
■「稚内市教育大綱」に係わる進捗状況について                                                                              資料② 

柱 ① ≪地域・家庭における教育力の向上 〔家庭教育〕≫ 

【重点施策】  『子育て運動を基本とした家庭・地域・学校の「連携」と「協働」による地域教育の推進』 

No 重点項目 項目内容 （教育行政執行方針より抜粋） 進 捗 状 況 

１ 子育てファイル「あゆみ」の導入 

○全ての子どもたちが、安全な環境で安心して適切な教育を受け、健やかに成長

することができるように、今年度より子育てファイル「あゆみ」を導入してまいります。 

このファイルは、保護者が子どもの成長を記録し、子どもたちに関わる関係機関

と共通理解を深めるために、大変有効なファイルですので、是非活用をお願い致し

ます。 

・5 月から幼稚園、保育所、小学校、市保健福祉センターにおいて随時配布している。 

 市保健福祉センター ０歳児  ６１冊 

 幼稚園、保育所    ４歳児 ２６７冊 

 小学校          ７歳児 ２６５冊 

・活用状況としては、個人面談や家庭訪問での活用をお願いしている。 

・配布元機関への調査では、今年度の配布時期が家庭訪問時期以降であったため、具体的な活用には至

っていない、という状況であった。 

・来年度は 4 月当初の配布とし、積極的な活用を促すこととする。 

・多くの保護者が、積極的にファイルを活用できる環境をつくるため、子育て推進協議会や稚内市連合ＰＴ

Ａなど、各関係団体とより一層の連携を図る必要がある。 

・配布後の 8 月に配布元機関に対して、アンケート調査を実施したが、配付元では活用状況を把握してい

なかった。今後は配付後 1 年をめどに、各家庭での活用状況についてアンケート調査を実施する予定。 

２ 子どもの貧困対策 

○現在、大きな社会問題となっている貧困問題について、本市では、昨年から他

市に先駆け「子どもの貧困対策本部会議」を設置し、多くの関係機関からなる「子ど

もの貧困対策プロジェクト会議」において調査研究を進めてまいりました。 

昨年 11 月 24 日には、稚内北星学園大学で「稚内市子どもの貧困対策市民シン

ポジウム」を開催し、200 名もの市民に参加をいただき、基調講演後に多くの意見も

いただきました。その内容の多くは「子どもの貧困の連鎖を市民ぐるみで断ち切ろ

う」という意思表明や決意でした。 

今年度は、新たに「稚内市教育連携会議」を設置し、引き続き貧困対策の取り組

みを強化してまいります。 

・5 月に教育連携会議を設置し、11 月までに 3 回の会議を開催、プロジェクト会議も 3 回開催した。 

・市内 4 地区における「幼保小中高ライフステージに応じた子どもの支援のあり方」について『四地区ネットワ

ークプラン』としてまとめることができた。 

・11 月 22 日に子どもの貧困対策講演・シンポジウムを開催し、約 220 名の市民が参加した。 

・アンケートからは、子どもの貧困対策について教育の視点から、学校づくり、子どもの居場所づくりなどを街

づくりの観点から、関係機関が連携して取り組むことの重要である、などの意見があった。 

・提言書にまとめ、12 月 28 日に市長に提出する予定。 

３ 「いじめ」や「不登校」対策 

○「教育委員会制度」改正のきっかけにもなりました「いじめ」や「不登校」につきまし

ても、大変難しい問題ではありますが、学校・家庭・地域が連携し、課題を共有しな

がら解決に向けた取り組みを推進してまいります。 

・各学校と教育相談所、適応指導教室が連携して、適時対応し、課題解決に努めている。 

・具体的には、いじめを認知した時点で、校内で対策チームを組織して、被害者児童生徒と加害者児童生

徒から状況を聞き取り、直接的な指導を行っている。また、それぞれの保護者にも学校の指導方法や対応

方法を伝え、連携を図っている。 

・被害者児童生徒へは校内でサポートチームを組織して、継続的に面談を行い心のケアに努める。また、

状況に応じてスクールカウンセラーなどによるカウンセリングを行っている。 

・いじめの認知件数については、9 月末時点で小学校 10 件、中学校 6 件となっているが、いずれも解決済

みである。 

・不登校児童生徒への対応として、集団生活への適応や学校生活への復帰をめざし、適応指導教室を設

置している。11 月末では、小学生 3 人、中学生 8 人が通級しており、その内、中学生 1 名が猿払町からの

通級となっている。 

・学校への復帰には至っていないが、継続的な支援を行っている。 

・義務教育を終え、高校に進学した生徒へも、高校と連携をとり継続的な支援を行っている。 

４ 病児保育所の設置 

○病児保育事業は、保育施設や小学校に通っている児童を対象に、病気の治療

中や回復期にあって、集団保育が困難な期間に一時的にその児童を預かり、保護

者を支援することを目的としております。病児保育施設の開設は、子育てをしなが

ら安心して就労することができる環境が整い、女性の社会進出や少子化対策として

も有効で、今年度中の設置を目指してまいります。 

・病児保育施設建設事業費補助事業の実施。 

・病児保育事業実施に係る準備（要綱・様式の作成中）。 

・保育士の採用が決まりしだい委託契約を締結し、事業実施となる。 

※ 重点項目：①就学前アドバイザーを活用した支援と要保護児童・児童虐待の対応 

②放課後児童支援対策の充実 



 柱 ② ≪時代に即した学校教育の推進 〔学校教育〕≫ 

【重点施策】   『子どもたちの将来に夢と希望を与える学校教育の推進』 

No 重点項目 項目内容 （教育行政執行方針より抜粋） 進 捗 状 況 

１ 
「稚内市学力向上プロジェクト会議」 

の推進 

○本市の喫緊の課題となっております学力向上の取り組みに関しては、昨年度か

ら、学校、PTA、教育関係団体等から構成される「稚内市学力向上プロジェクト会

議」が校長会を中心に立ち上げられました。 

この会議では、学力の実態分析・課題の整理・取組の構想などを検討し、提言

を取りまとめることとなっており、課題解決に向け一致協力し取り組みを進めてまいり

ます。 

・プロジェクト会議内に「授業改善」「子どもの生活」「土曜授業の進め方」の 3 つの部会を設置している。 

・各部会で学力の実態を分析し、課題を整理しながら、今後の取組の構想などを検討している。 

・12 月 12 日に市長に提言書を提出する予定となっている。 

・今年度の学力学習状況調査では、昨年度と比較して、 

 小学校の平均正答率は、国語Ａ・算数Ａ・算数Ｂにおいて上昇しているものの、全国との差は４教科とも拡

大している。 

 中学校の平均正答率は、国語Ａ・数学Ａ・数学Ｂにおいて上昇しており、国語Ｂ以外は全国との差が縮ま

っている。 

・平成 29 年度には学力向上のための「稚内市学力向上推進会議（仮称）」と、全国全道の優れた実践や教

訓を学び合う「稚内市学び隊（仮称）」を設置する。設置にあたっては準備会を立ち上げ、目的、目標、活

動計画などを整理していく。 

２ 
「放課後グングン塾」の継続 

と「土曜授業」の推進 

○小学校１、２年生における「少人数学級」の実施や小学校３、４年生を対象にした

「放課後学力グングン塾」による基礎学力の定着についても引き続き取り組み、「土

曜授業」につきましても、既に実施をしている稚内中学校の実績を踏まえ、今 年

度から、新たに４つの中学校で学ぶ意欲を高める取り組みとして導入してまいりま

す。 

・市内 4 小学校 4 校において、3・4 年生を対象に、国語と算数の放課後学習を行っており、本年度で 4 年

目となる。 

・参加率 61.0％であり、児童の約 6 割から「今までわからなかったことが、よくわかるようになった」「聞くこと、

調べることができるようになった」との声が寄せられており、問題解決に向かう意欲や学ぶ意欲の向上が見ら

れる。 

・保護者の約 9 割から学力が「ついた・少しついた」との声が寄せられ、家庭においても学習に対する意欲や

習慣化といった面で変化が見られる。 

・定着度に応じた支援の要望も高く、今後は習熟度クラス別編成や学力の低い児童へのマンツーマン指

導など、可能性についても検討していく。 

・参加率向上の取り組みとして、グングン塾の効果を伝えていくための工夫と学校との連携強化を図る。 

・土曜日において多様な学習、文化やスポーツ、体験活動等の機会を設け、これまで以上に豊かな教育

環境を提供するため、市内 5 中学校において、土曜授業を行っている。 

・生徒アンケートから「色々な人の話しや色々な体験ができた」「仲間と楽しく学ぶことができる」など肯定的

な意見がおおいなか、「休みがなくなり疲れる」「あまり変わらない」という意見もあった。保護者からは「規則

正しい生活になった」「これまでと変わらない」など意見を頂いている。土曜授業をとおして、学ぶ意欲が向

上し、学力・体力・心力が向上しており、規則正しい生活リズムが定着している。 

・課題としては、各種競技大会や発表会などとの日程調整や、学校や家庭、地域との連携強化による土曜

授業の充実があげられる。 

３ 学校施設整備の推進 

○子どもたちの安全・安心の取組として、学校の耐震化を促進し、稚内南小学校の

建設に着手するなど、学校施設の整備を計画的に進めてまいります。 

・声問小屋体、天北小屋体の耐震補強工事が完了。 

・港小校舎屋体と潮見が丘小屋体は耐震補強工事中。28 年度中に完了予定。 

・平成２８年度末の耐震化率 73.4％となる。 

・富磯小屋体と南中校舎屋体も国庫補助が内定し、29 年度に耐震補強工事を完了する予定。 

・平成２９年度末の耐震化率 89.5％となる。 

・南小改築は、屋体改築工事に着手、平成２９年６月に完成予定。 

・校舎も国庫補助が内定し財源が確保されたため、計画通り 29 年 8 月から校舎改築工事に着手、平成３１

年１月に完成予定。 

・平成３０年度末の耐震化率 92.9％となる。 

４ 
安心安全な学校給食の提供 

及び給食費助成事業の継続 

○地元の食材を積極的に取り入れることにより、安全・安心を確保するとともに、食

への感謝と郷土への愛着心を深め、発育期における児童生徒の健康増進と体位

の向上を図り、保護者の負担軽減として給食費の助成を継続してまいります。 

・学校給食の提供については 312,512 食を提供すると共に、稚内ブランド食材や旬の地場産物を提供した

他、稚内学校給食独自ブランドとして、「稚内牛乳パン」や「宗谷の塩入りソフトフランスパン」を定着するこ

とが出来た。 

・給食費助成事業については、929件の申請を受理し、事業実施3年目であることから申請は非常にスムー

ズに行われたものの、いまだに未申請者がいると思われるので、年度末まで個別対応するなど申請を受付

けるとこととし、最終的な支給率は前年並みの21％前後になる見込み。また、義務教育の家庭については、

年々共稼ぎ世帯が上昇傾向にある。 



５ 北星学園大学の支援 

○公設民営により開学した稚内北星学園大学は、稚内地域の教育水準の向上や

地域社会の発展に大きく貢献し、これまで優れた人材を社会に輩出してきておりま

す。 

平成 26 年度には、文部科学省の「地の拠点整備事業」に採択され、地域に根ざ

した「地域教育力の向上」や「まちづくり」に取り組み、本市の高等教育機関として、

また、若者が定着する拠点として存在感を高めております。 

このように、教育機関としてのみならず、地方創生においても大きな役割を果たし

ている大学への支援を強化してまいります。 

・稚内北星学園大学の経営安定を図るため、運営費に対する支援（補助金及び貸付金）の実施と大学自

体の経営改善計画などの取り組みから、大学経営の安定に向けて順調に進んでいる状況。 

・稚内市と当大学との包括連携・協力事項について検討。 

※ 重点項目：①「稚内市学校教育推進計画」 

②特色ある教育環境の継続 

③特別支援教育の強化 

 

柱 ③ ≪活気あふれる学びの場づくり 〔社会教育〕≫ 

  【重点施策】  『子育て運動を活かした生涯学習の推進』 

No 重点項目 項目内容 （教育行政執行方針より抜粋） 進 捗 状 況 

１ 
スポーツの振興 

と総合型地域スポーツクラブの設立 

○平成 28 年度から整備を実施する「旧稚内大谷高校跡地」を活用したスポーツ施

設については、冬季スポーツの振興として「カーリング場」「屋内多目的運動場」を

整備し、ノシャップ地区にあるスポーツセンター機能の移転集約として、柔道や剣

道などの「武道場」、「アーチェリー場」を併設するなど、公園整備事業により一体的

なスポーツ施設の拠点づくりを進めてまいります。 

更に、これらの施設を拠点として、地域の子どもから高齢者まで、初心者から上

級者まで、それぞれの目的に応じた活動ができる総合型地域スポーツクラブの設

立を目指してまいります。 

・みどり公園整備基本設計業務で、カーリング場の規模別における整備費等の比較検 

討を実施している。 

・平成 28 年 11 月 28 日、総務経済、民生文教常任委員会連合審査会に「みどり公園 

整備基本設計調査業務中間報告書」を提出し協議を実施した。 

２ 「フルマラソン大会」開催への検討 

○日本最北端の魅力や地域の特性を活かした全国に発信できるスポーツイベント

として、宗谷岬から北防波堤(きたぼうはてい)ドームまでを走破する魅力あるフルマ

ラソン大会実施に向け、今年度から具体的な調査を開始し平成 30 年の実施を目

指してまいります。 

・平成 28 年 6 月美瑛町、9 月網走市で開催されたマラソン大会を視察した。 

・平成 28 年 12 月、フルマラソン検討委員会で、実施計画（案）や大会要項（案）につい 

て、協議を実施した。 

３ 樺太連盟との連携・推進 

○戦後 70 年が経過して樺太時代の記憶が薄れていく中、樺太関連資料を後世に

残すことは、本市の使命でもあり、樺太連盟の協力を得ながら資料の調査、収集に

努めてまいります。 

・平成28年度末までに、樺太連盟から稚内市へ、樺太関係資料寄贈と、樺太資料展示設備充実への寄付

金 5,000 万円が予定されている。展示場所については北方記念館および副港市場を予定。 

４ 文化協会との連携・推進 

○稚内文化協会及び関係団体との連携を強化し、市民参画型の文化、芸術活動

に対する支援を積極的に進めてまいります。 

・稚内文化協会及び関係団体の連携、連絡を推進。一方において各文化団体の高齢化が進んでおり、次

世代へ文化継承が課題としてあげられる。今後、児童・生徒を中心とした活動を行っている文化団体の新

規加入促進のほか、さらなる文化協会の活性化を推進する。 

５ 生涯学習の基幹施設 

○旧商工高等学校校舎を整備し、社会教育センターの機能や学校教育所管の施

設を一元化し、利用者の利便性を図るべく検討を進めてまいります。 

・生涯学習推進施設整備は、９月議会にて実施設計業務委託費を予算計上済。 

・従来の施設とは違う、人材集約と学社融合をもとに「いつでも・誰でも・気軽に」のコン 

セプトを定めた。 

・現在、新年度の工事に向け費用や整備内容を調整中。 

※ 重点項目：①第８次社会教育中期計画の推進 

②子ども芸能祭・南中ソーラン祭の充実 

③旧瀬戸邸活用の推進 

④青少年科学館及び南極観測６０周年事業の推進 

⑤「第２次稚内市子どもの読書活動推進計画」の推進 

 


