービスを提供するような産業が主要な産業になった場合、

常に課題を見つけてその課題に対応し、解決していく子どもを育てていく必要がある。そういった社

会経済構造に対応していく能力・姿勢・態度を養っていくのがこれからの教育がなすべきことかと思

う。 

 

＜西村教育次長＞ 

私はずっと教員だったことから、そういった観点からお話したい。私は、部活に非常に力を入れて

おり、生徒に指導するときには、やはり競技なので勝ちたいという気持ちを強く持って指導していた。

様々な試行錯誤をする中で、生徒の欠点を指摘し、そこを直そうと言っているばかりでは強くならな

いと感じた。たまに言うこともあるが、それを指導の中心にせず、逆に、得意なところを育てていく

うちにいつのまにか欠点が消えていくという経験があり、選手を育成していく上では絶対にそちらの

方が良いと思った。30代前半頃にそういう境地になり、全国大会で何十連勝もしている名門校と勝負

した際には、この指導法でいけば絶対に勝てると思った。試合が終わって、結果は負けだったが、相

手の監督と話すと、私と同じことを言っていた。 

林委員から質問のあった社会人としての札幌の市民に欠けているもの、ということに関してはあま

り考えたことがない。教育の観点からいうと、「欠けている点」よりも「優れている点」に焦点を当て

て教育していく、その方が遥かに効果があるのではないかと感じる。 

 

＜河野委員＞ 

私は社会教育・生涯教育が専門だが、現在札幌で私がやっている市民団体の中で一番気になること

は、親たちが自分の子どものことに自信がない、自分たちの子育ての状況を周りから鋭い目で見られ

ているのではないか、という不安感である。そういった不安の中で子育てをしているということが若

い親たちの実態と捉えている。この計画は連続した教育のスタイルが充実されていると思ってはいる

が、一方で、親たちも含めて地域で学んでいくという支援体制が札幌の場合はなかなかできていない。

人口が多い中、区民センターや地区センター、図書館や「ちえりあ」という生涯学習センターなど様々

な施設があるが、縦割りになっている部分がある。東日本大震災以降、絆や繋がりといったことが見

直されてきた日本の中で、横の関係を繋いでいくような支援体制が、もっと教育の領域でも必要なの

ではないかと思う。例えば、子育て支援課が各行政区にあるように、市民の活動や学習などを支援す

る窓口、自分の地域で教育相談ができる窓口などがあると良いのではないか。これはまちづくりに関

わることかと思うが、そういった行政の体制をもっと丁寧に作っていただければと思う。重要項目の
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３に「知の拠点」として図書館があると書かれているが、その図書館を使っていただいてもいいので、

今あるものの中で充実していく市民サービスに、学習支援も入れていただきたいと考えている。 

 

＜町田教育長＞ 

ただいま河野委員もおっしゃったように、札幌市で行政サービスを行う施設には、区役所や 87か所

のまちづくりセンターがある。まちづくりセンターをまちづくりの拠点にしていこうと考えてはいる

が、まちづくりセンターは 87か所しかない。札幌市には幼稚園も含めると 325 の学校があり、それら

の学校は、当たり前だが、通いやすい場所にある。そのため、学校を地域におけるコミュニティの拠

点としていくことを考えている。 

また、札幌市には 45 の図書施設があり、これは他の政令指定都市と比べて非常に多い。しかし、学

校の 325 と図書施設の 45 という数を比べると、325 の方が圧倒的に多い。学校は、地域の皆さんに様々

な形で支えていただいているということを考えると、学校を生涯学習の拠点としていくことが必要だ

と思う。 

現在、キャリア教育を大きな形で進めているが、商店・地域の会社等ともっともっと協力していき

たいと考えている。そのためにも、学校という場所をベースに学校教育・生涯学習の仕組みを考えて

いくということが必要だと思っており、学校とさらに協力を深めるということも一つの方向と考えて

いる。 

 

＜竹谷委員＞ 

私は地域の色々な仕事をしている学校に行って校長先生や教頭先生とよく話をする。学校に対し、

「地域に何をやって欲しいのか。」ということを聞き、地域からは「学校にこういったことをお願いし

たい。こういったことを考えている。」ということを話している。一般的に、私の小さい頃から、学ぶ

ところは学校、しつけ・道徳を教えるところは家庭、そして地域は生きる力を与えて子どもを育てる、

そういった考えがある。今も我々はそのように考えて動いている。そのため、学校からも地域にして

欲しいことをどんどん言って欲しいし、こちらからも学校に同じように言う、そういった動きでやっ

ていければ素晴らしいことができると思う。 

次に、私は、「自立した札幌人」を考えるときに、学校で「札幌人はかくあれ」と教えると同時に、

地域と密接な関係の中で子どもに体験学習をさせることが大事だと思う。そういうことにより、「札幌

にいた時は地域の人たちがあんなことを教えてくれた。」ということが頭に残り、社会に出てからもそ

の経験をもとに発言ができるのではないかと思う。地域では子どもがくると「いや、それをやっては

ダメだ」「それはこうやってやるもんだ」と教える。私は地域の町内会会長であり、何かイベントを企

画するときには子どもを入れろと言っている。子どもから色々意見を聞いて「よし、分かった。あな

たの意見を採用する。」と言うと子どもが喜んで、ますます発表する。そういったコミュニケーション

をとることが地域の魂になってきた。 

また、一点質問があるが、赤い羽根共同募金について、教育委員会から各学校へ、街頭での募金活

動を行うよう指導しているか。 

 

＜西村教育次長＞ 

文書では共同募金が実施されるということは知らされており、その中で、生徒会が中心になり一部

の生徒が街頭で活動を行っている学校がある。全校で取組をしている学校もあり、子どもたち自身が

やる気になって行っている学校もある。 
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＜竹谷委員＞ 

私は、総合的な学習の時間の中で体験をさせることが大事だと思う。総合的な学習の時間が失敗し

て学力が落ちたと言われているが、総合的な学習の時間の使い方が分からなかった先生が結構いたの

ではないかと考えている。 

 

＜星野委員＞ 

ＩＣＴについて、計画の中にも「多様な学びを支える環境の充実」ということで、「ＩＣＴ機器・ソ

フトウェア等の整備」とあり、タブレット端末やデジタル教科書の充実といった具体的な内容が書か

れている。実際、他の自治体でも取り組んでいるところはあると思うが、どういった教育効果を目指

してこの手段を導入しようとしているのか非常に気になっている。私が小学校高学年の頃から学校に

コンピュータが導入され、中学校にもコンピュータは置かれており、高校では情報の授業があった。

しかし、どう見ても先生方が使いこなせておらず、操作に非常に時間がかかり授業時間が短くなると

いうことを多く経験してきた。そのため、何か効果がありそうだから導入する、というのは非常に怖

いことだと思う。 

 

＜西村教育次長＞ 

ＩＣＴは、技術の進歩が速い。ついこの間まで電話だったものが、携帯電話になり、今はスマート

フォンである。併せて、社会もどんどん変化していく。ＩＣＴの利用には危険な側面もあるが、スピ

ーディーに情報を集めることができ、発信もできるという非常に便利な側面も同居している。そのた

め、便利な点をきちんと使いこなせる子どもの育成が課題だと思う。 

コンピュータ教室というものが学校に作られ始めた当時は、キーボードに慣れていない、スイッチ

も入れられない、クリックもできない、そういった子どもが大勢いたため、コンピュータ教室を作る

ことが有効だった。しかし、今の大体の子どもはそれがいつの間にかできている。こういった社会の

中で、置いて行かれてしまう子どもが出ないようにすること、また、危険な部分をきちんと教えてあ

げることが現在の先生の役目である。 

子どもたちに付いていくのが精一杯で、先生が苦労している部分もある。しかし、それぞれの学校

にはそういったことに詳しい先生もいるため、そういった先生ができない先生の面倒を見ながら教え

ていくというのが実態だと思う。新しいことにはどんどん取り組んでいった方が良いと思う。 

 

＜大久保会長＞ 

ＩＣＴを導入する上で重要なことは、教育が何を狙っているかということであり、その狙いを目指

してどれだけ有効にＩＣＴ機器を使えるかということかと思う。そのためにも、設備が整っているこ

とは非常に重要である。 

 

＜事務局（指導担当係長）＞ 

ＩＣＴ機器には、電子黒板、パソコン、タブレット端末など様々な物があるが、現在札幌市で力を

入れている機器は、実物投影機という機器である。現在、各学校の各普通教室には大型テレビが設置

されており、実物投影機はそのテレビに接続して使用する機器である。教科書や子どもたちのノート

をカメラを使ってテレビ画面に映す機器であり、操作はそれほど難しくないため、機械の苦手な先生

でも扱いやすい。また、全国的な調査において、実物投影機の活動頻度が多ければ学力にも結果が出

ているという結果もある。 

特に機器の使用が苦手な小中学校の先生に対しては、実物投影機導入時に各区ごとに研修会を実施
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しているところ。 

 

＜秋山委員＞ 

ＩＣＴ機器の利用について、技術的な面は、指導により解消できると思う。技術と併せて大事なこ

とは、ＩＣＴ機器の利用によって得た膨大な情報について、どの情報が有益で、どの情報が有害かと

いうことを判断する力を養っていくことだと思う。 

 

＜室橋委員＞ 

一人一人に合った指導が必要な特別支援教育においては、ＩＣＴ機器を利用することによる効果が

ある。また、普通学級の一斉授業においても、個別の対応を行うには限界があるため、ＩＣＴ機器を

利用することで効果がある。上手く活用できるかどうかは教科によっても違うが、ＩＣＴ機器の利用

には、児童生徒が、受け身ではなく自ら操作し、苦手な部分を見つけることができるというようなメ

リットがある。ソフトが重要だがまだ開発が進んでいない、という課題はあるが、子どもたち一人一

人が、受け身ではなく、自ら学んでいけるような使い方をしていくことが重要。 

 

＜塚野委員＞ 

ＩＣＴに関しては、昔と違って今はＯＨＰを使っておらず、大型ＴＶ、パソコン、実物投影機とい

ったものを使っている。先生方には様々な年代の方がおり、ＩＣＴを積極的に取り入れる方、そうで

ない方がいるが、現在、ＩＣＴ機器は確実に学校現場に入ってきている。 

昔は体育の授業で、鉄棒で逆上がりができない子どもに対して、先生が実際にやって見せていた。

また、子どもたち同士で教え合うこともあった。今は、動画を撮影し、それを見ながら改善点等を指

導する方法がある。タブレット端末をグループごとに１台持っていて、その場で映像をすぐ見ること

ができるという環境がある学校もある。そういった形でＩＣＴ機器は確実に学校の中に入っていって

いると思うし、上手に使えていると思う。また、研究授業によって、先生同士が交流して知識を広げ

ていく、高めていくということも起きている。 

 

＜永根委員＞ 

重い障がいのある子どもは、言葉が出なかったり、説明できなかったりする部分があるため、学校

と家庭とで子どもの状態が違う場合がある。そのため、保護者の方は、学校でできることがどうして

家でできないのか、家でできることがどうして学校でできないのか、という思いを持っている。 

特別支援学校では、今日は学校でどういったことを行ったのかタブレット端末で動画を撮影し、保

護者の方にタブレット端末を持ち帰っていただくという取組が始まっている。そうすることで、保護

者の方とお子さんが自宅で、「今日はこんなことしたんだね。」と話すことができ、家でできなかった

ことができるようになってきた、という実践例も出てきている。この実践例を紹介したところ、本校

でも取組が始まった。こういった実践例をもとに、幼稚園での連絡帳のような役割としてタブレット

端末を活用するなど、幼児教育などを含めて、学校教育に幅広く生かすことができるのではないか。 

 

＜長沼委員＞ 

開成中等教育学校についてもう少し詳しく教えていただきたい。いつ頃できて、何を目的にして、

何をしようとしているのか。将来の展望はどうなっているのか。 
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＜西村教育次長＞ 

中高一貫教育校は平成 11 年４月から法的に整備されている。中高一貫教育校には連携型・併設型・

中等教育学校型という三つの分類がある。連携型は、中学校と高校が連携を行うもので、高校受験も

ある。北海道では上川町で導入されている。併設型というのは中学校と高校は別々にあるが、併設の

中学校から進学する場合には高校入試がない。北海道内では併設型の学校は、私立はあるが、公立は

ない。開成中等教育学校は、中等教育学校型であり、一つの学校である。定員を４クラス 160 名に定

め、中学校に入学すると、そのまま６年間４クラスである。６・３・３制ではなく、６・６制である。

北海道では登別明日中高教育学校が中等教育学校型である。 

６年間勉強できることの利点を、部活動を例に挙げて説明する。通常の中学校では３年生は７月頃

に引退し、その後高校に入学すると、初めは丁稚奉公のような立場であり、３年生の６月頃に引退す

る。事実上、それぞれ２年強の期間であり、合わせて４年である。中等教育学校では６年間のスパン

で育てられる。学習についても同じことが言えるだろう。そういった余力を活かして開成中等教育学

校が何をやろうとしているかというと、課題探究型の学習である。課題探究型の学習には、知識注入

型よりもずっと時間がかかる。そのため、両方をバランスよくやるために、その時間を使っていこう

と考えている。 

 

＜長沼委員＞ 

いつ開校か。 

 

＜西村教育次長＞ 

平成 27年４月である。 

 

＜長沼委員＞ 

入試試験はどのようなものか。 

 

＜西村教育次長＞ 

法律では学力検査をしてはいけないと定められているため、入学者の選考については、適性検査の

結果と調査書の内容による一次検査、その後、一次検査通過者に対し、個人面接と適性検査の結果と

調査書の内容による二次検査を行う。 後に、二次検査通過者に対し、公開抽選を行い、入学者 160

名を決定する。160 名の内訳は、男女各 80名である。 

 

＜長沼委員＞ 

申込者が殺到するのではないか。 

 

＜西村教育次長＞ 

３日間実施した説明会の参加者は、併せて約 3,300 名であった。両親で来られている方も多くいら

っしゃった。 

 

＜長沼委員＞ 

開成中等教育学校の場所はどこか。 
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＜西村教育次長＞ 

現在の開成高校の場所である。 

 

＜長沼委員＞ 

今の開成高校はなくなるのか。 

 

＜西村教育次長＞ 

そのとおり。少し時間はかかるが、平成 26年度入学生が卒業した時点で開成高等学校は閉校となる。

開成中等教育学校の校歌は開成高校の校歌を少し変えて使う予定。 

 

＜梶井副会長＞ 

市立高校は他にもあるが、開成中等教育学校がうまくいけば他の市立高校も中等教育学校のような

形になるのか。 

 

＜町田教育長＞ 

少子化のために道立高校が再編されていく中で、市立高校は８校ある。大通高校など、ユニークな

特徴ある高校が様々な形でうまくいっているため、そういった中で開成中等教育学校等をどうしてい

くかということを考えていかなくてはいけない。道教委が登別市で登別明日中等教育学校を運営して

いるが、札幌市教委は道教委とは異なり、市立中学校の運営も行っているため、中高一貫教育を考え

ることに適しているのではないかと考えている。 

「開成中等教育学校にばかり力を入れて、他の学校はどうするのか。」という話も出てくるかと思う

が、まず、開成中等教育学校で課題探究的な学習方法を確立させ、うまくいけば、今後さらなる検討

を、という話に繋がってくるかとも思う。 

 

＜大久保会長＞ 

教員はどうするのか。中学校から高校まで指導できる教員構成にするのか。 

 

＜西村教育次長＞ 

基本的には中学校と高校の両方の免許を持っている方になるかと思う。また、学年は３年ずつ区切

るのではなく、２年ずつ区切るため、教科担任も少しずつ代わっていく。 

 

＜町田教育長＞ 

「英語で英語・数学・物理を教えることができるのか。」、こういったことは非常に大きな問題であ

り、我々も教員を確保しなければならないと考えており、どういった形で教員を確保するか検討して

いるところ。幸いにも文部科学省は国際バカロレア導入への支援を進めており、札幌市で導入される

ことになれば、公立中等教育学校の１校目ということからも、支援を受けられるように相談していき

たい。 

 

＜大久保会長＞ 

先ほど京都の例をお話しいただいたが、札幌のことをよく知ることが非常に大事だと思う。学校・

地域と関わること、これは日本人が非常に弱い部分だと思う。海外では、現地の方は本当によく地域

のことを知っている。それに対して、自分はどうだろうかと考えてみると、札幌のことについて向こ
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うの人ほど話せないことを実感する。そういったことから、札幌という街を知ってもらうような教育

が必要だと感じるし、家庭でもそういったことを何かできないだろうかと強く感じた。 

＜梶井副会長＞ 

数年前、パナソニックの新入社員の約８割が外国人というニュースを聞いた。いろいろグローバル

化ということでニーズは合っているかもしれないが、なぜ日本の学生を採用してくれないのか、と残

念に思った。採用担当者に聞くと、「意欲」だと言う。英語ができる、中国語ができるということがあ

っても、日本の学生は意欲が足りない。先ほど教育長がおっしゃったように、課題探究能力、発見力、

課題解決力というものは意欲がなければ培われない。社会学の分野では、意欲格差が子どもたちの間

に広がっているのではないかと言われている。その格差を広げずに、どう埋めていくか。意欲という

のは、幼児期から人と関わったり、地域と関わったり、そういうことからでなければ育むことができ

ない。「地域にコーディネーターを養いましょう。」ということは社会教育の分野でも言われているが、

先生方にコーディネート力が少し足りない気がする。先生方が力強さ・大胆さを持つこと、そういっ

た力を養う、研修していくことが必要ではないか。 

 

＜町田教育長＞ 

市教委でも約半年間の社会体験を積む研修を行っており、非常に良い成果が出ているが、研修の体

系についてはまだ課題がある。 

 

＜長沼委員＞ 

先ほど教育長が、京都は教育予算の配分が高いとおっしゃっていたが、札幌との違いを教えていた

だきたい。 

 

＜町田教育長＞ 

京都市は、市の予算で指導主事を雇っており、学校教育施設も様々ある。札幌市にも青少年科学館

はあるが、進路探究的な施設をもっと増やしたいと考えている。京都市の指導主事の数は札幌市の約

２倍である。京都市の学校には伝統があり、市全体で教育に力を入れている。私は札幌市でも教育費

の予算を増やしていくべきだと考えている。 

 

＜秋山委員＞ 

学校の教員は小学校に入学した時から、学校のことしか知らず、ずっと学校の中で生きている。教

員には、教育実習や研修の時も含めて、社会人の自覚をちゃんと持ってほしい。学校から発信する文

書に、一般の方が読んでも分からないだろうという言葉が使われている。教員も社会に出て、社会人

としての感覚を磨くことが必要だと思う。 

 

＜大久保会長＞ 

１度目の教員採用試験に不合格となり、教員ではない職種に就職し、４年間社会人として働いた後、

「やはり私は教員になりたい。」ということで、採用試験を受け、教員になった人がいた。その人が、

「民間の会社に勤めていたことで教師になっていろいろと役立つことがあった。民間企業に勤めてい

ると、本当にやらなければならないことが多くあり、非常に厳しい。」という話をされていたことがあ

った。教員の研修で民間企業の仕事を経験することは非常に難しいとは思うが、そういった研修があ

ってもいいのかもしれない。 
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＜林委員＞ 

先ほど梶井副会長がおっしゃった「意欲」について、企業側からすれば、意欲がないということは

競争心がないということだと思う。ほとんどの新入社員に競争心がないのではないか。過熱した競争

心は良くないが、パナソニックのような大きい企業はそれなりに競争心のある人を採用している。中

小企業になると、ほとんどの人に競争心がない。こういったことに対しても何か対応が必要だという

気がする。外国の子どもたち、学生には「絶対負けない。」という思いが強い「競争心の塊」のような

人が多い。 

 

＜町田教育長＞ 

日本の子どもの学力が低くなったと言われてはいるが、ＯＥＣＤの学力調査では、まだトップクラ

スに高い位置にある。問題は意欲が低下している点である。例えば、日本の子どもは、理科・科学の

点数は良いが、「理科を使うことが含まれる職業につきたいか。」という質問に「強くそう思う」、また、

「そう思う」と答えるのは 20％程度である。世界平均も５割を超えている質問で、日本では２割であ

る。意欲を高めるためには、進路探究学習が必要で、札幌市教育委員会としても一つの大きなテーマ

としている。社会が大きく変わる中で、少子化で子どもが少ない中で、競争環境自体が失われている。

この現状にどう対応していくのか。子どもの個性を伸ばしつつ、うまく社会に目を向けさせる仕組み

を作らなければならない。 

 

＜稲邊委員＞ 

家庭を預かる母親の立場から意見をさせていただこうと思う。今、保護者の多くが子どもの将来を

親の期待どおりのレールに乗せたがっていると思う。自分ができなかったことを子どもに託す、そう

いった親の思いが非常に強い。子どもは親と比べると弱者であるため、反発できずに親の思いに沿っ

て生きていく。こういったことが、この検討会議でもキーワードとして出てきた自己肯定感の低さに

も繋がってきているのではないか。日本では、ありのままの自分の良いところを受け入れられない子

どもの割合が、他国に比べて高い。この課題を解決するには、先ほど西村次長がおっしゃったように、

家庭でも、学校でも、地域でも、子どものありのままの良さを褒めてあげることが重要だと思う。地

域が機能していた頃には、家庭で褒められるという環境になくても、地域の方々に褒められる機会が

非常に多かったと思う。これも意欲の低下に繋がっているのではないか。自尊感情や自己肯定感を育

む教育方法が分からず悩んでいる保護者は非常に多い。保護者の支援も含めて、学校と家庭と地域が

繋がっていくことで、幼児期から自己肯定感を高めることができる。そうすれば、自分のありのまま

の良さを自覚した上で、そこを伸ばしていこうという意欲に繋がっていくのではないか。 

 

＜塚野委員＞ 

教育における地域の役割は非常に重要だと思う。町内会の集まりなどに子どもを連れて行ってあげ

るというようなことが大事だと思う。そこでは子どもは悪いことをせず、一生懸命働くと近所のおば

さん、おじさんから褒められる。また、公園に行き家族で遊ぶ。そういった大人と触れ合う機会を各

家庭で作ってあげることで、子ども同士が触れ合う機会や大人と触れ合う機会があるだろう。 

我々は、子どもの頃に札幌市民憲章が作られ、目指すべき札幌の姿が示され、その姿に対して夢を

もって育ってきた世代である。今の子どもたちに何を伝えてあげられるか、非常に難しい問題だが、

札幌の良さを感じさせてあげるべきだと思う。 
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＜丸谷委員＞ 

様々な御意見があったが、私は幼稚園の教育で保護者と関わっている立場から、少し皆さんに幼稚

園を取り巻く環境をお話させていただき、理解していただければと思う。教育長からもＯＥＣＤのお

話があったが、私の手元にあるデータでは、日本の乳幼児期の投資額は加盟国の中で一番低い。これ

だけ豊かな先進国なのに投資をしていない。そういった現状において、学力の水準はそれなりに高い

が、自己肯定感が低いという事実がある。私は、今、日本の未来を考えた時に、乳幼児期に投資をし、

良質な幼児教育・保育を提供していかなければ、その後小学校・中学校・高校と上がっていく中で、

この検討会議で提示されたような札幌市の教育が目指す人間像である「自立した札幌人」の確立はで

きないのではないかと非常に危惧している。 

家庭の教育力について、幼稚園には、一番小さい子は満３歳で入ってくる。そうすると、保護者の

方が家庭の中でなかなかスムーズに子育てをできないまま入ってくるということがほとんどである。

先ほどの地域の話があったが、公園で地域の子どもたち同士で遊ぶということが非常に少ない中で、

家族の中だけで過ごしてきた子どもが幼稚園に入ってくるという現状が多い。子どもたちは皆それぞ

れで、皆個性が強く、 初の４月から６月くらいまでは、子どもたちの状態から、良くも悪くも家庭

の色が見える。そういった子どもたちが、幼稚園という社会の中で子どもたちが一つ一つ色々なこと

を経験し、育まれていく。ただ一つ問題なのが、幼稚園に入る前の０歳から３歳までの過ごし方であ

る。どこまで札幌市教育委員会の中で話し合いができるかという問題はあると思うが、このことを真

剣に大人たちが考えていかなければならない。 

この検討会議は教育委員会の新たな計画についての会議であるため、保育所の話は出てこないが、

平成 27年度から幼稚園も保育所も含めて新制度が始まり、幼稚園も保育所も認定こども園も含めて全

て一つにしていこうという国の施策がある。その中で、札幌市は待機児童が多く、待機児童のために

保育所を多く作り、そこに多くのお金を使っているが、待機児童の問題は「いたちごっこ」である。

それは、仕事の都合からどうしても預けなければいけない保護者の方もいるが、保育所が出来れば、

「そこに預ける場所があるから預けよう。」という保護者心理が生まれるからである。女性の就労支援

のためには保育所を増やすことはどうしても大切なことではあるが、箱物ができ上がればでき上がる

ほど、預けられる子どもも増えていく。本当の意味で子どもに焦点を当てた子どものための教育とい

うものがどんどん置き去りにされているような状態にある。今、札幌市の施策でも現状の待機児童の

解消という課題を解決しようとしており、それが必要だということは私も重々承知しているが、それ

と同時に子どもたちのことを考えていかなければ、本当は預ける必要がないのに預けられ、０歳から

３歳までの本当に大事な時期の子育てを経験しないまま、子どもが育っていく。結局、それで取り返

しのつかないことになる場合もある。難しい問題ではあるが、０歳だけは、あるいは少なくとも自分

一人で歩けるようになるまでは家庭の中で子育てができるような枠組みといったものを社会全体で考

えていかないといけないのではないかと思う。 

 

＜竹谷委員＞ 

ミニ児童会館について、各学校の教室を使い、増えてきているのかなという気はするが、今後も増

やしていくという計画を持っているか。働いている家庭が非常に多いことから、児童会館のニーズは

高いと思う。これから札幌市には、特に幼児教育と特別支援教育に注意を向けていっていただきたい

と考えている。 

 

＜町田教育長＞ 

児童会館自体は札幌市では子ども未来局が所管している。竹谷委員もおっしゃったように、子ども
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が小学校に入るまで、また、小学校に入ってからも、保護者が働いている子どもたちを放課後どのよ

うに見守っていくのかということは非常に大きな問題である。児童会館と区民センターについて、私

も問題意識を持っており、学校と児童会館のあり方をどう考えていくのかということはもう一度整理

する必要があると考えている。学校の改築をする時に、児童会館をどこに設けるか。また、その場合

の児童会館のスペースをどうしたら良いか。そういったことを検討し、札幌市として非常に大きな問

題意識を持って考えているところ。放課後のクラブ活動で体育館や教室を使っていることもあり、学

校が児童会館として放課後の子どもをどう見守っていくかということは、まだモデルがないためこれ

から様々な試行錯誤を繰り返していくかと思うが、問題意識は持っている。 

 

＜大久保会長＞ 

話が尽きないようだが、ここで時間となった。 後に町田教育長から一言よろしくお願いしたい。 

 

＜町田教育長＞ 

本当に長い期間、ありがとうございました。先ほども申し上げたが、これで終わりではないので、

これからも課題が様々出てくる中で、今後も皆様から御意見を賜りたい。また、厳しくも暖かく見守

っていただきたいと思っている。 

 

３ 閉 会 

以上 


