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開議 午前 ９時００分 

      ◎「小中一貫コミュニティ・スクールの現状と課題」 

 

○阿部委員長 皆さん、改めましておはようございます。いろいろ選挙も終わり、それか

ら台風も大過なく過ごさせていただきました。寒暖の差で若干体調崩している方もおられ

るかと思いますけれども、これからも体調に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。

本日は、議長、副議長におかれましては出席を賜り、まことにありがとうございます。さ

らには、教育委員会教育長初め説明員の方もお忙しい中のご出席をいただき、まことにあ

りがとうございます。 

 それでは、早速総務文教厚生常任委員会、小中一貫コミュニティ・スクールの現状と課

題ということで始めさせていただきます。 

 本日の出席委員は５名であります。 

 定足数に達しておりますので、本日の会議を始めさせていただきます。 

 付託事件につきましては、所管事務調査ということで、小中一貫コミュニティ・スクー

ルの現状と課題ということでございます。 

 それでは、教育長、ご挨拶を兼ねて説明のほうよろしくお願いいたします。 

〇久門教育長 おはようございます。日ごろから町議会の皆様方には、教育の日実践交流

会等のご出席をいただきながら、ご理解をいただいておりますことに心から感謝を申し上

げます。この小中一貫コミュニティ・スクールにつきましては、９カ年計画で進めており

まして、第１ステージは視察ということで 24 年から３年間、今年度はステージの２に入っ

ております。この３年目ですから、始めて６年目ということになります。実質的には３年

目でございます。きょうは、所管事務調査ということで、小中一貫コミュニティ・スクー

ルの現状と課題について報告をさせていただきますので、委員の皆様方からのご指摘、ご

指導賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 まず、担当のほうから 15 分程度説明をさせていただいて、後にいろいろご指摘をいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○阿部委員長 早速始めたいと思います。 

 それでは、小中一貫コミュニティ・スクールということの取り組みにつきまして補佐か

らお願いします。 

〇佐藤教育次長補佐 皆さん、おはようございます。それでは、浦幌町におきます小中一

貫コミュニティ・スクールの取り組みについてご説明させていただきます。座って説明さ

せていただきます。失礼します。 

 それでは、お手元の説明資料、こちらですけれども、１ページ目をごらんいただきたい

と思います。本町では、小中一貫コミュニティ・スクールを導入して３年目となりました。

教育委員会の指針としまして、ごらんの３点を挙げております。 

 ページめくりまして、説明資料２ページをごらんいただきたいと思います。導入までの



- 3 - 
 

経過（１）ですが、平成 17 年度に子どもの居場所づくり事業、平成 19 年度にうらほろス

タイル教育、平成 20 年度に学校支援ボランティア活動、平成 22 年度に浦幌町教育の日制

定と地域総ぐるみの教育活動を推進してまいりました。平成 23 年度に小中一貫教育及びコ

ミュニティ・スクールのビジョン、構想を策定し、平成 24 年度から先進地視察研修をスタ

ートしました。平成 25 年２月に全教職員が加入する小中一貫教育推進委員会を設置し、９

年間を見通した教育を目指し、児童生徒の学びと育ちの連続性を重視した取り組みを始め

ました。同時に町教育研究所に浦幌町の小中一貫教育コミュニティ・スクールの推進方法

について諮問し、現場の先生方の意見を十分取り入れた推進組織体制、あり方について答

申をいただきました。平成 26 年４月からコミュニティ・スクールを試行、平成 27 年４月

には全小中学校をコミュニティ・スクールに指定し、学校運営協議会を設置して小中一貫

コミュニティ・スクールを本格実施しました。 

 導入までの経過（２）ですが、基本構想の策定ということで、ビジョンの明確化、教育

委員会規則等の作成としまして、２、組織づくりでは教職員の推進組織を設置し、委員の

任命を行いました。また、家庭や地域の推進組織も設置し、当該委員は学校運営協議会委

員として任命し、あわせて全学校をコミュニティ・スクールに指定しました。この間平成

26 年２月には、ＣＳマイスターの出口氏を講師にお招きしてＣＳ講演会及び教職員、ＰＴ

Ａ、学校評議員への説明会を行いました。 

 説明資料３ページ及び追加資料の１ページから３ページの上段をごらん願いたいと思い

ます。コミュニティ・スクールの必要性ですが、背景としまして地域社会のつながりや支

え合いの希薄化による地域の教育力低下や家庭教育の充実の必要性が指摘されており、こ

れからの子どもたちに求められているのは厳しい挑戦の時代を乗り越え、高い志や意欲を

持つ自立した人間として、他者と協働しながら未来をつくり出し、課題を解決する力です。

その方策としまして、地域との連携、協働体制の組織的、継続的な仕組みづくりが挙げら

れます。具体的には、一体的な運営体制を確立する学園構想を取り入れ、地域の独自性を

生かす、特性を生かした組織づくりをするの３点が挙げられます。 

 本町では、コミュニティ・スクールの仕組みとして、各学校に学校運営協議会を設置し、

各学校８名の委員で構成し、学園ごとに小中一貫教育を推進していますので、小中学校共

同で学校運営協議会を運営しております。 

 また、本町における小中一貫コミュニティ・スクールの推進組織は、浦幌学園と上浦幌

学園が存在し、それぞれの地域性を大切にしながら、保護者、地域が中心となった組織と

教職員が中心となった組織が連携、協働しやすいようにつくられております。保護者、地

域が中心となった組織、学園小中一貫ＣＳ委員会は、小中学校計 16 名の学校運営協議会委

員で構成され、学びサポートとして学校教育支援部、育ちサポートとして家庭教育支援部、

キャリアサポートとして地域教育支援部の３つの部で構成しています。教職員が中心とな

った組織、学園小中一貫ＣＳ推進協議会は、学習指導部会、生徒指導部会、うらスタ部会

の３つの部で構成され、教職員はいずれかの部会に所属し、活動しています。それぞれ３
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つの部がお互いに連携、協働して小中一貫コミュニティ・スクールを推進しています。ま

た、町全体の組織として設置した保護者、地域が中心の浦幌町小中一貫ＣＳ委員会、教職

員が中心の浦幌町小中一貫ＣＳ推進協議会が両学園の情報交流及び町全体の推進を図って

おります。本町では、毎年浦幌町の教育方針として重点目標を掲げてコミュニティ・スク

ールを基盤とした小中一貫教育を推進しております。 

 説明資料３ページ下段をごらん願います。ＣＳ導入ステップ１として、学校運営協議会

規則を作成しました。全 15 条で構成しております。 

 説明資料４ページをごらん願います。ＣＳ導入ステップ２として、組織及び体制を構築

します。既存の組織や取り組みを整理、統合します。小中一貫教育とコミュニティ・スク

ールを一体的に取り組みます。学園構想を取り入れ、浦幌地区、上浦幌地区それぞれ地域

の独自性を生かします。家庭や地域の組織、教職員の組織をそれぞれつくります。 

 ＣＳ導入ステップ３として、熟議を通して目標を共有します。地域住民が学校運営に参

画し、熟議、話し合いにより義務教育９年間を見通し、どう育ってほしいかを具体化した

目指す子ども像、学校の課題の明確化や共有、そしてそれらの課題解決のための方策など

の検討が必要となっております。 

 説明資料５ページをごらん願います。浦幌町小中一貫コミュニティ・スクールでは、地

域とともに子どもたちの９年間の学びに責任を持つ教育を展開するため、９年間の一貫し

た学びのための小中一貫教育を目標やビジョンを共有しながら地域の教育資源を事業に取

り入れていきますコミュニティ・スクールを基盤として実施しております。 

 小中一貫教育の柱として、ふるさと学習、キャリア教育、算数、数学研究、国語、英語

教育研究、この４点を挙げておりますが、今後その他の教科につきましても９年間を見通

した教育課程の編成、実施など順次取り組んでまいります。 

 追加資料４ページ、５ページには、小中一貫コミュニティ・スクールの実践事例につき

まして掲載をしてございます。小中一貫教育では、小中学校教員の合同研修会、小学６年

生と中学３年生合同のジョイント教室、小中合同学習サポートなどです。コミュニティ・

スクールでは、ノルディックウオーキング同好会による登下校見守り隊、ＪＡ青年部によ

る農業体験、琴の指導などの学習サポート等です。また、学園の小中一貫ＣＳ委員会主催

によりますうらモンＧＯ！、子ども夏まつりや地域イベントのしゃっこいナイトへの協賛

など活動を広げてございます。 

 資料６ページ、７ページにつきましては、先ほど説明しましたので、割愛させていただ

きます。 

 説明資料の７ページに戻っていただきまして、下段をごらん願います。ＣＳとうらほろ

スタイルのかかわりですけれども、浦幌町小中一貫コミュニティ・スクールではひとづく

り、うらほろスタイル推進事業ではまちづくりを進め、お互い連携、協働しながら浦幌町

の未来づくりを推進しております。 

 説明資料８ページをごらん願います。平成 26 年 12 月の浦幌町ＰＴＡ連合会の研修会に
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は、四柳ＣＳマイスターを講師にＣＳ研修会を開催しました。27 年 1 月にはファシリテー

ターを講師にＣＳ研修会、平成 27 年２月には町教育研究所からの答申、ＰＴＡの説明会等

を経て平成 27 年４月より小中一貫コミュニティ・スクールをスタートしております。推進

に当たっては、ＣＳの先進地であります東京都三鷹市の取り組みを進めて実績のあります

慶應義塾大学の木幡先生をスクールアナリストとして招聘しまして指導、助言をいただい

ております。 

 説明資料９ページをごらん願います。平成 27 年 12 月には、浦幌町ＰＴＡ連合会の研修

会に出口ＣＳマイスターを再度講師にお招きし、情報交流を行いました。本町では、導入

後におきましても随時先進地の視察研修等を継続しながら、小中一貫コミュニティ・スク

ールを推進しております。また、随時各市町村からの視察研修等の受け入れも行っており

ます。 

 説明資料 10 ページをごらん願います。これは、目指す子ども像を決める前段として、コ

ミュニティ・スクールの導入により子どもたちがどう育ってほしいかについて熟議したも

のをまとめたものです。浦幌学園、上浦幌学園では、熟議を通してうらほろの育みアクシ

ョンプランを作成し、目指す子ども像に対するそれぞれの取り組みを明確化しております。 

 説明資料 11 ページをごらん願います。このアクションプランに基づきまして、平成 28

年度に学園、学校評価アンケートを実施した結果、家庭学習の定着を図る、チャレンジ精

神を高める、お手伝いの習慣化を図る、スマホ、ゲーム機の使用について、この４点の課

題が明らかとなりました。 

 11 ページの下段につきましては、この評価アンケート結果に基づき、上浦幌学園小中一

貫ＣＳ推進合同研修会を行っている様子です。 

 説明資料 12 ページをごらん願います。12 ページ上段は、評価アンケートの結果に基づ

きまして、浦幌学園小中一貫ＣＳ推進の合同研修会を行っている様子です。 

 その下段につきましては、児童会、生徒会でスマホ、ゲーム機使用のルールについて意

見交流会を行っている様子です。 

 説明資料 13 ページをごらん願います。この平成 28 年度の４つの課題の中で、特に本町

における喫緊の課題でありましたスマホ、ゲーム機使用のルールについて、児童生徒、保

護者、地域、教職員によるそれぞれによります熟議を重ねて５つの項目の宣言をいたしま

した。 

 浦幌町教育の日は、平成 22 年 11 月３日に制定しましたが、日を特定せず、年間を通し

た取り組みを総称するものです。本町では、その取り組みの実践を交流するために、６月

と 11 月の年２回、浦幌町教育の日実践交流会を開催しております。 

 説明資料 14 ページをごらん願います。食育、早寝早起き朝ごはん、挨拶、ノーテレビデ

ー運動、学力と体力の向上、朝読、家読、リレー家読、スマホ、ゲーム機使用のルールな

どをテーマに開催してきました。平成 28 年 11 月５日には、スマホ・ゲーム機使用のルー

ル宣言を行いました。当日は、小学校、中学校、ＰＴＡ、公民館、ＣＳ委員の代表による
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宣言を行い、町全体のルールとして実践していくことを確認いたしました。 

 説明資料 15 ページをごらん願います。平成 29 年６月 17 日には、両学園からの宣言後の

取り組み状況の報告をいただきました。本年度は、宣言項目５の読書・家庭学習・親子の

会話などの時間を作りますの項目を重点的に取り組みます。生活リズムの改善によって確

保できた時間をどのように有効に活用していくか、子どもたちと話し合い、実践していき

ます。 

 15 ページ下段につきましては、先ほど説明しましたので、割愛させていただきます。 

 説明資料 16 ページをごらん願います。本町では、小中一貫コミュニティ・スクールの取

り組みを広く町民に周知するための啓発活動としまして、浦幌町小中一貫ＣＳだよりを随

時発行して町ホームページに掲載し、またアシール・レーラ「小中一貫コミュニティ・ス

クール」を毎月発行します町広報紙に掲載いただき、周知を図っております。また、各学

園の取り組みの周知を図るため、浦幌町小中一貫ＣＳだより及び「うらｐｈｏｔｏ」とい

うタイトルで両面Ａ３カラー印刷したものを毎月発行する町広報紙に折り込み、町内全戸

に配布しております。 

 説明資料 17 ページ下段をごらん願います。コミュニティ・スクールの推進の基本としま

しては、教育長、校長の強いリーダーシップの発揮、小中一貫教育とＣＳを一体的に推進

する運営体制の確立、地域総ぐるみの取り組みによる当事者意識の高揚の３点が挙げられ

ます。 

 説明資料 18 ページをごらん願います。小中一貫コミュニティ・スクールの導入の成果と

しましては、学校、家庭、地域などの協働体制が生まれてきます。学校と地域が活性化し

てきます。郷土愛が生まれてきます。この３点が挙げられます。 

 説明資料 19 ページをごらん願います。学校と地域と連携、協働の課題としては、こちら

に掲載しております 10 点が挙げられておりますが、一つ一つ協議しながら解決してまいり

たいと思います。 

 続きまして、追加資料の６ページをごらん願います。浦幌町立中学校卒業生の過去５年

間の進路状況をまとめたものです。本町の傾向としましては、近隣町の普通科、総合学科

を初め帯広市内の高等学校の進学が大半を占めております。 

 追加資料７ページをごらん願います。平成 28 年度全国学力・学習状況調査の結果ですが、

小学校の平均正答率は国語Ｂは前年を下回りましたが、その他は前年を上回りました。全

ての領域で全国、全道をやや下回りましたが、前年よりもその差は縮まっております。全

国、全道ともに本町と同じように国語Ｂ以外は前年を上回っていますが、上げ幅が小さい

ため総体的に差が縮まる結果となりました。 

 追加資料８ページをごらん願います。平成 28 年度全国学力・学習状況調査の結果ですが、

中学校の平均正答率は全ての分野で前年を上回りました。国語Ａは全国、全道を上回り、

その他は下回りましたが、前年よりもその差は縮まっています。全国は国語Ｂと数学Ｂが

前年を上回り、全道は数学Ｂが前年を上回りましたが、その他は前年を下回りましたので、
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総体的に差が縮まる結果となりました。 

 追加資料９ページをごらん願います。平成 28 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査

の結果ですが、小学校男子及び女子は長座体前屈と 50 メートル走を除く６種目で全国、全

道の平均値を上回りました。前年の結果と比較すると、小学校男子及び女子は長座体前屈

を除く７種目で前年の平均値を上回りました。 

 追加資料 10 ページをごらん願います。平成 28 年度全国体力・運動能力、運動習慣等調

査の結果ですが、中学校男子は握力、立ち幅跳び、ハンドボール投げの３種目で、中学校

女子は握力、反復横跳び、持久走、立ち幅跳び、ハンドボール投げの５種目で全国、全道

の平均値を上回りました。前年の結果と比較すると、中学校男子は上体起こし、長座体前

屈、持久走を除く６種目で、中学校女子は長座体前屈、シャトルラン、50 メートル走を除

く６種目で前年の平均値を上回りました。 

 以上でお配りしております資料の説明を終わりますので、よろしくお願いいたします。 

○阿部委員長 ありがとうございました。 

 今いただきました説明資料、それから後ほどいただきました資料につきましてざっとの

説明がございました。それでは、各委員からただいま受けた説明、それから資料をいただ

きました中から随時、順番でございますけれども、この取り組みでいただきましたものの

流れの中でよろしくお願いをいたしたいと考えておりますので、質問方よろしく。質疑に

入りたいと思いますが、発言される方は挙手してよろしくお願いをいたします。もう質問

入りたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 では、まずはコミュニティ・スクールの必要性という中、一番表の指針についてはよろ

しいですか。何かご質問とか前段においてありましたら。また全部一通り質疑終わった後

で総体的にもう一度伺いますから、とりあえず自分たちの、各委員の質問だけはよろしく

お願いしたいと思います。 

 では、２ページのコミュニティ・スクールのこれまでの導入と経過とかにつきましてあ

れば伺いたいと思います。この件につきましては、いただきました資料１で大体ご理解い

ただけましたか。 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 ３ページの件についてはよろしいですか。それでは、よければ少し進みた

いと思います。よろしいですか。 

（「３ページ」の声あり） 

○阿部委員長 ３ページです。コミュニティ・スクールの必要性、それから規則の作成、

この辺が含まれますが、よろしいですか。導入にかかわるものが先ほど説明されましたけ

れども。 

 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 ３ページ、４ページに係ってよろしいでしょうか。 

○阿部委員長 はい。組織の体制と構築、熟議というところまで入りますか。 
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○差間委員 １つ質問いたします。 

 ３ページの学校運営協議会規則の作成、この下の（６）番目の守秘義務と、それと次の

ページの言葉の問題なのですけれども、熟議。やはり熟議、こちらにありますように児童

会、生徒会、教職員、地域住民間で学園内に内在するいろいろなあらゆる事柄について討

議されていると思うのですけれども、その中で活発な熟議を不必要に守秘義務という言葉

自体が縛る要因になるのではないかとちょっと思ったものですから、この点について守秘

義務と熟議の関係についてどういうふうに考えるかご説明いただきたいのですけれども。 

○阿部委員長 よろしいでしょうか。３ページのステップ１の中の守秘義務と、それから

４ページに係りますけれども、熟議との関係についていかがなものかということで。 

 次長。 

〇鈴木教育次長 守秘義務につきましては、学校運営協議会と学校ごとに設置をして８人

の委員の方の委員会がございまして、うちの場合は学園ということで小中が一体となって

やっておりますが、実質は 16 名の会議体というふうになっております。その中で学校運営

に直接参画するという委員の方々なのですけれども、その中では学校の中の出来事とか、

そういう児童生徒にかかわる個人的なことがもしあれば、それは守秘義務に該当しますよ

ということで、熟議と、熟議が大前提でございまして、その中で熟議、当然いろんな広い

意見、地域の方の意見、保護者の意見を学校運営に参画させるわけですから、広い意見を

求める熟議が大前提でございまして、その中でごくまれにプライベートなこととか、そう

いうことがもしあれば、それは知り得た秘密として外に漏らしてはならないということの

守秘義務であって、熟議を縛るものではないというふうには考えています。 

○阿部委員長 差間委員。 

○差間委員 そうすると、熟議の中では守秘義務については出てくる可能性もあるという

ことですね。熟議の、委員の中の討議の中で。 

○阿部委員長 次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 運営協議会の中ではあり得ます。ただ、熟議というのは先ほどの説明の

中にもありましたですけれども、スマホ、ゲーム機のルールづくりの中では本当に広く委

員の方以外のＰＴＡの方とか地域の方に一堂に集まっていただいて、グループごとに検討

をすると。それは、運営協議会の枠を外してやっていますので、熟議の段階ではそういう

守秘義務とかというのは発生しないかと思います。守秘義務というのは、あくまでも運営

協議会という会議体の中でやる場合にそれを縛りというわけではないですけれども、秘密

的なことがあれば守秘義務ということで、運営委員に限って守秘義務を課していることで

ございまして、ＰＴＡの方とか地域の方が多く集まったときに熟議をやる場合は、そうい

うものは縛りはかけてはおりません。 

○阿部委員長 差間委員。 

○差間委員 そうすると、教職員までは今の熟議の中で守秘義務を縛りを外しているとい

うのはわかるのですけれども、地域住民間まで熟議の範囲が及ぶと、その中ではある程度
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は守秘義務の縛りは発生するということですね。 

○阿部委員長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 学校運営協議会という、通常学校の中でやるのですけれども、年８回程

度の、その学校運営協議会委員になった地域の方とか保護者の方もいらっしゃるのですが、

そういう方には学校運営協議会の会議の中で個人的なプライベートなことがあればそうい

う縛りは該当しますけれども、運営協議会とは別にＰＴＡとか地域のことを集まっていた

だいて、そういう会議、それを熟議というのですけれども、そういうもののときには発生

いたしません。あくまでも運営協議会委員の方に対して、運営協議会をやる場合のみに守

秘義務というのを課しているということでございます。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 そうすると、地域住民間の中で熟議されるときには、この趣旨義務の縛りは

……ちょっと済みません。私の今受けた感じでは守秘義務の縛りはないと言っていらっし

ゃるのですよね。 

（「そうです」の声あり） 

○差間委員 わかりました。 

○阿部委員長 教育長。 

〇久門教育長 ちょっと補足と修正をさせていただきます。 

 熟議の中には、地域の皆さん、いろいろ多くの方から意見を求めます。その中で、例え

ば家庭学習余りしないよねという話になって、どうやったら家庭学習できるような子ども

たちになるだろうねという話を仮にするとしたときに、その中であそこのうちはこういう

家庭状況だからそういう家庭環境にないのですよねという、こうなってくるとプライバシ

ーの問題ですよね。ですから、そもそもそういうことは熟議の中でも出さないということ

なのです。これは、もう良心的に、良識的にそういうことは町民の皆さんおっしゃいませ

んから、これは個人のプライバシーだとか、それから個人の権利に関することだなとか、

思想信条に関することだなということは、そんなところではもともと出しませんから、そ

れは良識の範囲でやりますので、ですから縛りがあるかないかという前に発言される方が

そういう良識を持って発言されますので、そこに縛りがある、ないでなくて、そもそも発

言するときにはそういう配慮のもとにされていると思いますので、この問題について一般

的に入るのか、入らないのかというところにはちょっと該当しないのかなと思います。 

○阿部委員長 それでは、今の守秘義務と熟議という件については終わらせていただきた

いと。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 ３ページ、４ページの中に学校評議員と。ここに３ページ、４ページに出て

くるのですが、学校評議員と、それからこのＣＳで言っている学校評価、それから学園評

価の委員とのかかわり、４ページでは学校評議員、学校関係者評価、学校支援地域本部、

教育の日推進協議会の学校運営協議会に一本化というようなことで載っていますが、学校
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評議員は従来からある決まりの中での委員ですよね。それとの整合性です。どのように今

後対応していかれるのか、それから現状今まだこれら見ますと整理されていないようです

けれども、その辺の対応について確認をしておきたいと思います。 

○阿部委員長 次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 以前学校評議員という制度がございまして、委員も任命させていただい

ていたのですが、学校運営協議会、コミュニティ・スクール指定すると学校運営協議会設

置していただくのですけれども、その学校運営協議会設置した時点で学校評議員制度はや

めまして、学校運営協議会委員の役割の中に学校評価も含めるようにいたしました。その

学校運営協議会の中で学校評価を行っているというふうに今進めております。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 ということは、現状では学校評議員というのはもういないということですか。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 いらっしゃいません。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 それで、もう一つは学校評価と学園評価、それぞれこれ評価する人たち違う

のですよね。その辺の確認。 

○阿部委員長 佐藤次長補佐。 

〇佐藤教育次長補佐 学校運営協議会委員の中に学校評価の任務が移行したということで

す。ただ、現在小学校、中学校あわせて学園方式でやっているものですから、学園一体的

にそれぞれ前期、後期と分けまして、学園内に学校評価アンケートとか、学校評価シート

等を活用して、それぞれの学校、学園の課題について調査を行って、その結果に基づきま

してその分析、検証を行って、広く保護者、ＣＳ委員がそれについても検証しまして、学

校評価を行っているというようなスタイルになっています。 

 それで、学校運営協議会委員の組織の中に学校評価部会というのがなかったものですか

ら、現在それぞれの学園の中で学校評価委員会というのを今年度中に設置をしまして、そ

のＣＳ委員だけではなく、例えば学校の教頭先生ですとか、教務主任さんですとか、そう

いった方も入れまして、広く学校評価、学園評価を実施する体制を今年度中に構築すると

いうことで進めております。その構築に当たっては、浦幌町の小中一貫ＣＳ委員会の中に

学校評価構築部会というのを新たにつくりまして、その方向性を決めまして、指導、助言

は木幡先生にいろいろと指導、助言を受けながら、浦幌町の浦幌学園ではこういう形が望

ましいのではないか、上浦幌学園ではこのような形が望ましいのではないかという助言を

いただきながら今年度中に整備をして、今後継続、持続可能なそういう評価体制を構築す

るというようなことで今進めている状況です。 

 以上です。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 ということは、運営委員自身が評価でなくて、評価する人たちは別なのです



- 11 - 
 

ね、運営委員とは。別の組織で、この部会を構成して評価していくということなのですか。

自分たちが運営している運営委員会も含めて、自己評価していくということなのか。 

○阿部委員長 佐藤次長補佐、どうぞ。 

〇佐藤教育次長補佐 その学校運営協議会委員の任務の中に学校評価はあるのですけれど

も、それを専門的に行う、専門的に分析、検証する組織として学校評価委員会というのを

学園内に今つくろうとしていまして、その皆さんが分析した結果をまたフィードバックし

てＣＳ委員ですとか地域におろしていって、また次年度の学校の経営方針に生かしていく

というような形で行うということで、全員でやるのではなく、その中で専門的にやる学校

評価委員会というのを今立ち上げて、そこにはＣＳ委員も当然入ってくるのですけれども、

学校の様子をよくわかっていらっしゃる教頭先生ですとか、教務主任さんですとか、場合

によっては地域の方も入っていただいて、学校評価委員会を立ち上げて今進めようとして

おります。ですので、学校運営協議会委員の方々が学校評価の任務がないわけではないの

ですけれども、その前に専門的な委員会みたいなのをつくりまして、そこで専門的に検証、

分析して行っていくというような形で今進めております。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 よくわからないですが、例えば運営の中でも誰かが評価部会のほうに入って、

あるいは先生方のほうからも運営委員になっていない人も入って、あるいは親たち、地域

の委員の中からも入っていくと、そういう意味合いですか。全員が重複しているとか、そ

うではないのですね。 

○阿部委員長 佐藤教育次長補佐、どうぞ。 

〇佐藤教育次長補佐 学校運営協議会委員という、別名小中一貫ＣＳ委員会ですけれども、

その中に先ほど言ったように３つの部があったと思うのですけれども、この３つの部には

ＣＳ委員がそれぞれどれかに入って、最初その組織を立ち上げたときに評価部会というの

をつくらなかったのです。それは、皆さんでやりましょうということでスタートしたので

すが、いろんな子どもたちとか、地域とか、先生方からアンケート調査をして、それを分

析、検証するにはやっぱり少人数で具体的に検証していかなければならないという組織が

必要でしょうねということになって、それでその３つの部のほかにそれぞれの部の代表者

ですとか、あるいは先ほどから言っています教頭先生とか教務主任さんとか、場合によっ

ては地域の方とか、そういう 10 名前後の学校、学園評価委員会というのは別な組織といい

ますか、ＣＳの委員会の中につくって、そこが専門的に分析、検証した結果をまたフィー

ドバックして学園内におろして、それでまたご意見を聞いて、最終的には学校長、学園長

がまた学校、学園の経営方針を定めて次年度の経営方針はこうですよと皆さんに示して、

それを承認いただくという。承認するのはＣＳ委員、学校運営協議会委員なのですけれど

も、その前段としてやっぱり専門機関といいますか、そういうことでちょっと別枠で今つ

くろうとしておりまして、それを今年度中につくっていこうと。そうすることによって、

今後持続可能な、人がかわっていってもそういう評価の仕組みが形がつくられていきます
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ので、課題と、それを検証して次年度につなげていく、そういうサイクルが確立していけ

るのではないかということを先ほど言った学校評価構築部会で決めまして、各学園で今ど

んな形で評価委員会をつくっていこうかということを検討して、年度内にはつくっていく

と。 

 ただ、上浦幌学園につきましては８月末に既にもうつくられておりまして、今第１回の

上浦幌学園の評価委員会はもう実施しております。後期に向けてまたアンケート調査を実

施するということになっております。浦幌学園につきましては、今まさしくつくろうとし

ておりまして、年度内には間違いなくつっていくというふうな方向性で進めております。 

 以上です。 

○阿部委員長 教育長、どうぞ。 

〇久門教育長 ちょっと補足させていただきます。 

 委員がおっしゃったことはこういうことかなと思うのですが、学校評価には３つの形態

がございます。従来は、教職員だけで自分たちのやったことを評価するという、これ内部

評価と言っております。２つ目のパターンが学校関係者評価といいまして、今説明したの

がどちらかというとこのパターンに入ります。３つ目が完全に外に出して、外部評価とい

う第三者評価です。大学の教授とか全く関係のない人、浦幌とは関係のない人にお願いを

してやる方式とこの３つがあるのですが、もう今や１パターンはないです。２から３なの

です。私どもは、２に重きを置きながら、できるだけ外部の人は入れていくと。２と３の

間ぐらいと、そのように考えていただければと思います。 

○阿部委員長 それでは、この件につきまして、評議員と他の委員会との整合性というこ

とで杉江委員のほうからありましたけれども、よろしいですか。 

 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 コミュニティ・スクールの必要性というところで、昔からも言われています

地域社会のつながりや支え合いの希薄化、それから地域の教育力低下ということとか、家

庭教育の充実の必要性が指摘されています。これは、もう本当に何十年昔からこういうよ

うなことが言われておりまして、今特別何か問題になっているようなものがあるかどうか、

ちょっとお聞きしておきたいと思います。特にコミュニティ・スクールを浦幌町で実施す

るようになってからの問題点というか、そういったものが何か特筆というか、されるよう

なものがあるかどうかお伺いしたいと。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 確かに今言われたとおりに過去、以前からそういう問題は指摘をされて

いたという認識でございます。具体的に言いますと、いじめの問題とか不登校の問題とか、

小中一貫でいえば中１ギャップとか、そういうものがいよいよ顕在化してきたというか、

小さな町である浦幌町においてもそういう現象がございますので、それがどんどん、どん

どんと拡大してきたということがございますので、学校とＰＴＡと保護者の方という関係

でずっと今まではきましたけれども、そこにやはり地域社会の地域総ぐるみでという地域
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の方の力もかりましょうということで、特に地域というか、家庭の教育力の低下がそれを

改善するまでに、なかなかそこまでいかないということで地域の力もかりましょうという

ことで、教育の日は地域総ぐるみということでございました。そこにもう一歩踏み込んで、

学校運営協議会委員ということで学校運営に参画をしていくと。そこでさまざまな問題に

ついても地域の方の声も直接学校運営に参画し、生かしていくという仕組みづくりをこの

コミュニティ・スクールということでそういう形を設置しまして、よりスピーディーな問

題解決と。１つは、課題の共有という部分から始まるのですけれども、そこにおいて課題

を共有しましょうと。このコミュニティ・スクールができる場合は、ある程度の課題は何

となくわかっていたということはあったと思うので、それが中に入ることによって明確に

こういう問題があるということの共有ができると。それに対して地域の方の力をどう生か

すかということも運営協議会の中で直接できるという、スピーディーに課題が解決してい

く方向に行けるということがコミュニティ・スクールが設置された一番大きな意義かなと

いうふうには思います。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 課題の共有というところは昔から言われていまして、本当に来てほしい父兄

が学校に来ないとかという問題が昔から言われていました。家庭教育の充実の必要性とい

うことがここでうたわれています。私は、学校教育の知力というのですか、知、徳、体と

明治時代から言われてきていますけれども、知識の向上はどこで図っていくのかなといつ

も疑問に思っていました。本当に家庭教育がしっかりしていれば、学校はちょっと補助、

補佐をしてあげればその子はどんどん伸びていくというような、個人的に１人ずつを見て

いって先生はきちっと指導をされていくのでないかなというふうに思っております。学校

が抱える課題が非常に複雑化、困難化をきわめていますということで、ちょっと具体的に

どのようなことを指しているのかお聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 鈴木教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 複雑化しているということは確かにそのとおりでございまして、学級崩

壊とは言いませんけれども、やはり小学校１年生とかの子どもたちがなかなか授業が成り

立たないというのはございまして、また逆に言うと高学年になって先生の言うことを聞か

ないという生徒もいるということで、余りいじめという問題は浦幌の場合はございません。

１つは、不登校の問題があります。それと、先生の言うことを聞かない、ちょっと元気が

よ過ぎる子どもたちがいたという、前のときに過去そういう話題が学校の一つの課題とし

て上げられたときに学校運営協議会の中で、では保護者というか、地域の方が授業に参画

するというか、授業を見学をするということで、地域の方が来るとそういう子どもたちも

少しはおとなしくなるということもございまして、そういう地域の方が学校に協力をする

形が１つはできてきたと。それによって課題が１つ解決をしたということもございます。 

 複雑化しているという部分では、先ほど来てほしい保護者の方がなかなか来てくれない
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ということは確かにそれは今でもございます。ただ、先ほどの熟議という話の中で、ＰＴ

Ａの方集まってくださいと言ったときに、昔は本当に役員の方しか、もっと言うと役員の

方もいらっしゃらない方もいたのですが、今浦幌学園でやる場合、浦小中のＰＴＡの方が

30 人も 40 人も来るというふうに変わってきています。要するに学校に参画する意識が高

くなってきているということで、学校がどういうふうに運営しているかということに興味

を持ち始めてきているということで、全員が参加するところまではまだいっておりません

けれども、ＰＴＡの方の参画意識が非常に高まってきているということは、これは間違い

ないかというふうに思います。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 そうしますと、都会みたいにＰＴＡの役員決めるときには全然参加者が少な

くて困るという状態ではないというふうに捉えてよろしいですね。 

 それと、もう一件、10 年ぐらい前に授業参観、もっと前かな、行ったことあるのですけ

れども、本当に騒々しくてびっくりしました。私たちが教育受けていたときは私語はもう

一切禁止で、勝手に動き回るなんていうことも考えられない時代に教育受けていたもので

すから、今って学校ってこんななのかと思ってびっくりして帰ってきたことがあるのです

けれども、現状でもその傾向はあるということでよろしいのですか。 

○阿部委員長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 それは、子どもたちということで。 

〇福原委員 そうです。多分先生の指導力というか、優しい先生って今大きな声出したり

なんかしたらすぐマスコミがうるさくて、なかなか指導力が発揮できない先生もいるので

はないかなと思うのですけれども、声を大きくしたりすればおさまるかといったらそうで

はないような感じしましたので、現状もこのごろ学校を訪問させてもらったことないので

すが、余りにも変貌していたので、非常に驚いて帰ってきたことがあったのですけれども、

一地域住民として何の力も出せないのですけれども、現状はどんなふうになっているのか

なというふうに思いまして、お聞きしたいと思います。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 今おっしゃったとおり、子どもたちのほうはそういう傾向はなくなって

きているということではなくて、現状としてはそういう子が多いということは変わりませ

ん。ただ、学校側の対応としては、特別教育支援員という形で配置をさせていただいたり、

またＴ１、Ｔ２というか、先生を２人配置するとか、そういう形で、そういう子どもたち

の現状は変わらないのですが、授業として成立させるためにさまざまな努力はいたしてお

ります。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 そういうような授業のあり方というか、これやはり起因は家庭教育が起因し

ているのではないかな。子どもがある一定の時間にきちっとした授業を受けるような態度

というのですか、それはもう家庭教育の中から、保育園、幼稚園の時代からきちっとされ
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ていないと本当に身につかないというか、そういったことが原因かなというふうに思って

おります、私は。小さいときからのしつけ。そういったことで、幼児教育から入りまして、

家庭教育ももちろんそうなのですが、働く親がふえたからという原因もあるかもしれませ

ん。ですけれども、私も本当に 30 代からもう働いていまして、年寄りというか、おばあち

ゃんがいたものですから何とか乗り越えてきましたけれども、やはり家庭教育がもとにな

っているのではないか。この報告の中にも地域ぐるみということで書いてありますけれど

も、こちらのほうの問題は少しは何か解決されていったというか、授業風景見ていないか

らよくわからないのですけれども、お話ですと現状大して変わらないということであれば、

全く変わっていないということなのでしょうか。変えることができないと言った方がいい

のか、その辺なんかはどんなものなのでしょうか。 

○阿部委員長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 今おっしゃるとおり、家庭教育が一番大事だと思いますし、もっと言い

ますと小学校に入る前の幼児教育がそこから改善されていけば小学校に入ってくる時点で

多少改善されてくるというふうには思います。ただ、現状はコミュニティ・スクールに関

してもそう、幼保連携ということも今進めてはおりますが、まだそこまできちっとした形

になっておりませんので、それを進めることと小学校に入ってきた時点で我々の役割でご

ざいますので、そういう意味でこのコミュニティ・スクールを進めることで中学校を卒業

するまでに我々が目指す子ども像のそういう子どもたちをどう卒業させていくかというこ

とを今進めているということでございます。 

○阿部委員長 それでは、一歩進めたいと思います。３ページ、４ページの件に関してほ

かにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、ここで３ページ、４ページの組織と体制構築、熟議を通しての

目標の共有ということで終わらせていただきます。 

 では、５ページの小中一貫教育の流れについて、柱及びということでよろしくお願いい

たします。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 このページでは、教育課程、生徒指導ということの中で、上段の右側に書い

てあります小中一貫教育の柱という中にキャリア教育というふうに載っています。このキ

ャリア教育というのは、子どもに対するキャリア教育なのか、キャリア持った人の任用と

いうか、そういうことを言っているのか、ちょっと内容の確認をさせてください。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 子どもたちが社会に出る上での社会に適応するための職業訓練とか、地

域を知るという、そういう子どもたちに対するキャリア教育ということでございます。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 これについてもまだですよね。報告を見ますと、具体的な取り組みというの
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はなされていないのかなと思うのですが、どのような形で今後取り組んでいくのでしょう

か。課題のところでも…… 

○阿部委員長 キャリア教育の取り組みですね。 

〇杉江委員 なかったということで。 

○阿部委員長 地域力云々というのがありましたけれども。 

 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 研究所のほうでふるさと学習総合パンフレットというものをつくって、

浦幌では以前からふるさと教育、小学校でいえば総合学科等で行っておりました。また、

中学校では一番象徴的なのは浦幌中学校３年生、中学校へ行けば職業体験とか、そういう

ものを行って、中学校３年生ではその地域の活性化案の発表とか、そういうものを個々に

行ってきたものを研究所でそれをまとめまして、小学校６年、中学校３年、９年間という

まとめたものをつくりました。実際こういう形でもう作成させていただいて、これをもと

に各学校、学園ごとに進めております。そういう形で、ちょっとこの資料にはそこまで書

いておりませんでした。既にそういう形で進めております。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 ということは、うらほろスタイルとのかかわりという中でもそういう考え方

の対応だということでよろしいのですか。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 おっしゃるとおり、うらほろスタイル教育とタイアップというか、そう

いうことで進めております。 

○阿部委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 なければ、次のページに行きたいと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 ６ページのコミュニティ・スクールの推進組織ということで、先ほどもあ

ったのですけれども、この関係よろしいですか。 

 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 コミュニティ・スクールの仕組みということでいろいろと実質審議されてお

ります。それと、これに対する先生方の負担というか、それと学校の教科はどのように、

コミュニティ・スクールと学校の運営の授業の内容とはどのような形でかかわっていって

いるのかということ、２点ちょっとお伺いしたいと思います。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 先生方の負担というお話がございましたけれども、確かに新たな取り組

みを行うことですから負担がふえるということは間違いございません。なるべく組織の中

にもありましたけれども、ＣＳの推進協議会という先生方の組織をつくって一人の方とか

特定の方に負担が行かないような形で、部会を設けてそれぞれ役割分担をして進めており
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ます。我々は、負担がふえるけれども、負担感がふえないように、やっていることが成果

としてあらわれる、やっている目的がはっきりしているということを明確にして、負担感

をふやさないような形で進めております。 

 それと、授業ということですね。 

○阿部委員長 はい。具体的に言うと。 

〇福原委員 結局コミュニティ・スクールを推進しようとしますと、一般の授業の中でや

っていくのですよね。いろんな社会教育云々かんぬんとうらほろスタイルの取り組みと一

緒にやっていくというのであれば、その辺は国からこの教科は何時間年間でこなしなさい

とかという指導が来ると思うのですけれども、その中でクリアしながら、学力も維持しな

がらやっていかなければならないということだと思うのです。このところは、子どもたち

の負担というか、授業が削られてこれをやるということはあるのかないのかな。 

○阿部委員長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 学習指導要領でやるべき時間を削ってコミュニティ・スクールのことを

やっているということはございません。総合学習とか、そういう枠がございますので、そ

れを主に活用して行っておるということで、あと学力向上というお話がございましたです

けれども、いろんな発表をする上でも基礎学力も必要ですし、夏休み、冬休みの話をさせ

ていただきました学習サポートという形で支援をしておりますので、学力が、当然やるべ

きことをやらないでという形はありません。 

○阿部委員長 このページについてよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 では、７ページのほうへ移りたいと思いますが、小中一貫ＣＳの組織の特

徴並びにうらほろスタイルとのかかわりということで、今まであったのですけれども、こ

の点についてはこのままでよろしいですか。 

 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 確認です。いろいろきちっとした取り組みをされている中でこれらが構築さ

れているということはわかりました。また、浦幌小中一貫ＣＳの推進組織の特徴というこ

とで、ここにもきちっと整理されております。そこで、１つ確認したいのですけれども、

毎年生きる力を育む教育活動支援交付金というのがあるのですけれども、それらの内容を

見ますと非常にこれらのこととかかわりのある内容になってくるわけですけれども、その

辺の整合性といいますか、これらの取り組みとの整合性ということでのことはどういうふ

うになっているのでしょうか。 

○阿部委員長 今の生きる力の…… 

（「本町の生きる力の補助金の関係ですか。国の事業ではなくてという 

      ことですか。私が持っている資料、ここに報告書の中に載っており 

           ましたけど」の声あり） 

○阿部委員長 菅野教育係長、どうぞ。 
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〇菅野学校教育係長 浦幌町教育委員会で行っております生きる力を育む教育活動の支援

事業につきましては、現在各学校ごとに 20 程度のメニューの中から３つを選んでいただき

まして、１つのメニューに対して５万円の補助金を支出するということで、年でいきます

と各学校が 15 万円の予算を配分して、その中で特色ある教育活動を行っております。本町

の小学校ですと、例えば読書活動ですとか、それから外国語活動ですとか、あと算数、数

学の教材を活用した学習に利用したいというようなことで手を挙げてきております。中学

校ですと、それに加えまして理科ですとか、それから総合学習、キャリア教育でお金を使

いたいということで、20 のメニューの中から選んでいるのですが、このコミュニティ・ス

クールが始まる前は、小中一貫教育が始まる前はそれぞれ独自の学校の課題、それから学

校が育てたい子どもの姿に合致したものを選んでいたという状況ですが、先ほど言いまし

たように小学校で読書を選んでいるというのは現在本町の教育の日の中で読書活動という

のが一番ネックというか、根っこの部分で底流に流れている大きな思想があります。その

読書活動を教育委員会が提唱し、それに基づいた各学園、各学校の子ども像も読書を中心

に据えた学力向上を今学校ごとの経営方針だとか、教育課程に反映させています。それに

対して一般的な配当予算のほかに今言ったこの補助金をそのメニューに特化して使うこと

で相乗効果を高めていくということになっておりますので、全て我々が今かかわっている

読書であるとか、それから学力との兼ね合いでいきますと算数、数学科を本町では力を入

れて研究しておりますけれども、その部分について各学校も我々が投げかけているテーマ

に対して補助金を選んで、算数、数学でお金を使うということで活用いただいております。 

 以上です。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 ということは、ここにＣＳのいろいろな協議、組織の中でのがあるわけです

けれども、そういうところでこういった交付金を利用して具体的な事業をやっていこうや

ということでこの予算をどういうふうに使うかということを協議しているということです

ね。わかりました。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 この上の段の地域の独自性を生かすということで、小中一貫教育になってか

ら民族教育について、社会郷土読本も今までは利用されていたと思うのですけれども、こ

れから先はどういうふうにやっていくつもりなのか。 

○阿部委員長 教育長、どうぞ。 

〇久門教育長 社会郷土読本は、小学３年生、４年生、これは研究所で編集し、教育委員

会が発行しているという形は今後とも変わりませんし、またアイヌの教育、文化、生活、

そういったものについても重要視をして、きちっとこれに掲載をしていくということには

変わりません。 

○阿部委員長 差間委員。 

○差間委員 そうすると、この社会郷土読本は同じものを使っていくと考えてよろしいの
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でしょうか。 

○阿部委員長 教育長、どうぞ。 

〇久門教育長 学習指導要領が平成 32 年から変わりますので、来年からそれの改訂に向け

て編集にかかっていきますけれども、学習指導要領も変わりますので、その内容も見据え

ながらやっていきますが、大きな変更というのは特にございませんから、今までの副読本

の中で扱ってきた適正なものについてはそのまま転載していきますし、足りないところが

あれば補足をしていくということはこれからの作業でございます。 

○阿部委員長 差間委員。 

○差間委員 私たちが理解するには、アイヌとして北海道の情勢も、また国との関連性で

もどんどん変化しておりますので、内容についてもし平成 32 年度から改訂されるというこ

とであれば、ぜひ改訂についても郷土に住んでおりますアイヌの意見も参考に取り入れな

がら行っていってほしいと思っております。 

○阿部委員長 教育長。 

〇久門教育長 32 年といいますと、今の副読本が三十…… 

（何事か声あり） 

〇久門教育長 平成 32 年という意味ね。これから変わるという意味ですね。そういう意味

ですね。これにつきましては、私たちは学習指導要領に基づいて適切に行っていくという

ふうに考えております。 

○阿部委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 10 ページ、熟議で子ども像を共有というところでいかがでしょうか。先ほ

どあったからよろしいですか、この辺については。ございませんか。 

（「今何ページと言った」の声あり） 

○阿部委員長 10 ページです。アクションプランというところになります。アクションプ

ラン、それからその次になければ 11 ページのアクションプラン４つの課題という中のこと

でご質問があれば受けたいと思いますが。ございませんか。 

 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 アクションプランの４つの課題ということで上がっております。ＣＳという

か、地域と一体になったコミュニティ・スクールということが主なのでしょうけれども、

先生方の地域に対する課題というのでしょうか、役割というまで言ってしまうと語弊があ

りますので、私たちは先生方の内情がわかりません。全部家族ぐるみで浦幌町の教育に携

わっていただいているのか、単身の先生が多いのか、この中の資料の中から先生方の姿が

うかがい知れないところがたくさんありまして、子どもたちを指導していただくのがよろ

しいのですが、先生などの生活の実態と申し上げたら失礼になるかもしれませんが、そう

いったこととか、本当につかめないというのが現状でございます。その先生方のいろんな

指導力というのでしょうか、そういったものを年間のＣＳの中において、どこかで勉強し
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ていただくチャンスというか、はあるのでしょうか、先生方が。 

○阿部委員長 教育長、どうぞ。 

〇久門教育長 浦幌町に来ていただいている教職員の皆様方は、十勝管内全域見ても、ま

たほかの町村の教育長とお話をしてもすぐれた人間が多いと。私は全てだと思っておりま

す。自信を持って人事をやらせていただいておりますので、地域に対する思い入れ、これ

も他町に配属された教職員から見ますと、古くからうらスタやっているということもある

のでしょうけれども、特に小中一貫コミスクをやり出してからはとみにそういう意識が高

まってきているということで、大変ありがたいことだと思っております。 

 ただ、今共働き家庭が大変多くなっておりまして、ここに住みたいのだけれども、連れ

添いが新得に勤めているとか、こうなりますとどうしても帯広の近郊に、両方通わなけれ

ばならないという、こういう状況であります。それはもうやむなしと。うちに住んで新得

まで行きなさいということにはなりませんので、そこはやはりやむを得ないことだなと思

っております。ただ、上浦幌につきましてはほとんどそこに住んでいただくという形態が

多くなっていますが、町場はそういう状況でもないところはあります。しかし、それが悪

いというふうには私は思っておりません。今の社会の変動で当然そうなってきているとい

うことです。それと、地域に根差したというのは、例えば幕別から来た先生は土曜、日曜

はそこが地域なのです。地域で地域の活動があるのです。浦幌へ行くから、そこは札内の

仕事はできませんとはならないのです。そこを考えながら、向こうの地域の人間としても

札内の地域活動をするし、こちらのほうもするしと。その辺をバランスをとりながらやっ

ていただいていますので、100％いつもこっちにくれというのは、それはちょっと難しいと

いうふうに思います。 

 それから、職員研修の件ですが、まさしくそのことは大事だと思っておりまして、十勝

教育研修センターが札内にございます。これ全町村でつくり上げているところですが、実

はきのうもその会議がございました。そこで講座が幾つも、三十数項目講座あるのですが、

そこを受講している受講の受講率というの毎年ありました。28 年度のがきのう出たわけで

すが、浦幌町は 19 市町村の中でトップでございます。受講率１番、３年平均でここ二、三

年トップ受講しております。研修の機会を見出してやっているということであります。そ

れから、それだけではなくて、町で全部お金を出せばいいのですけれども、なかなかそう

ならないので、道立教育研究所の出前講座というのを積極的に呼んで、夏休みに全教職員

を集めて小中一貫教育の指導を受けるとか、そういう形をとっておりますし、ことしにつ

いては６年計画、３年の６年目を終わりますので、あと３期目に、第３ステージに入りま

す。レベルアップしていかなければなりませんので、小中一貫コミュニティ・スクールを

どうしていくかということで、これは文部科学省から受託をされた会社にお願いをしまし

て、新潟県ですけれども、向こうから来ていただいて、夏、冬休み入れて１週間、そうい

う受講体制もとっておりまして、極力先生方に多くの受講をしていただく。それから、こ

れだけでなくて来年から小学校５、６年生に英語科が入ってまいります。これＡＬＴ１名
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配置ですけれども、今町長部局とも協議しているのですが、何とか２名体制にしてくださ

いと。おくれをとってはならないと。浦幌の子どもたちは英語では１番だという形をとり

たいと思っておりまして、それについても教育局の指導主事の先生をお招きして、これ出

前講座というのがあるのです。これまた 11 月にもやるのですが、そういうことで道徳と英

語、それと小中一貫コミュニティ・スクール、これは重視をしまして研修を深めていると

いうところでございます。私は、浦幌の教職員は胸を張ってお連れをしてきておりますの

で、大丈夫だと思っております。 

○阿部委員長 どうぞ、短くお願いいたします。 

〇杉江委員 ただいま先生方の話出ましたので、項目的には 19 ページの学校と地域の連携、

協働の課題というところにあるのですが、この９番目に推進者の資質向上、後継者の育成

という中で、教職員養成課程の充実というような明らかな項目が出ています。今教育長が

説明されました中での６年生の英語教育のための英語指導の増員についても報告書にもき

ちっと載せられておって、いい方向性だなと思っております。ここに載っている教職員養

成課程の充実というのは、ＣＳ対応のためのそういう意向なのか、その辺のことをちょっ

とお伺いします。 

○阿部委員長 教育長。 

〇久門教育長 そのとおりでございます。これは、大学教育における地域教育です。例を

申し上げますと釧路教育大学、そういう課程を今持っています。道内にも５つの教育大学

がございますが、これ釧路が一番進んでいるのです。ですから、全国からこの課程に入っ

てくる。いわゆる宮前先生という准教授の先生がいらっしゃるのですが、そこが今浦幌に

積極的に入ってきていただいて、委員のうちにも泊めていただいたりということで、民泊

もさせていただいていると。積極的に地域教育をやる、そういう課程をつくっていくと。

これからつくっていってほしいと。全国的にです。これが中教審の中でも既にうたわれて

おりまして、私たちの力ではどうしようもないのですが、これは国レベルで大学の教員養

成課程の中にこれを入れていかなければだめだよと。それとあわせて、小学校に英語教育

が入りますから、小学校に配置される先生は英語ができません。だから、そういう課程を

経た人間を小学校に入れてもらわなければ困りますので、そういうことを含めてこれは大

きな意味で書いております。 

○阿部委員長 まだ質疑が途中でございますけれども、ちょっとここで 10 分程度休憩をし

たいと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 済みません。では、30 分まで若干休憩したいと思います。 

 

午前１０時２１分 休憩 

午前１０時３０分 再開 
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○阿部委員長 それでは、休憩を解き会議を始めます。 

 11 ページまで終了したということでいきたいと思います。 

（「終了したの」の声あり） 

○阿部委員長 申しわけありません。ありましたか。では、引き続き、先ほどの続きでい

きます。11 ページまでの間でお願いします。 

 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 11 ページです。ここにアクションプラン４つの課題ということで、家庭学習

の定着を図るということであります。これは大きな課題だと思うわけです。私も自分を振

り返りますと、それほど充実した家庭学習は余りしていなかったなというのが反省として

あるのですけれども、なかなか子どものときは自分を律して学習の定着を図るというのは

できなかったなと今思うわけですけれども、これやはり具体的にどのような取り組みをさ

れているか、ちょっと説明いただければ。 

○阿部委員長 家庭学習の取り組みですね。 

〇河内委員 はい、定着の取り組みという。 

○阿部委員長 佐藤教育次長補佐、どうぞ。 

〇佐藤教育次長補佐 この家庭学習の定着につきましては、それぞれアンケート調査に基

づいて、時間が少ないですとか、時間はやっているのですけれども、どういう家庭教育、

家庭学習に取り組んでいったらいいのかわからないとか、いろんな課題があって、まず時

間につきましてはスマホ、ゲーム機の使用にかかわるのですけれども、これがどうしても

時間を奪っているということがございまして、昨年こういう浦幌町全体の宣言を行ったと

いうことで、あくまでこれ強制ではないのですけれども、各家庭で親子の間で約束事を決

めて、使ってもいいけれども、時間を決めてやりましょうと。そうやって生活リズムを改

善することによりまして、できた時間をどう有効に活用していくかということがこれから

の課題となってくるのですけれども、その中でそれぞれの家庭とか学校が取り組んでいる

のですけれども、例えば一つの方法としては、帰りの会があるのですけれども、今時間が

短く簡単に終わってしまうのですけれども、そこをもう少し時間を延ばして、その日行っ

た授業の振り返りですとか、あしたはこういうことがあるからこういうことで帰ったら宿

題やりましょうとか、こういう振り返りで勉強しましょうというようなことを意識づけす

るということがまず重要でないかということの話がありました。そういう取り組みをもっ

て先生方も必要に応じて宿題も出すのですけれども、宿題が家庭学習というかどうかは別

としまして、まず宿題はやっていくと。あとは、それぞれ家庭に帰っても少年団ですとか

部活動とか家のお手伝い、いろいろ時間がない中で、やはり食事の前とか食事の後とか、

時間を有効に活用して机に向かって自分の今取り組むべき勉強をしていきましょうと、そ

ういうことを学校、地域挙げてやっていきましょうという機運が高まっています。そのど

う家庭学習の取り組みをやっていますかという発表を 11 月４日の第２回の教育の日の実

践交流会で各学校、学園のほうから実践事例を発表いたしますので、そこについては議員
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の皆さんも出席いただいて、ぜひ聞いていただければと思っています。これは、今こんな

ことをやっているからいいというわけでなくて、常にいろんなことを取り組みながら定着

を図っていくということで、まさにやっている状況であります。 

 以上です。 

○阿部委員長 では、ここにつきまして 11 ページまでの間でございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、12 ページ、13 ページ行きます。宣言について 13 ページにあり

ますけれども、この件についてどうですか。どっちかというとスマホ、ゲームのことが多

いのですけれども。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 12 ページに児童会、生徒会の交流会というのがありますね。先ほどの説明だ

と、ほぼ総合学習の中か、あるいはこれは生徒会ですから、そういう時間外での交流なの

でしょうか。 

○阿部委員長 教育長、どうぞ。 

〇久門教育長 私これに参加しておりますので、これは放課後です。総合的な学習には、

ちょっと小学生と中学生の児童会の代表が集まりますので、設定できませんので、この写

真は放課後でございました。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 それで、放課後対応ということだったら、当然どちらかの学校から行く、来

るということが起きますよね。その辺の対応について学校の教職員の方の対応になるので

すが、その辺先生方には時間外という対応がないはずですけれども、燃料代は実費多分負

担したり、公用車だったりするのか、学校でなかなか公用車利用できなければ個人のを利

用するのか、その辺の対応についてちょっとお知らせください。 

○阿部委員長 教育長、どうぞ。 

〇久門教育長 これは、教員につきましては時間内です。勤務時間内ですから、放課後と

いいましても５時ぐらいまでですから、大体２時半、３時ぐらいから５時ぐらいというこ

とですから、そういう問題はございません。教職員は、自分の足で来ます。子どもたちは、

この場は公民館でやったのです。この写真は公民館なのですが、研修日でございましたの

で、先生方は公民館に集まって研修をしておりましたから、子どもたちは２時に集まって

ねということで自転車で来たり、自分の自力で来ております。 

○阿部委員長 それでは、12 ページほかにございませんか、13 ページまでの間で。宣言に

ついていいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 では、ここ終わります。 

 それでは、教育の日のことがずっとありますけれども、先ほど説明いただきましたけれ

ども、それでよろしいでしょうか。ここでご質問あれば受けたいと思います。 
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 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 教育の日の（１）ということで、22 年から実施で、実践交流会のテーマで早

寝早起き朝ごはんとかノーテレビデー、学力と体力の向上とか、朝読、家読、リレー家読、

それからスマホ、ゲーム機の使用と現在もずっとやられているのでしょうか。朝御飯なん

か特に調べてはいるのかとは思いますけれども、子どもたちの状況はどんなものでしょう

か。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 教育の日は平成 22 年度から実施しておりまして、ここに書いてあるテー

マについては、当初から行っていた部分とスマホ、ゲーム機につきましては昨年度からと

いうことで、全て最初からということではございません。早寝早起き朝ごはんにつきまし

ては、ずっとこのテーマでやっておりまして、教育委員会としても毎年度生活実態調査と

いうのは行っておりましたけれども、学習状況調査という、これは小学校では６年生、中

学校３年生ということ、同じような検査項目がございましたので、教育委員会としては重

複するということがあって、途中からはやめております。ただ、早寝早起き朝ごはんにつ

きましては、実践交流会春と秋に行っているのですが、そのとき各学校から状況を報告と

いうか、Ａ４で報告はしていただくのですけれども、会場内にそれを大きくして掲示して

おりますので、半期ごとの状況、取り組み、結果についてわかるようにはしております。 

 以上でございます。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 継続されてやっているところもあるし、アンケート調査をやめたということ

は改善されたからやめたということの捉え方でよろしいのでしょうか。 

○阿部委員長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 ６年生と３年生という学年にはなりますけれども、国で行っている調査

がございますので、あえて町単独でやる必要はないという判断をしましたので、改善され

ている部分があったからやめたということでなくて、そういう調査の重複があったので、

うちはやめたという形です。 

○阿部委員長 それでは、次行ってよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 行きます。小中一貫教育の啓発活動の部分のＣＳだよりについてはいかが

ですか、16 ページから 17 ページにありますけれども。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 17 ページにありますコミュニティ・スクール推進の基本という中で、１番目

に教育長や校長のリーダーシップの発揮ということが書かれております。実は、私は昔か

ら学校に行くと学校経営という１年間の目標のようなものを掲げてあって、学校は経営だ

と思っていたのです。ところが、ＣＳの言葉を見ると運営、運営、運営と全部運営なので

す。この報告書の 39 ページですけれども、学校評価事業の中の最後の課題のところでＰＤ



- 25 - 
 

ＣＡサイクル、プラン・ドゥー・チェック・アクションのこの項目、サイクルをもとにし

て学校経営に生かされるようにと。学校経営に生かされると書いてあるのです。この学校

経営とＣＳでいう運営、この認識の違いを説明してもらわないと、近ごろは学校経営とい

うものが変わったのかなという、ちょっと私疑問があって見ています。お願いします。 

○阿部委員長 教育長。 

〇久門教育長 変わっておりません。学校経営という言葉はずっと使っております。この

学校経営案を主に作成して、地域、保護者の皆さんに提示をしていくと。その作成段階ま

での基本構想、これは校長の仕事でございます。ですから、校長先生がやる作業について

は学校経営という言い方をしております。それに基づいてそれを浸透させていくというの

は、今度は教頭の仕事になります。そうなりますと、運営という言葉になります。教頭は

学校運営、校長は学校経営、そういうふうに教育界では使い分けております。ただ、運営

が今ふえてきたのは学校運営協議会という、国が示した組織自体が学校運営協議会となっ

ているものですから、どうしても使う言葉が運営に合わせていっているので、そういうち

ょっと誤解のようなものがあるかと思いますが、従来と何ら変わっておりません。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 そこで、ＣＳの運営という、学校運営、学校運営となっているのですけれど

も、それの重みです。もちろん校長先生もかかわっている、それから先生方みんなかかわ

っているという中で、なお改めてお伺いしますけれども、これだけ大きくやっている事業

の中で運営という言葉の重みといいますか、経営にかかわる、経営と運営、教頭先生以下

の学校運営にかかわる状態に与える影響というのですか、かかわりです。どういうふうに

取り込んで対応しているのか。 

○阿部委員長 教育長。 

〇久門教育長 先日のお話に関連しているかと思うのですが、校長が言う学校経営とか学

園経営というのは基本的な方針であります。目指すところ。それから、運営というのは手

段、方法であります。ここで言っている一体的に推進する運営体制というのは、小中一貫

教育と、それからコミュニティ・スクールを同時にやりますよ、そういう運営をしますよ

という意味で使っております。町によってはコミスクだけやろうとしているところもあり

ます。それから、逆に小中一貫だけやろうとしているところもあります。また、コミスク

から入って小中一貫に行こうとしているところがあります。これ決まりはありません。私

たちの町は、小中一貫から入ってコミスクに行ったと。大体ほかの実践を見ますと、この

流れが一番実践的で効果が上がっているなというのを今私は実感しておりますけれども、

そのように目的と手段というふうに考えていただければと思っております。 

○阿部委員長 それでは、コミュニティ・スクールの推進ということで、17 ページに入り

ましたのですけれども、この件についてございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 なければ、次行きたいと思います。18 ページ、小中一貫ＣＳ導入の成果と
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いうことなのですけれども、これございませんか。先ほどから述べられている部分もかな

りあると思うのですが、よろしいですか。 

 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 ＣＳ導入の成果ということでいろいろ３項目書かれております。本当にコミ

ュニティ・スクールですから、全てにおいて教育ということは知的能力の向上を目指して

いっているというふうに私たち町民は見ているのですが、その知的能力の向上とか、そう

いったものがほとんど触れられていないというか、その辺のことはどのような、成果とし

ては認められないのか、これから何かやっていくのかというふうに、学校って学びの場所

ですから、その辺がちょっと心配なところがあるのですが、いかがでしょうか。 

○阿部委員長 教育長。 

〇久門教育長 ここには載せておりませんけれども、毎年４月の段階で学校に指し示して

いる学校教育指導の重点というものがございます。５項目から成っております。それの一

番のメーンテーマは、生きる力を育む学校教育の創造なのです。その下にサブとして、知

育、徳育、体育、これの向上ということで考えております。ですから、メーンは学校は知

的というのはそのとおりでございますけれども、知的にも、知育も徳育も体育も全てバラ

ンスよく子どもたちを育てていく。その力が生きる力になるというふうに考えております

ので、一般的には学校は勉強するところだと。そのとおりだと思います。しかし、心も育

てるところでありますし、健康、体を育てるところでもありますので、バランスのとれた

育成を願っているというのが教育委員会の方針であり、学校の方針であります。 

○阿部委員長 では、ここまでよろしいですね。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、最後のページになると思いますが、19 ページ、学校と地域の連

携、協働の課題ということで入っていきたいと思います。どなたか。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 ここでは、何点かお伺いをしたいと思います。 

 まず、１点目の負担感、不要感、不安感の解消ということで、時間外勤務の縮減、既存

組織の見直しというふうに課題として掲げております。私は、本会議でも先生方の負担に

ならないようなこの事業の推進をという発言をさせていただいております。非常にその点

心配される部分なのですが、これでもやっぱり課題として出されているということで、実

際にどういう部分で時間外勤務対応が発生するか、それから時間外勤務の縮減ですから、

今後どういう対応策していくのかなということの、そこまではかなり 29 年までの計画でき

ていますし、それなりの対応策は検討されているのかなと思うので、伺いたいと思います。 

○阿部委員長 教育長、お願いします。 

〇久門教育長 実は、こういう新しい事業が入ってまいりますと仕事量がふえると。先ほ

ど次長申し上げましたように、率直に言ってそれはふえます。そうすると、今北海教育委

員会、国を挙げて文科省からも来ておりますが、時間外勤務の縮減というのが強く打ち出
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されているのです。だから、一見すると非常に矛盾したことをやっていると。余り働かせ

るなと、これはやりなさいということですから、そうするとあとは現場サイドでどのよう

な工夫が必要になってくるかというと、１つはスクラップ・アンド・ビルドであります。

今まであったものをその上にたんこぶのように屋上屋はつくらないと。例えばＣＳ、小中

一貫コミュニティ・スクール、これは母体は何かというと、教育の日推進協議会というの

がありました。地域代表 45 名ぐらいで組織つくっておりました。これを看板をすげかえた

のです。これは、小中一貫コミュニティ・スクールを進めるよと看板を取りかえる。メン

バーは同じです。ですから、最初は違う組織をつくろうとなったら、これだけ少ない町民

の中でまた、もうそれだけでうんざりされますから、そういうふうに今あるものをいかに

使っていくか、既存のものをいかに使うかということで、負担感、不安も取り除くという。

具体的に言うと、組織を立ち上げるときにはそういうふうにしておりますし、それからそ

れではスクラップの部分は何かというと、学校支援ボランティアの組織がございました。

それをぐっと縮小して、実際には名前は残しておりませんけれども、ほぼ活動はないとい

うことで、もうここに似たようなものはとっていく。それから、３点目は、ＰＴＡ活動と

のかかわりです。ＰＴＡ行事もかなりつくっております。しかし、ＣＳが入ってきたこと

によってまた屋上屋になりますから、ＰＴＡのほうでもこの事業はやめようと。やめたの

が、よし、それではその部分で中でもいいものはＣＳ委員会でやろうということでやった

のがうらモンＧＯ！という、ことしで２年目になりますが、そういうふうに仕事はふやし

ていかない。行事も精選していく。そして、掌握していたＰＴＡから外していく。今度は、

地域の人が中心になってうらモンＧＯ！のような活動をして、子どもも小学生だけでなく

て幼稚園、保育所も巻き込んでいく。やっている主体は地域と、こういうふうに学校から

地域のほうに移していくという動きをしております。一言でいうと、スクラップ・アンド・

ビルドという考え方で進めておりますし、これからさらに問題は部活動です。これちょっ

とずれていくから申し上げませんけれども、今教職員の実態調査をしますと月 80 時間を超

えているというような、80 時間というのはもう大変な状況ですよね。ですから、これはも

う過労死につながると。寸前のところまできているのが実態です。それは、主に部活動で

あります。そういうところを整理していかなければならないということで、国でも今いろ

いろ協議会をつくっておりますが、私たち教育長部会の中でもこの話を進めていて、一斉

に縮減を図って、しかし大事なものはやっていこうという考えであります。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 ３番目です。学校運営協議会の機能化ということで載っておりますが、熟議、

協働、マネジメントの推進、教職員の任用というふうに載っています。この中で教職員の

任用というのは、これ人員不足を言っているのでしょうか。どんな内容で、どういう対応

をしようとしているか伺います。 

○阿部委員長 教育長、どうぞ。 

〇久門教育長 その説明資料の６ページをお開きいただきたいのですが、この６ページの
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上段にコミスクの仕組みが書いてございます。それの右下のほうに一定の権限と責任とい

うのが３項目書いてあります。６ページの上段、左下です。一定の権限。それで、（３）に

教職員の任用に関し、意見を言うことができる、この意味であります。当初文部科学省が

出したの、この３点がコミスクの条件ですよと言われました。１点目については、基本方

針を承認するというのは、これは誰も抵抗はないのですが、各県によったり、市町村によ

っては（３）がひっかかると。地域の人間が先生方の人事に口出しするのかというふうに

誤解をされたのです。誤解なのですが、私どもはこれ全部３つとも入れてありますけれど

も、このことで先生方が嫌な思いをするとか、地域の人があの先生どうだこうだと、そう

いう口実になるということは全くありませんし、全国の調査を見てもこれをもとにしてあ

の先生をどうするとか、そういうことは全くありません。そういう不安もあったので、文

部科学省はことしの４月から１点目は必須要件にしました。２点目、３点目はそれぞれご

随意にやってくださいというふうに改善が図られました。私たちはこのままでいきます。

そういうふうに押さえていただければと思います。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 全てのことは子どもを中心に据えた目標やビジョンの共有ということでつな

がっていくと思います。浦幌ＣＳの望ましい子ども像というのは、具体的にはどのような

ことをおっしゃっているのか、ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○阿部委員長 教育次長、どうぞ。 

〇鈴木教育次長 この資料の 10 ページの下段のほうにうらほろの育みアクションプラン

というのがございます。これ浦幌学園のアクションプランなのですけれども、ここに 10

ページの下段ですが、一番左側の学園の目標でございまして、次の右側のほうに目指す子

ども像ということで、学園ごとにこういう目標を設定して、アクションプランということ

で、目標がこういう目標で、では学校、児童生徒、家庭で、地域でこの目標に対してそれ

ぞれの立場でどう取り組んでいくのかという表としてアクションプランというものを立て

ました。この目指す子ども像を立ち上げに、つくる上で、先ほどお話しさせていただいた

熟議というものを行って、それぞれ地域の方、保護者の方、学校の先生といろいろけんけ

んごうごうしながら１年間かけてつくったのがこの子ども像であり、アクションプランと

いうことでございます。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 書いてあることをお聞きして申しわけございません。この目指す子ども像と

いうのは、ことしだけでなくて何年か継続されていくという捉え方でよろしいでしょうか。 

○阿部委員長 教育次長。 

〇鈴木教育次長 基本的にはこれは変えない目標ではございますが、変えるべき、先ほど

学校評価のお話がございました。学校評価というのは改善するための評価でございますの

で、中でやっぱり変えたほうがいいという改善案が出てきた場合は変わる場合もあります
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けれども、ＣＳを導入する前にどういう子どもたちに育ってほしいかといういろんな熟議

を経た上で決めた目標でございますので、基本的には変わらないというふうには考えてお

ります。 

○阿部委員長 ほかございませんか。よろしいですか。あと６番、７番、８番、９番、10

番とありますが、この辺についてもよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 なければ、総体でも構いません。なければ、ちょっと私のほうから。 

 せっかく教育委員会のほうでいただいたので、浦幌町立中学校卒業生進路の状況という

ことであるので、これ少しご説明いただければありがたいのですが。 

（「追加資料の……」の声あり） 

○阿部委員長 追加資料の６ページです。数字見ればわかるといえばわかるのですけれど

も。 

 次長、お願いします。 

〇鈴木教育次長 浦幌町立中学校、浦幌中学校と上浦幌中学校の進路状況ということで、

平成 24 年度から 28 年度の卒業した生徒さんの進路先というものをまとめたものでござい

ます。下が 24 年度、一番上が 28 年度ということで、普通科の帯広というのは帯広市内に

ある普通科の高校、右も帯広市内にある職業科、その次は帯広市以外の十勝管内の公立の

高校、あと管内の私立、管外の公立、管外私立、就職その他ということで、例えば普通科、

帯広の生徒数なのですが、かなり上下がございますけれども、これ一番右側に合計という、

生徒さんの数の幅がございますので、一概に多い、少ないということはなかなか言いづら

いかなという部分と、あと管内の私立と４番目にございますが、今特に大学の進学を目指

す上で公立だけという考えもなくなってきています。あえて私立を目指すという子どもた

ちもおりますし、そういう価値観の多様化という部分もございますので、一概に普通科の

帯広の進路先が少ないから学力の低下というふうには教育委員会としては考えておりませ

ん。 

 以上です。 

○阿部委員長 よろしかったでしょうか。これ一応出してほしいという方いたものですか

ら、ちょっと説明いただきました。 

 ほかにございませんか。総体を通してあれば受けたいと思います。さきに戻ってももち

ろん構いませんけれども。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 確認、全部よろしかったら、ここで議長、副議長、何かございましたら承

りたいと思いますが。 

 議長。 

〇田村議長 冒頭でお話があった守秘義務の関係でお伺いしますけれども、先ほど教育長

のほうから例えばという例を挙げながらわかりやすく説明いただいたのですけれども、守
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秘義務の関係で説明を聞いている中では浦幌町内に学校ではいじめはないというようなこ

とで説明されたので、安心したのですけれども、それがそのいじめの問題についてのこの

守秘義務が発動されるということになると問題がないのかということをちょっと確認をさ

せていただきたいと。 

○阿部委員長 教育長、お願いします。 

〇久門教育長 今議長のほうからのお尋ねでございますが、現在はいじめに伴う不登校と

か学校に来れないような状況というのは浦幌町ではございませんけれども、幾ら小さいと

ころでもそれはこれから起きるかもしれません。そういうものがあったときには、ＣＳ委

員会の中で実はうち今こういう不登校が、誰ということは言う必要ありませんが、何名お

りますと。いじめが残念ながら起きましたと、こういう話はＣＳ委員会の中でもします。

そのＣＳ委員の皆さんがみんなにアナウンスするかどうかは別としまして、基本的には守

秘義務がかかりますから、それは判断されると思いますが、ですからＣＳ委員の皆さんの

ほうから町民の皆さんに伝わってもいいようなことは既に学校だよりとか、いろんなもの

を通して公表いたしますので、いじめはなくさなければなりませんから、これは隠してし

まってはいけません。ですから、そういうことが起きているということについてはやっぱ

り広く町民に知らせて、みんなでこれ何とか撲滅しなければならないというふうになりま

すので、そこには該当していかないというふうにお考えいただければと思います。 

○阿部委員長 議長、どうぞ。 

〇田村議長 それから、先ほどのこれ資料の 10 ページの中で、浦幌学園の育みアクション

プランの中で目指す子どもの像ということでやっておられますけれども、この中で我々の

時代は田舎だったものですから、もうコミュニティ・スクールは十分味わって、一貫教育

を味わっている立場ですけれども、これは考えてみれば昔の教育に戻るのだけれども、そ

の昔の教育に戻る中で、先生方にもう少し指導力の権限というか、教育の権限というか、

そういう中では人間的形成は考えられるけれども、教育的な中ではいかがかなというのが

あるのだけれども、そういう中ではどうなのでしょう。先生の権限が低下するというのだ

けれども、教育する人の立場で環境がよろしくないということから考えると、昔の田舎の

教育とタイアップさせるともうちょっとやっぱり権限があればと。というのは、これこの

中で言ったって始まらないことなのだけれども、そういう環境づくりというのは将来とも

だんだん教育者の立場が厳しくなるだけで、緩和されるという要素はゼロなのでしょうか。 

○阿部委員長 教育長。 

〇久門教育長 時代の移り変わりでそのようになってきているのですが、体罰、教職員に

対しては体罰はどんなことがあってもしてはいけないということは徹底しております。昔

は体罰は容認されていたと思います。地域の方も少しぐらいたたいてもいいぞと言ってく

ださる方もいます。しかし、今の法制度のもとではこれはすぐ罰せられてしまいますので、

体罰はよくないと。ただし、子どもに対して体罰はしないけれども、それに見合う、見合

うというのは言葉で強く言えということではなくて子どもの心に届くやり方を工夫してや
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ってくださいと。ですから、居残り学習をするとか、罰当番をするとか、グラウンド一周

するとか、それは許されております。そういうものはだめとは言っておりません。ただ、

有形力を行使してやるのはだめだよという、そういうことですので、決して教職員のあれ

を縛っているわけではないと。ただ、時代が何かあると、先生に叱られたら教育委員会に

電話が来ると。何で叱られたのだという、そういう傾向が今出てきていると。ただ、浦幌

は保護者の皆さんから私のところに先生にたたかれたとか、厳しい指導を受けたとかいう

電話は、私は９年間いますけれども、ありません。間接的に先生方が学力上げようと思っ

て宿題を出す。余り宿題出さないでくださいという声はあります。これはいかがかなと私

は思っております。やはり学校は、知、徳、体とはいえ、知力をしっかりつけるというこ

とが学校でありますから、それは宿題も出すし、自宅自習もやらせるし、忘れた子どもに

対しては居残り学習もさせるし、それは勘違いされているなと思うことについては正して

いかなければならない。ただ、私のところに電話来ているわけではありませんので、そう

いう話を聞いたことがあるということであります。教職員の足を縛っているということは

考えておりません。むしろＣＳをやることによって地域の中に情報を共有しますから、そ

ういうところに先生方が出ていきますから、地域の人がそういう姿を見て、あの先生の指

導はちょっといかがかなと思うところが仮にあったとしても、それはバックアップしてく

れるということで、私はこの取り組みは地域の人と教職員とつながっていく上では非常に

有効なものだなと思っています。 

○阿部委員長 議長。 

〇田村議長 教育委員会を初めとして先生方に大変ご苦労いただき、また地域の人方のバ

ックアップをもらいながら、このＣＳ事業継続しながらすばらしいものになれば子どもた

ちもいいのかなというふうに思いますので、そのご努力に対して本当に心から敬意を表し

たいなと思っております。 

 最後に、恥ずかしい話を１つお聞きします、勉強不足で。追加資料の 10 ページにありま

す 20 メートルシャトルランというのは、これは何なのだか、ちょっと教えてください。 

○阿部委員長 菅野学校教育係長、どうぞ。 

〇菅野学校教育係長 ただいま議長様ご質問ありました全国体力調査の種目の一つである

20 メートルシャトルランですが、これ主に児童生徒の持久力をはかる競技でして、20 メー

トルの間隔を子どもたちが一定のスピードで走り切って 20 メートルゴールすると、次イン

ターバルがあって、すぐまた折り返しの 20 メートルを走る。またインターバルがあって、

また戻るというような、これをずっと繰り返すのですが、だんだんインターバル、それか

ら 20 メートル走るタイムが徐々に短くなっていき、何往復できるか。このメートルの繰り

返しをだんだん速くなっていくタイミングに合わせて何分間、何往復できるかをはかると

いうことで、単純に 1,000 メートルを一生懸命走るのではなくて、短い間隔を繰り返し、

繰り返しずっと往復するというものを今はカセットテープとかＣＤとかで決められたタイ

ムによってホイッスルが鳴るようになっていますので、その期間に合わせて、ピッと鳴る
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と 20 メートル走る。次のピッと鳴ったら走る。これをだんだん短くする。こういうような

競技になっております。 

（「持久力か」の声あり） 

〇菅野学校教育係長 そうです。瞬発力は必要ありません。20 メートルを楽に走り切れる

時間からスタートしますので、だんだん速くなっていく。ただし、それは 100 メートルを

全力で走るようなスピードは必要ないのですが、その前に必ず皆さんスタミナ切れで大体

ストップしてしまいますが、かなり往復を延々と繰り返すと。徐々に徐々に早くなってい

くタイミングに合わせて子どもたちが走り続けるというような競技になっています。 

〇田村議長 勉強不足で申しわけありません。ありがとうございました。この持久力は最

近ですか。以前からこういうのは取り入れているのか。 

〇菅野学校教育係長 この全国体力テストが始まった当初からこの種目の中には入ってい

ました。そのほかに中学校では、男子が 1,500 メートル、女子が 1,000 メートルという持

久力の競技もあるのですけれども、単純な 1,000 メートルを走り切るタイムのほかに今言

った反復継続してシャトルランでやりますと、より持久力が顕著に個人ごとの差が出るも

のですから、今これを積極的に取り入れている状況です。 

○阿部委員長 ほか、副議長、よろしいですか。 

〇森副議長 よろしいです。 

○阿部委員長 それでは、総体的によろしいですね。皆さんお持ちいただいた、考えてい

ただいた質問事項、質疑に関しては終わらせていただいてよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、ここで暫時休憩をいたしたいと思います。暫時休憩いたします。 

 

午前１１時１２分 休憩 

午前１１時２３分 再開 

 

○阿部委員長 休憩を解き、ちょっと時間前ですけれども、会議を始めたいと思います。 

 この後は委員会報告に盛り込むことでございますけれども、自由討議の中で議事進行さ

せていただきたいと思います。 

 これより本件についての問題点及び課題の抽出をしていきたいと思います。問題点及び

課題の抽出については自由討議で行おうと思いますが、これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 異議なしと認め、よってこれより自由討議に入りたいと思います。 

 今回の件について皆さんからそれぞれ順番にいきたいと思いますが。 

 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 私守秘義務と熟議の関係について質問いたしました。熟議は、目標の共有を

参加者で目指すというもので、その中で活発な討議が必要になってくると思うのですけれ
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ども、守秘義務の規定、そのことが不必要に熟議を縛る要因にならないかということで質

問いたしました。教育委員会の回答としては、そもそもプライベートに係る話題は委員会

には出さないということで、各会議の中で具体的にこの場合はどうなのだろう、この場合

はどうなのだろうというふうにお尋ねいたしましたのですけれども、結局教育長の最後の

回答として、そもそもプライベートに係る話題は、そのような提出の仕方は委員の中から

は出てこないということで回答を得ました。 

 もう一点、小学校、中学校、もとはその中で利用されていた社会科郷土読本、これはど

う考えているかということで質問いたしました。教育委員会の回答としては、小学校３年

生と小学校４年生に使われるということで、今のところ平成 32 年度改訂版が出る予定でい

るということです。その中で私としては、その改訂版に対して現状に合った内容の検討を

ということで質問いたしました。私の質問、回答の内容はそのようなことだったと思いま

す。 

○阿部委員長 初めのほうのページで、２ページ、３ページぐらいまではそんな感じだっ

たのかなと思います。その後でございます。３ページ、４ページの中で質疑が多かったよ

うな気がいたしますが、いかがですか。 

 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 ３ページの頭のところのコミュニティ・スクールの必要性というところで、

冒頭の２行を読みまして、希薄化、地域の教育力の低下ということで質問をさせていただ

きました。昔から地域の教育力の低下ということは言われていることであって、現状も同

じような課題が残されてきているということですので、このことはやはりみんなでまた再

度考え直していかなければならないことかなというふうに思っています。向こうの答弁と

いうか、そういったことで余り改善が見られないというようなお話でしたので。 

 それと、学校が抱える課題は複雑化、困難化をきわめていますということで、どのよう

な内容のものであるかということでお聞きしました。やはり学級崩壊というのが相変わら

ずあるということで、どうすればこの問題が解決されるのかということで、先生方も多分

悩んでいると思うのです。私は、幼保一貫教育から始まって全部最終的には家庭教育が根

本的なものであるということで、この辺なんかもきちっと地域の皆さんに所管の中身とし

て伝えていきたいというふうに思っております。 

○阿部委員長 回答として、私何か地域の方が授業参観に来られることによって多少おさ

まるというような言葉もあったような気がいたしたのですけれども。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 私は、個別の質疑内容というよりも、この事業の全体を通しての意見として、

基本はやはり子どもの健全な教育、学力向上、これがメーンだと思うのです。ですから、

これだけの事業の推進に労力をとられたり、事業の推進に目をとられないで、子どもの育

成、学力向上のために努力するということを基本を忘れて事業推進だけ邁進してはうまく

ないなという印象を受けていますから、そのことを強く申し上げたいと思っています。総
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体的な意見です。個別の問題は、特に上げる事項はなかったです。 

○阿部委員長 今のもう少し、何かちょっと今聞き取れなかった部分もあったものですか

ら、申しわけありません。 

〇杉江委員 全町巻き込んで大きな事業として推進しているけれども、目的は子どもの教

育、それから学力の向上なのだから、そのことを見失わないように実践してほしいという

ことです。 

○阿部委員長 わかりました。 

 福原委員、差間委員、杉江委員からの。河内委員はどうですか。 

〇河内委員 私は、家庭学習の定着について聞きました。生活リズムが安定するような形

でいろいろスマホ、ゲームの使用だとか、家庭でのそういった学習、家庭学習が定着する

ような、そういった生活リズムを整えるようなことを進めていくということと、また実践

……学習の実施、学習の実践づけを定着させていくというようなことでの答えがあったと

思います。 

 それで、あともう一つ、生きる力を育む事業ということでお聞きしましたけれども、こ

れは教育長が常に言っておりました確かな学力、それと豊かな心、穏やかな体という、こ

の３本の学校づくりのためのそういった柱を基本として、ＣＳ、そして一貫教育の中でそ

れぞれの学園、またそれとＣＳ委員の方々の協議の中で、それを生かした中で生きる力の

交付金事業というものを推進しているというようなお答えがあったように考えております。

もう少し生きる力を育む特色ある教育活動の支援事業交付金について内容を掘り下げたか

ったのですけれども、今回の所管事務調査の目的からするとちょっと脇道にそれるような

感じもありましたので、そういったつながり、整合性についてお聞きをしたところでござ

います。私はその２つが。 

○阿部委員長 福原委員。 

〇福原委員 ６ページの小中一貫コミュニティ・スクールの推進、組織も入れていいので

すが、先生方のＣＳに対する負担が増しているか、増していないかということで私はお聞

きしました。委員会では負担は増しているが、総合学習の時間を使ったり、それから学習

サポートの人方の助けをかりながら負担感を与えないようなＣＳの推進をしているという

ようなことを教育長さんがおっしゃったと思うのです。先生方には、ふえてはいるけれど

も、負担感というのですか、そういったものも与えていませんということでしたので、安

心はして、先生方の指導力というのですか、そういったものも一生懸命されているという

ことで私は捉えたのですが、所管の中ではどうでしょうか。 

○阿部委員長 あと、ちょっと私感覚的にあれだったのですけれども、今の意見に皆さん、

どうですか。 

（「いいんじゃないですか。そのとおりだと思います」の声あり） 

○阿部委員長 そのとおりで、皆さんわかりましたか。 

（「ええ」の声あり） 
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    （「はっきり私お聞きしましたので、先生方の負担はふえていないのか 

      ということを」の声あり） 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 今福原委員がおっしゃったように、これ次長ですよね。負担はふえると。た

だし、負担感がふえないような、総合学習枠を使ってやる。学習サポート、そのほかやる

べきことをやっていれば負担感はふえず、ＣＳとしてやっていくということで回答してい

ましたよね。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 それと、教育長、この負担増ということについて、スクラップ・アンド・ビ

ルド、これ自分で書いて読めない。 

（「これ杉江さんの質問」の声あり） 

〇河内委員 そうだね。スクラップ・アンド・ビルドの考え方で、できるだけそういった

事業は今後整理した中で新しい事業の中で取り組んでいくのでというような考え方も示さ

れたのかなと思っています。ある一定の理解はできたのかなと思っております。 

○阿部委員長 今の件よろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

○阿部委員長 副委員長、どうぞ。 

○差間委員 ＰＴＡとのかかわりで、屋上屋はなくすと。地域の人中心に直していくとい

うことで、学校運営協議会中心に持っていくようなことをおっしゃっていましたね。これ

杉江さんの質問で、やっぱり同じように仕事量はふえると。北海道からはこの仕事を進め

ろ。だけれども、80 時間を超えるようなクラブ活動に関する先生たちの負担がどんどんな

くなるように、地域の人中心に直していくという、そんなことおっしゃっていましたね。 

○阿部委員長 今の差間委員の意見、よろしいですか。 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 先生方の時間外勤務の縮減ということでおっしゃっていましたよね。だから、

差間委員がおっしゃったことはよろしいと思います。 

 それと、新年度かな。30 年からということで英語が必修みたいになっていくので、先生

の不足というのですか、足りない分をどうしようかなというようなことを言っていました

よね。この辺も何かニュアンスを入れておいたほうが将来に向けての教育界の改善になる

べく沿ったような調査であったほうがよいかなというふうに私は思っていますけれども。 

○阿部委員長 今の教職員任用に関することについてもよろしいですか。あと、皆さんが

ご質問なさったことで、ここは盛り込んだほうがいいということがありましたら、今のう

ちに述べておいていただければと思います。 

 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 きょう余り質疑に参加できなかったのですけれども、大変委員の皆さんには
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申しわけなく思っております。その中で１つ、河内委員の家庭学習の定着を図るというの

に関して、その取り組みはということで、佐藤次長補佐から振り返りと意識づけ、これ私

自身が以前に勉強したというのですか、子どもと接する場合に非常に大事なことだという

ふうに私自身ずっと思っていたことに触れているなと思ったものですからメモしておいた

のですけれども、その授業が終わってきょうのおさらい、そしてあしたの準備、こういっ

たことを子どもたちに振り返りの意識づけというのですか、そういったことで回答してお

りました。この部分は大変びっくりしました。 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 議長が後から聞いた先生方の権限が増大できないかということ、こういう権

限の増大というはっきりした言葉は使わなくてもいいのですけれども、教育長だったと思

うのですが、心に届く教育をするように先生方にはお願いしてありますということでおっ

しゃっていましたので、この辺なんかもなかなかいい言葉だなというふうに思っています

ので、何とか入れられるのであればどこかで入れていったほうがいいかなというふうに思

っています。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 教職員の権限に関してですよね。本当に心に届くことを言ってくれたなと思

って私も聞いておりました。体罰を与えるのではなく、心に届く教育をするということで、

これができればＣＳ一貫教育でなくても子どもの生きる力を育むというのですか、そうい

ったことに大変有益なというのですか、そういう教育ができるのだろうなというのは考え

ました。 

○阿部委員長 はい、どうですか。 

〇河内委員 私のメモをもう一回読むと、11 月４日の学習実践発表会、その中で私の家庭

学習の定着についても発表があるというようなことを言っていましたので、行けたらぜひ

行って内容もちょっと見たいなと思って。 

○阿部委員長 それは、直接でないですからね。 

 差間委員。 

○差間委員 最初に福原さんの質問なさったＣＳの問題点、やっぱりいじめ、不登校がで

きてきたりして、そういったことで、その次から３点教育長がおっしゃったのですけれど

も、地域総ぐるみでかかろう、地域の力をかりましょう、学校運営に参加しましょう、そ

の仕組みづくりをしていくのがＣＳだということをおっしゃったのです。この部分はぜひ

私たちの所見の中に入れてほしいなと思いまして。何か考えれば考えるほど資料のおさら

いというのですか、それになってしまうのではないかなということはあるのですけれども。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 今の討議の中で、私たちも走り書きのメモの中で整理し切れないところも正

直言ってあるので、今の部分は今の部分として別にしていただきたいのですけれども、あ
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とここ数日でまとめたやつを委員長にファクスして送るので、今のをベースにした形でひ

とつ報告書について委員長と副委員長で一任したいと思うので、まとめていただきたいな

と思うのですけれども、いかがですか。 

○阿部委員長 これまで、もうここまではよろしいですか、一応皆さんのご意見について

は。よければ、今河内委員のほうから言われたようなことでいくと思うのですけれども、

ございませんか。 

（「よろしいです。委員長、副委員長にお任せしますので」の声あり） 

○阿部委員長 では次に、問題点、課題の提出で出た意見、今回のために委員として意見

があれば協議していただきました。自由討議できたのですけれども、これでよろしいかな

と思うのですけれども、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 この意見といいますか、所見につきましてもこの場で言うのもあれなので

すけれども、やはりこうやって出していただかないとなかなか盛り込みができないという

ことなので、今までのさきに質疑されました、議論されました、討論されましたことが基

本になりますので、そのことを基本にしたいと考えておりますので、皆さんの今おっしゃ

られたこと、発言されたことからいかに外れることなく、今のご意見をいただければあり

がたいと思いますので、よろしくお願いいたします。一応このことについて言わせていた

だきたいと思います。 

 あと、皆さんからなければ、議長、副議長のほうからも全体を通してちょっと伺いたい

と思いますが、よろしいですか。 

（「ありません」の声あり） 

○阿部委員長 これで本日の所管事務調査、小中一貫コミュニティ・スクールの取り組み

の現状と課題ということについての所管事務調査等について終わりたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、これをもちまして終わりたいと思います。 

 きょうは、いろいろな形の中で私の進め方がちょっと不手際がございまして、皆さんに

大変な、いろいろとご協力いただいたことに感謝申し上げ、また議長、副議長におかれま

しては本当に最後に貴重なご意見をいただきましたこと、感謝申し上げます。また、きょ

うは本当にお忙しい中ご出席を賜り、ありがとうございました。皆さんにおきましても本

当にきょうはありがとうございました。 

 これにて所管事務調査、本日のここまでは終了させていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

閉議 午前１１時４９分 


