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令和元年度 第１回 稚内市総合教育会議 議事録 

 日 時 

令和元年 11月 12日（火）午後 3時 00分 開会 ／ 午後 4時 30分 閉会 

 

 場 所 

稚内市役所４階 委員会室 

 

 出席者 

（構成員） 市  長 

教 育 長 

教育委員 

教育委員 

教育委員 

教育委員 

工 藤   広 

表   純 一 

山 本 泰 照 

佐 賀 孝 博 

伊 藤 輝 之 

門 間 奈 月 

（職 員） 総務部長 

生活福祉部長 

教育部長 

子ども子育て対策監 

教育総務課長 

学校教育課長 

社会教育課長 

生涯学習総合支援センター長 

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ担当主幹  

教育総務課主査 

山 崎   智 

藤 原   淳 

渡 邊 祐 子 

細 川 早 苗 

秋 山 淳 一 

山 川 忠 行 

円 山 久 人 

谷 原 敏 夫 

橋 本 英 一 

江 戸 唯 之 

（事務局） 地方創生課長 

地方創生課主査 

地方創生課主事 

遠 藤 直 仁 

木 村 博 之 

堀   耀 太 

 

◆ 協議事項 

（１）教育課題について 

①第２次稚内市教育大綱（案）について 

②稚内市における学力向上対策について 

③義務教育学校について 

 

（２）その他 
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１. 開会のことば 

【事務局（地方創生課長）】 

只今から、令和元年度第１回稚内市総合教育会議を開催いたします。事務局を担当してお

ります地方創生課長の遠藤です。よろしくお願いいたします。はじめに、開催にあたりまし

て、工藤市長からご挨拶申し上げます。 

 

２. 市長あいさつ 

【工藤 市長】 

今日は、お忙しい中、令和元年度 第 1回稚内市総合教育会議にご出席いただきましてあ

りがとうございます。何度もお話しておりますが、平成 23 年に起こった大津市のひき逃げ

事件に端を発して、教育委員会制度のあり方があって、平成 27 年からこの会議を開催して

おりますが、私が主催し、稚内市として教育行政の指針である教育大綱をまとめるというこ

とは、既にご承知のとおりであります。先般 9月議会での教育長の選任同意を受けて、11月

1 日付で表教育長を任命したところであり、また門間さんを新しい教育委員にお迎えをした

という意味では、新たな体制での総合教育会議になると思います。本会議では、今後 3年間

における本市教育行政の基本方針であります、第 2次稚内市教育大綱の審議を中心に進めて

いきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局（地方創生課長）】 

本会議の運営にあたっては、運営要綱上、市長が議長を務めることとなっていますが、進

行については昨年同様に、私のほうで進めさせていただきます。 

会議を開催するにあたり、議事録の署名については、本会議運営要綱第７条第３項の規定

により山本教育長職務代理者を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。なお、

議事録につきましては、事務局が作成いたします。 

  ご案内では、２つの項目でしたが、もう１つを加え、全部で３つの項目で会議を進めさせ

ていただきます。 

 

３. 協議事項 

（１）教育課題について 

  ①第２次稚内市教育大綱（案）について 

【事務局（地方創生課長）】 

はじめに、第２次稚内市教育大綱（案）について、事務局から説明いたします。 

 

【事務局（地方創生課）】 

事務局の地方創生課の木村と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 

【事務局（地方創生課）】 

地方公共団体の長は、法律に基づき、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大

綱を定めるとしています。大綱を定め、又は変更しようとするときは、総合教育会議で協議す

ることとなっておりますので、今回協議事項として提出しております。 
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  第 1次稚内市教育大綱は、対象期間を、平成 28年度から平成 30年度までの 3年間とし、「地

域・家庭における教育力の向上〔家庭教育〕」、「時代に即した学校教育の推進〔学校教育〕」、「活

気あふれる学びの場づくり〔社会教育〕」の３つの視点から基本方針を示し、様々な取り組みを

進めてきました。 

まず第１次の柱の１つである「地域・家庭における教育力の向上〔家庭教育〕」についてです

が、子育て運動の取組は継承していますが、近年は発達障害や貧困問題などにも対応していく

ことが必要であり、家庭において親子のふれあいが大切であり、子どものコミュニケーション

能力を身につける環境づくりが大変重要になっています。 

また、子どもの貧困対策のために、これまで中学校区単位での子どもの支援ネットワークの

充実、中学生までの医療費無料化、民間による地域食堂の創設など、子どもたちが元気に成長

できる環境を整えてきています。 

一方で、依然として、不登校については増加傾向にあり、引き続き、課題解決に向け、関係

者との連携していく必要があります、と総括しています。 

  この第 1次の期間で取り組んできたことを踏まえ、第 1次の重点施策である、家庭・地域・

学校の相互の連携を協働の取組を通じて、地域の教育力の向上を図ってきたことから、これを

さらに充実していくべく、第２次では「地域の協働による家庭教育の推進〔家庭教育〕」を、基

本方針の１つ目として掲げ、第１次で培ってきた地域教育の推進による親支援、子育て支援の

充実を重点施策とし、家庭の教育力を向上させていくため、「市民ぐるみの子育て運動」をもと

に、子育てを取り巻く環境の整備・充実に向け取り組み、子どもの貧困対策の必要な環境づく

りにも努めるとともに、安心して子育てできる環境づくりを進めていきます。さらに子どもの

発達の段階に応じて、社会生活に必要な適応力や道徳心を培う活動も進めていきます。定めさ

せていただいています。 

 次に、第１次の柱の２つ目の総括としては、小学校における英語の教科化などが盛り込まれ

た新学習指導要領を見据え、時数確保にあたり各学校の裁量により移行期間において時数確保

を図ってきました。 

平成 29年度に校長会、教頭会、教育研究所、ＰＴＡなどで構成される「学力向上推進会議」

を起ち上げ、教育研究会と連携し、授業づくりや学校経営などに還元しています。また平成 30

年度には、宗谷管内の教育研修・研究機能の一元化を図る目的で「宗谷教育研修センター」も

起ち上げていいます。 

子どもたちが、何のために学んでいるのか、実感が持てなく学校へ通う子どもたちにも将来

の夢や希望を持てるよう、幼児から大学生まで発達段階に応じたふるさと教育やキャリア教育
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をもとに、将来稚内を支える地域のリーダーや世界で活躍する人材を育成していく「稚内キャ

リアデザイン」を策定する方向性を確認しています。 

稚内北星学園大学では小中学校と連携し、市内中学校の土曜授業で大学生との交流や教授が

特別授業を開催、また教員向けのＩＣＴ機器活用研修会へ講師派遣するなど地域の活性化にも

寄与しています、と総括しています。 

この第 1次の期間で取り組んできたことを踏まえ、第 1次の重点施策である、子どもたちの

将来に夢と希望を与える教育の実現に向けて取り組んできたことから、これをさらに発展させ

るべく、第２次では、「次代を担う人材の育成と地域とともにある学校づくりの推進〔学校教

育〕」を、基本方針の２つ目として掲げ、新しい時代に必要となる資質・能力を育む学校教育の

推進を重点施策とし、ライフステージに応じたキャリア教育の実施を目指し、グローバル社会

で活躍していく「わっかない人」を育成するため、夢と希望を叶えられる教育に取り組んでい

きます。また、幼児から大学までの教育連携の一層の充実に向け、学校種間の切れ間のない接

続を目指し、開かれた学校のあり方を追求し、地域コミュニティの核となり得る学校経営の推

進に努めます、と定めています。 

   第１次の柱の３つ目である社会教育では、第８次社会教育中期計画での評価・検証により、

青少年教育分野では、時代の変化に対応するため情報機器に関する学習を学校や地域単位で実

施してきており、また各地区の子育て連協による活動や、青少年交流など子どもたちに貴重な

体験の場を提供してきています。一方ではモラルを含めた情報機器の賢い使い方が重要となっ

ていることや、子ども会活動を支える人材不足が課題となっています。 

成人教育分野では、稚内学などが座学として定着し、また生涯学習総合支援センター「風～

る わっかない」の開設により、これまで以上にサークル間の交流が促進しています。今後は

働く世代の学習ニーズへの対応や機会の充実などが求められていいます。 

高齢者教育分野では、高齢者のなかでも各世代を網羅できるよう配慮してきたが、インター

ネット社会だからこそ大切な情報が高齢者にも伝わる工夫や、高齢者が培われた経験を若い世

代へ語り継げる機会を創出していく必要があります。 

スポーツ分野では、指導者の資質向上やジュニア世代の育成強化を関係団体と連携を図り、

合宿誘致やプロスポーツの開催など、トップレベルの競技スポーツに触れる機会の拡充に努め

てきています。また、水泳や空手など継続的に全国大会に出場する選手が出てきており、本市

から３名のプロスノーボーダーが誕生するなど、子どもたちに夢を与えるきっかけにつながっ

ています。 

文化分野では、北方記念館に加え、旧瀬戸邸や樺太記念館での郷土史・文化財に触れる機会
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が増えていることで、文化財等への関心も高まっている。子どもたちの学習の場にとどまらず、

市民や外国人を含めた本市を訪れる観光客など交流人口の増加にも寄与しています、と総括し

ています。 

この第 1次の期間で取り組んできたことを踏まえ、第 1次の重点施策である、子育て運動を

活かした生涯学習の推進に取り組んできましたが、第２次では、これをさらに発展させるべく、

社会教育の分野と文化・スポーツ文化の分野にそれぞれ基本方針をたて、社会教育分野では、

「市民の学びを支える地域づくり〔社会教育〕」を、基本方針の３つ目として掲げ、市民一人ひ

とりが心豊かに暮らせる生涯学習の推進を重点施策とし、あらゆる年代の市民が主体性を持ち、

ともに学びあい、心豊かに育ち合う社会教育を推進し、生涯学習のニーズに対応した学習環境

の充実を図り、地域のつながりを生み出す共生社会の構築に取り組むことと、定めています。 

 第１次では社会教育と合わせた基本方針としていた文化・スポーツを新たに、「まちの魅力を

活かした文化・スポーツ活動の推進〔文化・スポーツ〕」として、第２次の４つ目の柱として掲

げ、文化・スポーツを身近に感じられる環境の創出を重点施策とし、多様な文化・芸術等に触

れる機会を拡充し、文化振興を図るとともに、スポーツでは、生涯にわたって積極的にスポー

ツやレクリエーション活動に参画できる環境づくりを推進し、生き生きとした人生が送れるよ

う、日常的に運動に親しむ機会を充実していきます、と定めています。 

第 1次大綱の総括、そして第 2次の基本方針について説明してきましたが、第１次の３つの

柱から、第２次では、本年 3月に策定した、第５次総合計画における教育、文化、人材育成等

の教育分野の施策も基本としながら、「家庭教育」、「学校教育」、「社会教育」、「文化・スポーツ」

の４つの視点から基本方針を示しています。対象期間は令和元年度から令和３年度までの３年

間としています。以上、第 2次稚内市教育大綱（案）についての説明を終わります。 

 

【事務局（地方創生課長）】 

只今、第２次稚内市教育大綱（案）について説明がありましたが、委員の皆さんからご意

見、ご質問があれば、ご発言いただければと思います。いかがでしょうか。 

 

【工藤 市長】 

私が質問するのも変ですが、第二次の大綱は後ほどお話するけれども、一次の総括について聞

いていると、総合計画を引用したという話もあったけれど、あまりにもやりましたという話ばか

りである。どこまで、どうやったというのが何もない。これでは総括にならないだろうと。そこ

は厳しく総括した方がいいような気がする。数字も使って。せっかくやってくれたのだから、そ

こは胸を張って説明してくれればいいことだけれども、あまりにも文言で、あれもやりました、

これもやりましたということが聞こえてくるが逆にどちらかと言うと、これは大綱だから、大綱
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と計画は何が違うと言われると困るけれども、今は事務局が一番得意なようにＫＰＩで数値の目

標を立てて、どこまでそれを実現できたかと数量化して総括しているわけだから。まだまだ総括

の仕方はもう少しよく考えた方がいいかなと思うのが意見として一つ。 

個人的にさっきの二次の大綱で一番悩むのが、いつも困っている文化振興はどういうふうに考

えているかということを是非聞きたい。文化振興は、言葉として独り歩きしているくらいだけれ

ども、うちの実態としてスポーツ振興というと非常にやりやすいと言うかわかりやすい。文化振

興の団体もあるが、団体も非常に高齢化していてどうするかというような現実的な問題を抱えて

いるけれども、これから先、どう文化振興という言葉に応えていくのかというのは私にとって今

非常に大きな悩みです。それをここに書いてあるけれども、どんなイメージで書いているのかな

というのは是非教えて欲しいです。 

 

【表 教育長】 

文化の方は教育委員会でやっているので、教育委員会から言うと文化は非常に幅広いです。こ

のまちの中で強いものというのは音楽ではないかと思います。音楽系の活動は盛んで子どもたち

から大人に至るまで、合唱や吹奏楽などについては非常に盛んであると思います。かつて、盛ん

だった私の母もやっていた詩吟は非常に高齢化が進んでいて先生方も亡くなってしまっていて、

一人減り、二人減りとなってきていますが、音楽は若い世代が学校教育としての関わりもあるの

で、文化として継続性があるのかもしれないですけれど、そういう継続性があって発展している

のと、かつての高齢者が中心となってやっていたものが、より高齢化してなかなか次の世代に伝

えきれていないのと、二極化しているのかなと。正式なものではないですけれど、私自身として

は日頃文化の団体と接していてそのように思います。 

 

【工藤 市長】 

何でそのような話をしたかというと、スポーツと文化は対比されるように並んでいて、団体も

同じような話になるけれども、スポーツは、どのスポーツ種目を押し上げてきちんと一つにまと

まっているけれど、文化はわかったような、わからないような話で美術を目指す人もいれば、音

楽を愛好する人もいる、あるいは、全然違うジャンルもある。これを一つにまとめるということ

は、まとめること自体ナンセンスな話。それぞれをどう活かしていくかというスタンスが行政側

にはないと思う。 

なかなか文化振興という言葉を実現するというのは非常に難しいという思いがある。確かに文

化振興グループが教育委員会にあるけれども、そこは一体何をやっているのかと言われると、言

葉としては独立している。多様な文化、芸術等に触れる機会を確保し文化の振興を図りますと言

うのだけれど、その文化は何を思い描いて書いているのかというのはよくわからない。どれもや

っている人たちはみんな真剣だから、そのために文化センターのステージとしてあるから。あの

ようなものを使いながら、このまちのそれぞれの文化活動を伸ばしたいけれども、あるいは拡大

したいけれども、それは一体そこに向かってどんな観点で取り組んでいくのかがわからないと、

ここに文化振興を図りますと言われるが、どういう意味だと言われると非常に答えづらい。 

 

【伊藤 委員】 

全体でそうかもしれないですけれど、みんながわかりやすい姿というか、文化を振興するとい
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うのはどういう姿なのかとか、スポーツが振興しているのはどんな姿なのかということが、みん

ながイメージして、そうだよねという合意が得られるようなものが、ぱっとあるとこういう文言

を見るとなるほどと思うけれども、それがなくただ言葉だけ先走りするとイメージが付きづらい

なと。吹奏楽の演奏会が毎週あるのが振興している姿なのかというと、それではないかもしれな

い。他の文化クラブをしている人、マイナーの人たちはどうしたら振興されているのかというの

が見えづらいのでトータルで稚内市の文化の振興はこんなスタイル、イメージだよということが

見えるといいのかなと。これは他のことにも言える事だと思うけれども。そんなふうに聞いてい

て思いました。 

 

【山本 委員】 

スポーツは結果が出ると大体は研究されているけれども、文化は一概にそれっていうわけでは

なくて、全体でその地域の音楽とかは特に小さい団体が一体となって、それがだんだん効果とし

て結果が出ることによって市町村の方向性が出てくるけれども、市とすればそういう団体なり個

人の基準値を考えていただければありがたいなと思います。教育の環境については、先ほど市長

もおっしゃっていたように数値的に話す方が見やすくなってきます。それも努力目標を掲げるの

も大変なことではあるけれども、やはりある程度は数値を見せることは必要だと思いました。 

 

【伊藤 委員】 

どの団体がどのような活動しているかがわかると、よりイメージしやすいかなと思います。 

 

【門間 委員】 

文化ということではたくさんの大小のサークルや団体があるので、点では皆さん凄くがんばっ

ていますし、活動されているなと思います。バレエのサークルが文化センターで発表会をやった

り、エンジェルボイスも長年にわたり、毎年素敵なステージもあったり、また宗谷のダンスプロ

ジェクトも８、９年くらいで、かなり子どもたちのダンスも上手になってメジャーな人たちも稚

内に出入りして、また稚内から出ていくと。そうしながらもあまり知られていない部分もあると

思うのですけれども、シーモア・スノーボードのチームと宗谷ダンスプロジェクトのチームは１

年に１～２回お互いの練習を交換して参加するということをしておりまして、先月と今月やって

いたのですけれど、そういうところでやっている団体自体はご縁の繋がるところで繋がったり、

刺激しあって見えないところで発展したり振興したりというのはあるのかなと感じます。 

点となっているところが引いたところで全体像として知られる機会が少ないのかなと。いろん

な活動をリサーチしていると、そこをどうやってコーディネートをしていこうかとか、どういう

ところが繋がれるのだろうかとか、じゃあこういう機会を企画してそこに参加をして、そこでコ

ミュニケーションとったり、意見を交換したり、そういう企画のようなものも見えてくるのかな

という気がしています。 

見えづらいところではあるけれども、潜在的にはすごく可能性を持って活動している子どもた

ち、それを支える大人たちというのは、本当にエネルギッシュに動いているところもあるなとい

うのは実感しております。 
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【佐賀 委員】 

先ほどの詩吟の話で言うと、子どもたちは詩吟というもの自体は多分ほとんどの子が知らない

だろうと。今、学習時間がなかなか確保できないので難しいかもしれませんが、そういった大人

の文化に触れる機会とかというのをもう少し作ることができれば、その中で何人かはおもしろそ

うだなとか、やってみようかなという子どもたちが出てくるのかなとは思いながら聞いていまし

た。先ほども言ったように実際はなかなかいろんなことをやらなければいけないので、どこまで

そういったところが可能なのかなというのは難しいなと思いながら考えていました。 

 

【事務局（地方創生課長）】 

その他文化の関係ではご意見ございますか。先ほど総括の仕方について市長から意見ありまし

たけれど、その点について委員の皆さんいかかでしょうか。 

 

【工藤 市長】 

表現はわかりやすいようにした方がいいからと、駄目とか良いとかという話ではなくて、それ

は事務局として、これからきちんと整理をしてほしい。先ほどあえて文化という話を切り出した

のは、そこのところを事務局なのか、所管をしているところなのか、もう少し掘り下げて、ただ

単に言葉だけ書けばいいということではなくて、さっきいろんな委員さんから出ているような話

をもう１度復唱して、本当にどうするのだと、この３年間の大綱の中に書いているわけだから。

今度３年後総括しなければならないわけだから。何を考えているかわからないのに３年後に総括

できるような話ではない。そこはスタートラインに立って是非検討してほしい。 

 

【事務局（地方創生課長）】 

その他教育大綱案についてよろしいですか。 

（発言なし。） 

それでは第二次稚内市教育大綱案について、ご承認いただいたということで次に進めます。大

綱案に記載されていますれども、対象期間が３年間ということで策定を進めています。大綱につ

いては、公表が義務付けられていますのでこの内容を市のホームページに掲載する準備も進めさ

せていただきます。よろしくお願いします。 

 

 

②稚内市における学力向上対策について 

【事務局（地方創生課長）】 

次に追加しました項目となりますが、稚内市における学力向上対策についてです。資料にもあ

りますが、道教委により先週６日に本年度の全国学力学習状況調査、通称学力テストですけれど

も、その結果が公表されていましたが、ご承知のとおり依然として宗谷管内が全国平均を残念な

がら下回る結果となっておりました。このような状況から本日、教育委員の皆さんが出席されて

いる会議で課題や改善策について意見ができればと思いまして、進めさせていただきます。この

ことについて、まずどのように捉えていますか。 
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【表 教育長】 

資料がありますが、これは道教委が発表しているもので、今回平成 29 年度から令和元年度の

３年分を付けています。今回大きく変わったのは、今まで小学校の国語、算数、中学校の国語、

数学ともに A 問題と B 問題があって、A 問題というのは基礎的な方法の計算問題で、B 問題は知

識を用いる問題という考え方ですけれども、今年度からは国語・算数・数学ともに AB 問題が一

緒になって配点もわかれておりませんので、若干対応が違ってくるということと、また中学校の

英語が新たに入っているというものであります。その中で昨年も説明したと思うのですが、昨年

も非常に厳しい状況であった。 

ただ、今年は AB 問題が、これは宗谷管内の数字なので、稚内とは若干違うところもあります

が、小学校中学校ともに昨年と比べると全道、全国との差を縮めてきているという部分はありま

す。全体的に縮まってきていますので、順位としては厳しいところにいるのですが、全国との差

は、一昨年は小学校が結構高いところにいたのですけれども、中学校は昨年から見ても全道・全

国との差は縮まっているということ、小学校についてはちょっと国語が苦戦しているのですけれ

ども、それも昨年からでみると B 問題含めて全道との差は縮まっているので点数だけで言うと、

少しずつ改善傾向にあると思っています。 

よく言われる子どもたちの生活リズムということから言うと、相変わらず学習時間が少なくて

スマホやゲームの時間は長いという傾向は変わらないので、この傾向が変われば学力テストの方

も伸びてくる。学校で先生方も対策をしているけれども、その対策以上に子どもたちも家庭での

生活リズムの改善を図ることも、そういう面では課題になっているということも事実であると、

そのような総括をしています。市内においては、今回において地域差がある学校についてはいろ

んな課題があって、一つは普通学級の中に発達障害をかかえる子どもが多いクラスは点数が伸び

ていかないというのも一つの要因だと考えています。道の方ではそのような分析をしているとこ

ろであります。 

 

【事務局 地方創生課長】 

教育長からお話がありましたけれど、他ございますか。 

 

【工藤 市長】 

先ほどの総括にも関係するのだけれども、この記事にも書いているが、総括の学校教育全般と

いうことにおいて、学力向上については云々と第２段落で書いていて学力向上推進会議を立ち上

げると書いていて、こっちの記事にも書いてある。さっきの総括の話にまた戻ると、では、ここ

で何が問題で何に取り組んだということが総括のどこにもない。それはどうだったのというのが

さっきの話なのだけれど、記事にこだわるわけじゃないけれども、読んでいると宗谷管内に関し

て言えば、今教育長がおっしゃったように前回と比べ、差が縮小したと書いてある。それは努力

の成果だろうと思うけれども、でも小学国語と中学英語は全 14 管内で最低だったと書いている

けれども、このへんを頑張っただけでも、これは非常に特徴的だというような記事になっている

けれども、そのへんはなんだったのだろうと。 

今、新学期の話とかあったけれども、きっと議会が始まったら議会で取り上げられる。一方的

に学力を上げるとかそんな簡単な話ではないことは十分承知をしているけれども、いつまで禅問

答をやっているわけにはいかないので、そこは具体的に次も前回と差が縮まったと書かれるよう
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な、いつも飛び越す必要ないけれど、そういう努力が見えるようなそんな話にならないと駄目だ

と。もちろんお母さん、お父さんもそうだろうし、我々も教育に関わっている人、みんな忸怩た

る思いなのでそこは是非分析をわかりやすくした方がいいのではないかと思う。 

 

【表 教育長】 

それ自身も分析の途中ではあるのだけれど、先ほど市長がおっしゃったように、それまで学力

向上推進会議、これは道内の教育委員にも研修をしてもらった。学校ではこんな授業をやると。

これは宗谷管内の授業のやり方を徹底しようということは今進めていまして、それは指導主事に

見てもらってやり方も学んだので、そこは徹底してやって行くことで少しずつ成果は上がってい

ると思うのですけれど。英語に関しては、結構厳しいのかなという思いがある。 

 

【工藤 市長】 

英語は何に問題があるのか。 

 

【表 教育長】 

塾だと思います。圧倒的に違うのが。 

 

【工藤 市長】 

塾がないということ。 

 

【表 教育長】 

塾に行っている割合が低いこと。おそらく稚内は全道・全国に比べるとかなり低いです。子ど

もたちが塾に行く割合が半分以下ですね。特に英語は相当低い。他のところは英語に対しては、

都会の方が、今回身の丈発言じゃないけれど、確かに英語の場合は慣れることが重要なので、そ

のへんはどうですか。佐賀先生。 

 

【佐賀 委員】 

私のところは塾に行かせているのですけれど、親が教えられるかどうかが一つあると。他の教

科はまだ親御さんが特に低学年は教えられる気がしますけれど、英語は親御さん自身に苦手意識

があって、なかなか子どもに聞かれても教えられないというわけではないと思うのですけれど、

他の教科ほどはきちんと対応できていないというような家庭学習の中で少し不利になっている

のかなと。自分のやり方というのを我々は伺って学校訪問に行ったときには、先生方はそれに沿

った授業をやっているのでこれから成果が出てくるといいなと思っています。 

 

【表 教育長】 

塾に行っていないというせいにはなかなか理由にはできない。 

 

【山本 委員】 

英語に限らず算数もそうですけれど、学校の中では６年生と１年には割と経験豊かな担任の方

が多いけれど、どうしても３、４年ところはかなり薄くなっちゃいますよね。昔からそうですけ
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れど、３、４年のころの算数は上がっちゃうのでしょうね。そこに対応できない子どもたちが全

体的に増えている。その部分をそこで今の教育研究所とかで、そこをポイントに攻めていくのか、

そういうようなやり方をして行かないと、なかなか上がって行かないのかなという感じがします。 

 

【工藤 市長】 

何十年も昔の受験生の時代を思い出すと、今どうなのかわからないけれど、日本の英語はどち

らかというと数学や理科とは違い、これを覚えればあれを覚えればと国語なのだけれども、そう

いう知識を求められる科目で、単語を覚えているとか文法を覚えているとか、そういう意味で言

えばさっき教育長が言ったように、全部先生がきちんと時間内で指導できるかどうかは別にして

も塾の存在というのはあるだろうなと聞いていて思う。では、どうして小学国語が弱いのだろう

と。漢字の話は別にしても、漢字は一生懸命覚えればいい話でどちらかと言うと佐賀委員じゃな

いけれど、親だってかかわりやすい科目の一つだと思う。中学、高校と言ったらそれは難しいか

もしれないけれど、小学校の国語はどうして弱いのか。 

 

【表 教育長】 

今年は Aと Bが一緒なのですけれど、去年と一昨年のものを見ていただきたいのですが、４頁

から７頁までですね。去年の平成 30 年度小学校の国語 A はそんなに悪くないですよね。国語 B

になると１番下にありますよね、小学校は。４頁の平成 30 年度から言えばそんなに特別悪いわ

けではない。B になってしまうと下に行っちゃうと。これが宗谷の特徴で、応用問題に弱いとい

うことなのです。A はほとんど括弧の中に何か入れるとか、漢字を書くとか、漢字のふりがなを

書くとか、B は何字以内のまとめなさいとか、小学校でも国語の B は私たちでも考えるような問

題です。これについては、よく言われるように読書の力とか、そういうことが問われるのだろう

と。宗谷はどうしても英語はひどく、数学も顕著なんだけれども。 

 

【門間 委員】 

今の子どもたちは、人に伝えるときに言葉をよく使える子と使えないと子がいるなと感じてい

るのですけれども、言葉の省略や、主語を言わないとか結構二十歳すぎくらいの子も何を言って

いるかわからない子もいるのですが、そういう意味では言葉を使ったコミュニケーションじゃな

い方法がたくさんある中で、自分がキャッチしやすい五感とかに偏りが出てきているのかなとい

う気がします。見ること聞くこと感じることというところで想像力とか一つの刺激に対していろ

んな方向からイメージしてそれを考えて感じて頭と心と体と感覚とそこに乗っかる感情とそれ

をどういう言葉と手法でということ。そうなると五感のところ、右脳と左脳のどちらが得意かも

あると思うのですけれども、そういうところは幼少期の五感を使ったコミュニケーションとか体

験の不足が視覚、聴覚が他の五感がつながりづらくて理解しづらいとか伝えづらいということに

もつながっているのではないかというのはすごく感じます。よく幼稚園の先生が参加してもそう

いう話題になることがあるのですけれども、それはありますよねという話をしているのですが、

そうなると時代はどんどん変わって便利になってくるというところで、取組としては苦労しなく

てはならないところも出てくるのかなという気持ちは感じるところですね。 
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【伊藤 委員】 

先生方はトレーニングをなされているので指導力云々学力が高いとかそんなに大差はないの

かなと思います。学ぶ側と教える側は両輪なので学ぶ側の子どもたち、ひいては家庭、大綱にも

あったようにトータルですよね。学校と家庭教育と社会がばらばらじゃなくてトータルで育てて

行くようなことをしっかりしていかないといけないのかなと。門間委員が言っていたように小さ

い頃からの体験もそうですし、子どもたちのそういう意味では稚内キャリアアップも期待してい

るのですけれど、子どもたちが学ぶ意欲をどう持つかとかそういうところまで踏み込んでいかな

いといけないのか、もしくはテスト対策をすれば上がるのかとか、そこに短絡的な手法で行って

しまうのかどうかということになると難しいところだと思うのですけれど、どういう成果を出し

ていくのかというところではなかなか悩ましいなと今回、道外視察してきた経験からも感じまし

た。 

 

【表 教育長】 

今回も石川県に行かせてもらったのですけれど、テスト対策ですよね。稚内がやっている CRT

みたいなこともやっているのだけれど、そこで学力問題等を絡めるというより検証システムとい

うのはすごくて、それは先生方もものすごい時間をかけて検証をやっているというようなシステ

ムはすごいなと思いました。石川県は全国で３本の指に入るくらいの実力なので。そういう対策

もやっているのも事実で、稚内が何もやっていないというわけではないのだけれども。そういう

意味では、そんなに特化して何かやっているかというと実際はやっていないと。 

 

【門間 委員】 

対策についていくだけのいろんな力がついている子どもとそうじゃない子どもで、そこで指を

ひっかけてついていって何とかなったということをあきらめちゃうと。同級生でも大人になって

会うと全然勉強ができるようになりたいと思っても無理だと思って学校に行かなくなったとか、

そういう友達ともいろいろ話すのですけれど、検討の背景のいろんなところ、中には自分の目標

や夢が明確になって本当に前向きなサポートでびっくりするくらいの追い込みですごい学校に

入ったという身近な子どももいるので、それはもともと勉強ができて日頃の人間関係で成績がね

じ曲がっていて、そこからまた持ち上がったという理由だったり、表面的なところの背景に何が

潜在されているのかという話は思いますけれど、家庭のところとか複雑になって、複雑と言うか

背景というところからアプローチしながらも目に見えるところのバランス、それは個人個人でも

子ども一人一人でも変わるだろうし、そこまでそこの組み立てが変わって行けるかというところ

が大事なのかなという気がしました。 

 

【工藤 市長】 

これを見ていると、14市町で今年度、前年度、前々年度もうそうだし、どちらかというと特徴

的なのは宗谷、日高、根室、オホーツクが低い。それ以外は高いところに集中している。多少の

差はあるけれど、計算は 10 点でどれだけの差があるというのはあるけれども、そのときに何と

なく端だと考えると、檜山は高いし、それから一番近いところでは留萌。そういうような子ども

という問題は一つあるけれども、これだけ明確にこっちが悪い地域、こっちが全国平均とか全道

平均の近いところにいたり、あるいはそれ以上に何かそれはきちんと把握して分析しなければ。 
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【表 教育長】 

これは道教委も認めた制度を作ってくれている中で、宗谷、日高、根室は教員が定着しない。

オホーツクの各地域によっては定着していないところもあるけれど、オホーツク管内としては、

北見とか網走があるけれど、宗谷、日高、根室は教員の中間層が非常に薄く若年層が多いのでこ

の３つは地域枠といって、教員をその地域の教員になれば採用しますよと。宗谷を希望してくれ

る人間は必ず一定程度の数を取りますという地域枠制度を設けてくれるというのは３つですね。

間違いなく教員も中間層が薄いという、先ほど山本委員がおっしゃるようなことも事実です。管

内において言えることとして今年は一つある。それはすべてではないにしても、そういうところ

がどちらかと言うと漁村傾向が多いとか。 

 

【工藤 市長】 

さっき言ったように檜山だって同じグループではない。留萌だって同じグループではない。た

だ単に子どもだ、親だ、地域の問題だけではなくて、先生の配置の問題も含めて総合的に取り組

まないとなかなか上がらない。 

 

【表 教育長】 

道教委もそれは認めてくれていて、中間層を出さないという。ただ、彼らは全道一区で採用さ

れているので管外に出たいと言われたら、そうするとそのあとに来る人は経験者がくるわけじゃ

ないから、新採用しか来ないという悪循環がある。医者と同じようなことは間違いなく教員にも

起きていると思う。これは当然我々も要求していて、人事制度の中で中間層が残ってほしいとい

う働きかけはしているんですけれど。教員の場合は、新採用でも責任を持ってやらなければなら

ないのでそこは一人一人が資質向上に取り組まなければならないということもあって、先ほど来

言っているように宗谷管内も合同推進会議を作って徹底してやっていますけれど、もう少しそこ

は時間がかかるかなと。 

 

【工藤 市長】 

もちろん教育の話だから教育の関係者でいろんな検討のもと、私たちも管内のことだからそこ

は問題をもう少しきちんと整理したうえで、こうしてくれ、ああしてくれというのは取り組まな

ければならないかもしれない。 

 

【表 教育長】 

家庭環境というのもあって、管内的に言うと礼文も高いですよね。幌延はもともと留萌管内だ

ったというのと、どちらかと言うと農村系で高いと。おおむね海側は低いと。 

 

【工藤 市長】 

よく言われているように医療過疎だから人が引き揚げていく、教育過疎だから家族を連れてこ

ない、人口減少の問題を含めると、この問題も子どもの学力を上げるのは大事な話だけれど、こ

の表だけ見たら向こうにいる親は連れていけない。こっちに残すという話になるので、これは純

粋な教育だけの話ではなくて、大事な話だと思う。これをみたら誰も宗谷にはやりたくないと言

う。 
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【表 教育長】 

現実をしっかりと直視して。 

 

【伊藤 委員】 

家庭の問題でもなかなか難しいかもしれないですが、若手教員の育成は手立てできるところで

すよね。若い教員をすぐ出ていかないような手法を開発すれば違うのかなと思ってしまいますよ

ね。 

 

【佐賀 委員】 

インターネットの時代になって、いい授業、お手本は山ほどあるわけなのでそういったものを

うまく活用すること、いわゆる反転授業。これは小学校では難しいと思うけれども、予習してで

きない所を授業で指導していくみたいなやり方とか方法はいろいろと考えられると思います。 

 

【表教育長】 

よく言われたけれど、向こうの生徒数で非二次的なものというか、若手教員の触れ合うこと、

逆に先生方も成長しようと頑張っているわけだから、その姿は意外と子どもたちはよくわかって

いて、多くの若手教員がいるけれども、自分は好きな先生、影響を受けた先生は若い先生だった

と。自分と年が近い先生に影響を受けたので皆さんもそういう、ベテランの先生に影響はそんな

に受けないですよね。子どもって。そういう意味では若い先生がいるということは子どもたちが

成長できる基盤があるのだと逆に言うと、そういうのもあるのですべてがマイナスではないと思

うんですよね。 

 

【事務局（地方創生課長）】 

学力テストの関係はよろしいですか。 

（発言なし） 

 

③義務教育学校について 

【事務局 地方創生課長】 

それでは、次の協議事項であります。義務教育学校についてです。表教育長から説明お願いし

ます。 

 

【表 教育長】 

学校教育法が変わりまして、端的に言うと小学校と中学校と義務教育学校という小中一貫校が

できて、そういうことを選択することが可能になったということであります。その中で稚内市に

おいては、稚内中学校の耐力度調査もやっていますし、北地区からは中央小学校と小中一貫校と

いうことで言われていました。小中一貫校の最も進んだ姿が義務教育学校ということで９年間を

一括りにしながら、いろんな意味で今でも小中一貫の中でできるけれども。義務教育学校にする

ことの１番のメリットは何かと言うと、校長が一人であると。今まで小中一貫校は、小学校にも

中学校にも校長がいて、小学校の先生と中学校の先生と、免許の問題はありますけれども、校長
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は一人だし、先生方もひとまとめですよね、義務教育学校の先生だということなので。その中で

単純に考えると、例えば中学校の英語を持っている先生方が小学校の英語教育の教科担任もでき

るとか、そういう意味では教科担任制度を専門的な算数、数学で他の先生が他のところで持った

り、体育だったら専門的な先生が体育指導をできるということも可能だと。理科もそうなってく

る。一つの組織でいろいろな方々がいるので、そういう人を利用して義務教育からより専門的に

多様に展開できるというのが今までの制度とは違うことだろうと。 

今の小学校英語が始まってきて、小学校の先生にしてみると何で英語を教えるのだと思ってい

る先生がいっぱいいるので、そう考えるとこの方法は非常にすぐにでも入れたいんじゃないかな

と。そういう制度がありますので、これからのことを考えると、ある意味教員をフレキシブルに

使えると。そういう意味では学力の問題も含めて改善していける良い制度かなと思っていますの

で、何とかこの制度を進めて行きたいなと。まだこれからの段階ですので、これも始まったばか

りの制度なので、結構戸惑いもあって一つは効果がどうなのと。校名ってどう変わるのかと。意

外とそういう方向性がまだまだバラバラ。自由なのだけれども、そこがなかなか意味合いこうい

うものに結構抵抗感があったりして、地域や OB の人たちにとっても。そういうのも含めて検討

しないといけない事項があると思っています。 

 

【事務局 地方創生課長】 

只今説明ありましたけれども、委員の皆様からご意見ございますか。 

 

【山本 委員】 

天北小中が学校の先生方がされている姿がありまして、これはかなり有効かなと言われており

ます。これから英語や科目については中学の先生から教えてもらえたとか、範囲が広くなるので

そういう点ではいいのではないかと思いますけれど、地域にとってはそういう問題というのは出

てくると。 

 

【表 教育長】 

小学校の先生は今まで英語は教えようと思ってないからその先生方にとって、今英語は週２時

間あるので。これは結構大変ですよね。教科書は中学校１年生でやったような英語がありますか

ら、教科書に沿ってやるので。 

 

【伊藤 委員】 

とても魅力的な話だと思うけれど、始まったばかりの制度なので成果が見えていないというか、

卒業生はまだどこも出ていないですよね。１年生から入って。何とも言えないところもあると思

うけれども、先に始められている地域もあるので、もうちょっと情報収集をしながらというとこ

ろもあると思うけれども、稚内で一つやるというのは期待する意味でありだと思っています。幼

少中一貫だったらおもしろいですよね。やっぱり子どもの脳みその発達から行くと８、９歳まで

が幼児から一定の発達段階までとそれ以上で。 

 

【表 教育長】 

結構それをやっているところもある。ただこれは公立幼稚園がないので公立幼稚園を持ってい
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れば今のようなことは可能だと思うけれども、私立の幼稚園なので、保育所が認定こども園など

にして幼稚園までを入れてやるというのも可能性はないわけではない。現実に言うと幼稚園がな

いものですから。 

 

 

【伊藤 委員】 

超先進的なことになるかもしれませんが。まず小中一貫となれば稚内中がメインということ。 

 

【佐賀 委員】 

私も魅力的だなと思うほうなのですけれども、多分この地域の保護者の方は小中一貫になると

ある種の期待みたいな、何かに特色のある学校になるんだろうなという期待が出てくるのかなと

思うので、その期待にどう応えるのか。あるいは、逆に期待に応えようとして例えば極端ですけ

れど、カリキュラムを先取りして今の中３あたりは高校受験にむけた対策、都市部の小中一貫校

みたいなことをやると一応普通の公立なので引っ越したとき転入したときに転入生が授業につ

いていけないとか、その逆転出したときに今のことと違うことを他の学校ではやらなきゃいけな

いというようなこともあるので、制度設計をきちんとしないと混乱を招くのかなと思ったりしま

す。 

 

【門間 委員】 

稚内中学校、中央小の卒業の学校なので一緒になって効果があるとそっちの方がいいなと思っ

ていたけれども。私が小学校の頃は北地区が学力も低いし、荒れているしというのがあったとこ

ろで、今そこで新たなことに取り組まれていくというのは、すごく今、北地区は衰退していると

いうイメージがあるところで何か可能性を感じたり、地域の人たちも子どもたちが元気でいると、

周りのおじいちゃんおばあちゃんもちょっと挨拶すると子どもが少なくなったという話にもな

るので明るい話題は今の北地区にはすごくうれしいなと感じました。 

 

【事務局（地方創生課長）】 

ほか義務教育学校についてよろしいでしょうか。なければ以上で協議事項についてはおわりに

なります。 

（発言なし） 

 

（２）その他 

【事務局 地方創生課長】 

全体を通して何かありましたらご発言お願いいたします。とくによろしいですか？それでは本

日の会議をすべて終了したいと思います。最後に教育長から一言ご挨拶お願いします。 

  

教育長あいさつ 

【表 教育長】 

今日は第１回の稚内市総合教育会議の開催をさせていただきありがとうございます。私たちは

先ほど市長がおっしゃられたように学力というのはまちの魅力を表すバロメータの一つだとい
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うことは我々も重々承知しております。やはり、義務教育をどうするか、このまちに生まれた子

どもが他の子どもたちとの差があってはならないという思いで教育行政に取り組んでいくつも

りでありますが、なかなか結果として、いろんなことをやっていながらきちんとして進んでいな

いというのは我々教育委員会としてもそのような思いでいます。やはり稚内の子どもたちが、あ

る意味部活動も含めて団体のスポーツも公立のクラスのチームがサッカーでは全道優勝すると

いうのは今の時代ではなかなか考えにくいようなものをこの地域でできるご時世ですから、そう

いうポテンシャルを持っていると。そういう意味では子どもたちの能力を広く考えながら子ども

たちが学力含めて「わっかない人」としてグローバルで、そしてこの地域のアイデンティティを

もって他の道外で活躍したり、この地域で活躍できる人材を育成するためにこれからも一丸とな

って頑張って行きたいと思います。このためには手立ても必要でありますので、是非ご支援をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局（地方創生課長）】 

長時間にわたりありがとうございました。以上を持ちまして、稚内市総合教育会議を終了いた

します。本日はありがとうございました。 
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