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Ⅰ

はじめに

１. 点検・評価の義務付けの経緯
平成１８年２月の「教育基本法」の改正及び平成１９年３月の中央教育審議会の答申などを踏ま
え、平成１９年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下「地教行法」とい
う。）が一部改正され、平成２０年４月から施行されました。
「地教行法」の改正目的である『教育委員会の責任体制の明確化』の一つとして、同法第２６条の
規定に基づき、すべての教育委員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及
び評価（以下「点検・評価」という。）を行うことが義務付けられ、その結果に関する報告書を作
成し、議会に提出するとともに、公表しなければならないとされたことに伴い実施するものです。

２. 点検・評価の目的
教育委員会は、首長から独立した立場で、地域の教育に関する事務を担当する行政機関として、
すべての都道府県及び市町村等に設置されている行政委員会です。
その役割は、専門的な行政官で構成される事務局を、さまざまな属性を持った複数の委員による
合議制により、専門家だけの判断に偏ることなく、住民のニーズを適切に反映させ（レイマン・コ
ントロール）、中立的な意思決定を行うものとされています。
教育委員会の点検・評価の導入については「教育委員会の点検・評価に関する参考資料」（法施
行準備版 平成２０年３月文部科学省）に次のように記述されています。
（１）点検・評価の導入目的
教育委員会制度は、首長から独立した合議制の教育委員会が決定する教育行政に関する基本的方針の
もと、教育長及び事務局が広範かつ専門的な具体の教育行政事務を執行するものです。このため、事前
に教育委員会が立てた基本方針にそって具体的な教育行政が執行されているかどうかについて、教育委
員会自らが事後にチェックする必要性が高いものと考えられます。また、教育委員会が地域住民に対す
る説明責任を果たし、その活動を充実することが求められています。

これらのことから、事務の点検・評価は、教育委員会が教育長以下の事務局を含む広い意味での
教育に関する事務の管理及び執行状況を点検・評価することにより、効果的な教育行政の推進に資
するとともに、市民への説明責任を果たすことを目的としています。

３. 点検・評価の対象
本年の点検・評価の対象は、前年度である平成３０年度の事業実績とします。
その対象範囲は、学校での学習指導・生徒指導に関することや社会教育に関することなど「地教
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行法」第２１条で『教育委員会の職務権限』として規定されている事務をはじめ、市長の権限に属
する事務で委任を受け、または補助執行として行っている事務を含む、本委員会が所掌するすべて
の事務となっていますが、「平成３０年度 教育行政方針」に掲げられた重点項目に基づいた主な事
務事業・施策を中心に点検・評価します。
なお、本年度も学校教育部及び社会教育部の所管事業・施策から各５事業を選定の上「点検・評
価シート」を作成し、計画（Ｐｌａｎ）・実行（Ｄｏ）・評価（Ｃｈｅｃｋ）・今後の方針（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡサ
イクルの視点で、事務事業・施策を継続的に改善・見直しを行う評価方法を取り入れています。

《 参 考 》
地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）
（教育委員会の職務権限）
第 21 条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管
理し、及び執行する。
一 教育委員会の所管に属する第 30 条に規定する学校その他の教育機関（以下「学校その他の教
育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること。
二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」とい
う。）の管理に関すること。
三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事
に関すること。
四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関するこ
と。
五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に
関すること。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に
関すること。
十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一 学校給食に関すること。
十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四 文化財の保護に関すること。
十五 ユネスコ活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関す
ること。
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市長の権限に属する事務の北見市教育委員会への委任等に関する規則（抄）
※平成 30 年度末現在

(委任)
第 2 条 教育委員会に委任する事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 削除
(2) 北見市奨学金支給条例(平成 18 年北見市条例第 196 号)第 7 条に規定する奨学金の減額、第
8 条に規定する選考委員会の組織、運営及び第 9 条の規定により定めるもの並びに奨学金の支
給並びにこれらに付随する事務
(3) 合併前の端野町奨学資金貸付基金条例又は常呂町奨学金貸付条例の規定に基づき貸し付けら
れている奨学資金等に関する経過措置を定める条例(平成 18 年北見市条例第 197 号)の規定によ
りなおそれぞれ合併前の端野町奨学資金貸付基金条例又は常呂町奨学資金貸付条例の例による
こととされるこれらの条例の規定に基づく奨学資金の支給並びにこれに付随する事務
(4) 北見市入学準備金の貸付け及びこれに付随する事務
(5) 北見市学校給食費の徴収及びこれに付随する事務
(6) 北見市遠距離通学費の補助及びこれに付随する事務
(7) 北見市肢体不自由児童等通学費の補助及びこれに付随する事務
(8)から(10)まで 削除
(11) 北見市私立学校等施設整備費の補助及びこれに付随する事務
(12) 北見市私立高等学校教育振興費の補助及びこれに付随する事務
(13) 北見市要保護及び準要保護児童生徒の就学援助費の扶助及びこれに付随する事務
(14) 北見市スキー授業に係るリフト利用料の補助及びこれに付随する事務
(15) 北見市スポーツ・文化等振興費の補助及びこれに付随する事務
(16) 北見市常呂高等学校通学費の補助及びこれに付随する事務
(17) 学校施設の使用及び開放事業に係る実費負担の徴収並びにこれに付随する事務
(18)から(21)まで 削除
(22) 北見モイワスポーツワールド条例(平成 18 年北見市条例第 187 号)第 7 条に規定する利用料
金の減免、第 8 条に規定する還付、第 14 条の規定により定めるもの及び施設に係る運営管理
並びにこれらに付随する事務
(23) 北見市立体育センター等条例(平成 18 年北見市条例第 218 号)第 9 条に規定する利用料金の
減免、第 11 条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(24) 北見市民温水プール条例(平成 18 年北見市条例第 221 号)第 9 条に規定する利用料金の減
免、第 10 条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(25) 北見市開成ふるさと工芸館条例(平成 18 年北見市条例第 207 号)第 9 条に規定する利用料金
の減免、第 10 条に規定する還付及び別表に規定する暖房又は附属設備等を利用するときの額
並びにこれらに付随する事務
(26) 削除
(27) 北見市民ホール条例(平成 18 年北見市条例第 208 号)第 11 条に規定する利用料金の減免、
第 12 条に規定する還付及び別表に規定する暖房、冷房又は附属設備等を利用するときの額並
びにこれらに付随する事務
(28) 北網圏北見文化センター条例(平成 18 年北見市条例第 204 号)第 11 条に規定する利用料金
の減免、第 12 条に規定する還付及び別表第 2 に規定する暖房、冷房又は附属設備等を利用す
るときの額並びにこれらに付随する事務
(29) 北見市公民館条例(平成 18 年北見市条例第 202 号)第 8 条に規定する使用料の徴収及び減
免、第 9 条に規定する還付並びにこれらに付随する事務
(30) 北見市端野町歴史民俗資料館条例(平成 18 年北見市条例第 213 号)第 7 条に規定する観覧料
の徴収、第 8 条に規定する免除、第 9 条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(31) 北見市端野町陶芸工房条例(平成 18 年北見市条例第 209 号)第 7 条に規定する使用料の徴収
及び減免、第 8 条に規定する還付額並びにこれらに付随する事務
(32) 北見市端野町サンドーム’94 条例(平成 18 年北見市条例第 223 号)第 7 条に規定する使用
料の徴収及び減免、第 8 条に規定する還付並びにこれらに付随する事務
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(33) 北見市端野町屯田の杜公園条例(平成 18 年北見市条例第 225 号)第 9 条に規定する使用料等
の徴収及び減免、第 10 条に規定する還付、第 15 条の規定により定めるもの及び公園施設の
運営管理並びにこれらに付随する事務
(34) 北見市端野町農業者トレーニングセンター条例(平成 18 年北見市条例第 154 号)第 7 条に規
定する使用料等の徴収及び減免、第 8 条に規定する還付、第 13 条の規定により定めるもの及
び施設の運営管理並びにこれらに付随する事務
(35) 北見市端野町農業者レクリエーションセンター条例(平成 18 年北見市条例第 153 号)第 7 条
に規定する使用料等の徴収及び減免、第 8 条に規定する還付、第 13 条の規定により定めるも
の及び施設の運営管理並びにこれらに付随する事務
(36) 北見市常呂町多目的研修センター条例(平成 18 年北見市条例第 147 号)第 9 条に規定する使
用料等の徴収、第 10 条に規定する減免、第 11 条に規定する還付、第 16 条の規定により定め
るもの及び施設の運営管理並びにこれらに付随する事務
(37) 北見市ところ遺跡の森条例(平成 18 年北見市条例第 215 号)第 11 条に規定する観覧料の徴
収、第 12 条に規定する免除、第 13 条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(38) 北見市常呂町健康温水プール条例(平成 18 年北見市条例第 222 号)第 8 条に規定する利用料
金の減免、第 9 条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(39) 北見市常呂町スポーツセンター条例(平成 18 年北見市条例第 219 号)第 8 条に規定する使用
料等の徴収、第 9 条に規定する減免、第 10 条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(40) 北見市常呂町野球場条例(平成 18 年北見市条例第 226 号)第 6 条に規定する使用料の徴収、
第 7 条に規定する減免、第 8 条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(41) 北見市常呂町運動広場条例(平成 18 年北見市条例第 228 号)第 6 条に規定する使用料等の徴
収、第 7 条に規定する減免、第 8 条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(42) 北見市常呂町屋内多目的競技場条例(平成 18 年北見市条例第 229 号)第 8 条に規定する使用
料等の徴収、第 9 条に規定する減免、第 10 条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(43) 北見市常呂町カーリングホール条例(平成 18 年北見市条例第 227 号)第 7 条に規定する利用
料金の減免、第 8 条に規定する還付並びにこれらに付随する事務
(44) 削除
(45) 北見市留辺蘂町青少年会館条例(平成 18 年北見市条例第 210 号)第 8 条に規定する使用料の
徴収及び減免並びにこれらに付随する事務
(46) 北見市留辺蘂町八方台森林公園条例(平成 18 年北見市条例第 234 号)第 8 条に規定する使用
料の徴収、第 13 条及び第 25 条に規定する減免、第 14 条及び第 27 条に規定する還付並びに
これらに付随する事務
(47) 北見市留辺蘂町体育館条例(平成 18 年北見市条例第 230 号)第 12 条に規定する利用料金の
減免、第 13 条に規定する還付並びにこれらに付随する事務
(48) 北見市留辺蘂町弓道館条例(平成 18 年北見市条例第 231 号)第 12 条に規定する利用料金の
減免、第 13 条に規定する還付並びこれらに付随する事務
(49) 北見市留辺蘂町格技場条例(平成 18 年北見市条例第 232 号)第 9 条に規定する使用料の徴収
及び減免、第 10 条に規定する還付並びにこれらに付随する事務
(50) 北見市留辺蘂町旭運動公園総合グラウンド条例(平成 18 年北見市条例第 235 号)第 11 条に
規定する利用料金の減免、第 12 条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(51) 北見市留辺蘂町八方台スキー場条例(平成 18 年北見市条例第 233 号)第 10 条に規定する利
用料金の減免、第 11 条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(52) 特別支援学校児童生徒帰省費等の助成及びこれに付随する事務
(53) 北見市民スケートリンク条例(平成 24 年北見市条例第 25 号)第 7 条に規定する使用料等の
徴収及び減免、第 8 条に規定する還付並びにこれらに付随する事務
(54) 北見市武道館条例(平成 25 年北見市条例第 11 号)第 9 条に規定する利用料金の減免、第 11
条に規定する還付及びこれらに付随する事務
(補助執行)
第 3 条 教育委員会に補助執行させる事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 北見市職員住宅管理規則(平成 18 年北見市規則第 216 号)による貸付けのうち、学校職員に
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係る職員住宅の貸付け、維持管理及び賃貸料の徴収並びにこれらに付随する事務
(2) 北見市都市公園条例(平成 18 年北見市条例第 186 号。次号において「都市公園条例」とい
う。)別表第 4 に規定する東陵公園及び旭公園の有料公園施設に係る第 20 条に規定する使用
の許可、第 22 条に規定する使用料の徴収、第 23 条に規定する指定管理者の指定、第 26 条第
4 項及び第 33 条に規定する減免、第 28 条及び第 34 条に規定する還付、運営・維持管理並び
にこれらに付随する事務
(3) 北見市都市公園公告により告示された都市公園のうち、常呂川水系緑地及び豊地公園の体育
施設に係る都市公園条例第 7 条に規定する行為の許可（体育競技に係る行為に限る。）、第
23 条に規定する指定管理者の指定、運営・維持管理、並びにこれらに付随する事務
(4) 次に掲げる土地の貸付け及び使用料の徴収並びにこれらに付随する事務
ア 北見市泉町 1 丁目 22 番地 2
イ 北見市泉町 1 丁目 22 番地 3

４. 点検・評価（自己評価）の方法
教育委員会会議の開催状況などの教育委員会の活動状況や、「平成３０年度 教育行政方針」の各
項目に係る事務事業・施策の実施状況について明らかにするとともに、課題や今後の方針などにつ
いて示し、自己点検及び評価を行いました。

５. 学識経験者の知見の活用
「地教行法」第２６条第２項の規定による有識者の知見の活用については、教育委員会事務局が行
った点検・評価（自己評価）の結果について、選任した学識経験者２名から個別に意見を聴きまし
た。
学識経験者の選任にあたっては、本市に居住し、広い観点の知見を有する教育行政にかかわりの
ある方としています。
【 学識経験者氏名・経歴 】
相

場

雄

幸

（あいば ゆうこう）氏

元北見市立高栄中学校長
元北見市教育委員会学校教育部指導室長
加賀屋

智

法 （かがや とものり）氏

北見市ＰＴＡ連合会 監事
《 参 考 》
地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）
第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任
された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任さ
れた事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果
に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の
知見の活用を図るものとする。

-5-

Ⅱ

点検及び評価の結果

第１ 教育委員会の活動状況
１. 会議の状況
教育委員会の会議は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」及び「北見市教育委員会会議
規則」に基づき、教育長と教育委員が主要な教育施策の確立、変更及び実施、委員会規則及び規程
の制定及び改廃、教育予算に係る市長への意見具申など、教育に関するさまざまな議題について審
議します。
平成３０年度は、次のとおり開催しました。
会議においては、事務局から付議案件の提案理由やその内容についての説明を受け、質疑、審議
を経て、いずれも決定、了承しました。
今後においても、教育を取り巻く課題に対応した施策の推進などに向け、十分な論議や審議を行
い、また、教育現場である学校や社会教育施設などへの訪問活動を充実させながら、積極的に教育
行政を推進していく必要があると考えています。
項
ア

イ

目

開 催 数

審議事項

教育委員会の会議

平成 30 年度

平成 29 年度

定例会

１２回（毎月１回）

１２回（毎月１回）

臨時会

１４回

１６回

議決案件

７７件

６０件

報告案件

１３件

１４件

協議案件

０件

０件

ウ

報告事項

その他報告事項

０件

１件

エ

傍聴状況

傍聴者数

６人

１７人

【 第 12 回 定例北見市教育委員会（H30.12.5）】
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開催日

付

議

案

件

【報告】
H30. 4. 4
（定例会）

・平成 29 年度北見市小・中学校の問題行動等の概況について
・平成 30 年度教職員人事について

開催日

付

議

案

件

【報告】
・教育財産の取得について
・北見市スポーツ合宿事業について
H30. 5. 9
（定例会）

・北見市社会教育施設等の利用状況について
【議案】
・北見市教育支援委員会委員の委嘱について
・北見市奨学生選考委員会委員の委嘱について

開催日

付

議

案

件

【報告】
・平成 30 年度児童生徒数及び学級数等について
・平成 30 年度教科書展示会日程について
H30. 6. 6
（定例会）

【議案】
・北見市学校給食センター等運営委員会委員の委嘱について
・北見市社会教育委員の委嘱について
・教育財産の用途廃止について
・教育費予算案（6 月補正）に同意することについて

開催日
H30. 6.11
（臨時会）

付

議

案

件

【議案】
・教育費予算案（6 月追加補正）に同意することについて
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開催日

付

議

案

件

【報告】
・平成 30 年第 2 回定例北見市議会の経過について
【議案】
H30. 7. 11

・平成 30 年度北見市教育委員会「全国学力・学習状況調査」の結果公表について

（定例会）

・平成 30 年度北見市教育委員会「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果
公表について
・北見市文化財審議委員会委員の委嘱について

開催日

付

議

案

件

【議案】
H30. 8. 1

・北見市立体育センター等条例の一部を改正する条例に同意することについて

（定例会）

・教育費予算案（9 月補正）に同意することについて

催日

付

H30. 8.21
（臨時会）

議

案

件

【議案】
・平成 31 年度に使用する教科用図書の採択について

開催日

付

議

案

件

【報告】
・平成 30 年度北見市教育委員会「全国学力・学習状況調査」の結果報告について
H30. 9. 5
（定例会）

【議案】
・教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価の結果報告
書（平成 29 年度事業実績）について
・北見市奨学生の決定について

開催日

付

議

案

【報告】
H30.10.12
（定例会）

・平成 30 年第 3 回定例北見市議会の経過について
【議案】
・北見市いじめ防止基本方針の改定について
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件

開催日

付

議

案

件

【議案】
・北見市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の制定について
H30.11. 9

・北見市教育委員会事務委任規則の一部を改正する教育委員会規則について

（定例会）

・北見市立学校管理規則の一部を改正する教育委員会規則について
・教育費予算案（12 月補正）に同意することについて

開催日

付

議

案

件

【議案】
・北見市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例に同意することについ
H30.11.28
（臨時会）

て
・北見市公民館条例の一部を改正する条例に同意することについて
・北見市立図書館条例の一部を改正する条例に同意することについて

開催日

付

議

案

件

【議案】

H30.12. 5
（定例会）

・北見市立体育センター等管理規則の一部を改正する規則について
・北見市奨学金支給条例施行規則の一部を改正する規則について
・北見市民温水プール管理規則の一部を改正する規則について
・北見モイワスポーツワールド管理規則の一部を改正する規則について
・北見市民スケートリンク管理規則の一部を改正する規則について
・北見市武道館管理規則の一部を改正する規則について
・北見市立図書館管理規則の一部を改正する規則について
・北見市常呂町健康温水プール管理規則の一部を改正する規則について
・北見市留辺蘂町八方台スキー場管理規則の一部を改正する規則について
・北見市留辺蘂町格技場管理規則の一部を改正する規則について
・北見市留辺蘂町弓道館管理規則の一部を改正する規則について
・平成 31 年度給食費の額の決定について
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開催日

付

議

案

件

【議案】
・北見市英語指導助手設置規則の一部を改正する規則について
・北見市英語指導助手任用規則の一部を改正する規則について
H30.12.28
（臨時会）

・北見市教育委員会事務局の組織及び教育機関の組織に関する規則の一部を改正
する規則について
・北見市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令について
・教育財産の用途廃止について
・管理職人事について

開催日
H31. 1. 9
（定例会）

付

（臨時会）

（臨時会）

件

・平成 30 年第 4 回定例北見市議会の経過について

付

議

案

件

【議案】
・北見市入学準備金貸付内定者の決定について

開催日
H31. 1.25

案

【報告】

開催日
H31. 1.18

議

付

議

案

件

【議案】
・北見市入学準備金貸付内定者の決定について

開催日

付

議

案

件

【報告】
・平成 30 年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果報告について
H31. 2. 6
（定例会）

【議案】
・北見市社会教育委員の委嘱について
・教育費予算案（2 月補正）に同意することについて
・平成 31 年度教育費予算案に同意することについて
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開催日
H31. 2.13

付

議

案

【報告】

（臨時会）

・北見生涯学習推進基本計画の点検・評価について

開催日

付

H31. 2.22
（臨時会）

件

議

案

件

案

件

【議案】
・平成 31 年度教育行政方針について

開催日

付

議

【議案】
H31. 2.28
（臨時会）

・北見市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する
規則について
・教育委員会事務局職員の懲戒処分について

開催日

付

議

案

件

【議案】
・学校運営協議会を設置する学校（コミュニティ・スクール）の指定について
・北見市奨学金支給条例施行規則の一部を改正する規則について
・北見モイワスポーツワールド管理規則の一部を改正する規則について
・北見市民温水プール管理規則の一部を改正する規則について
・北見市民スケートリンク管理規則の一部を改正する規則について
・北見市武道館管理規則の一部を改正する規則について
・北網圏北見文化センター管理規則の一部を改正する規則について
H31. 3. 1

・北見市立図書館管理規則の一部を改正する規則について

（定例会）

・北見市ところ遺跡の森管理規則の一部を改正する規則について
・北見市留辺蘂町体育館管理規則の一部を改正する規則について
・北見市留辺蘂町格技場管理規則の一部を改正する規則について
・北見市留辺蘂町八方台スキー場管理規則の一部を改正する規則について
・北見市留辺蘂町八方台森林公園管理規則の一部を改正する規則について
・北見市留辺蘂町旭運動公園総合グラウンド管理規則の一部を改正する規則につ
いて
・北見市入学準備金貸付内定者の決定について
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開催日

付

議

案

件

【議案】
H31. 3. 8
（臨時会）

・平成 31 年度教育費予算案（3 月補正）に同意することについて
・平成 30 年度教育費予算案（3 月補正）に同意することについて

開催日

付

議

案

件

【議案】
・平成 31 年度教育費予算案（3 月追加補正）に同意することについて
H31. 3.13

・平成 30 年度教育費予算案（3 月追加補正）に同意することについて

（臨時会）

・校長･教頭人事について
・北見市入学準備金貸付内定者の決定について

開催日
H31. 3.20
（臨時会）

付

議

案

件

付

議

案

件

【議案】
・管理職人事について

開催日
【議案】

・北見市教育委員会事務局の組織及び教育機関の組織に関する規則の一部を改正
する規則について
H31. 3.26
（臨時会）

・北見市教育委員会で特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程の一
部を改正する訓令について
・管理職人事について
・北見市立学校における働き方改革推進計画について
・北見市立学校における部活動の在り方に関する方針について

開催日
H31. 3.29
（臨時会）

付

議

案

【議案】
・北見市入学準備金貸付内定者の決定について
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件

２. 規則等の制定状況
平成３０年度に制定した教育委員会の規則は 32 件（H29-8 件）、訓令は 2 件（H29-5 件）です。
ア. 規

則

規則番号

題

名

(H30 年)

北見市立学校における学校運営協議会の設置等に関する

第5号

規則の制定について

第6号
第7号
第8号
第9号
第 10 号
第 11 号
第 12 号

北見市教育委員会事務委任規則の一部を改正する教育委
員会規則について
北見市立学校管理規則の一部を改正する教育委員会規則
について
北見市立体育センター等管理規則の一部を改正する規則
について
北見市奨学金支給条例施行規則の一部を改正する規則に
ついて
北見市民温水プール管理規則の一部を改正する規則につ
いて
北見モイワスポーツワールド管理規則の一部を改正する
規則について
北見市民スケートリンク管理規則の一部を改正する規則
について

公布年月日 施行年月日
H30.11.9

H31. 4. 1

H30.11.9

H31. 4. 1

H30.11.9

H31. 4. 1

H30.12.5

H31. 4. 1

H30.12.5

H31. 4. 1

H30.12.5

H31. 4. 1

H30.12.5

H31. 4. 1

H30.12.5

H31. 4. 1

第 13 号

北見市武道館管理規則の一部を改正する規則について

H30.12.5

H31. 4. 1

第 14 号

北見市立図書館管理規則の一部を改正する規則について

H30.12.5

H31. 4. 1

H30.12.5

H31. 4. 1

H30.12.5

H31. 4. 1

H30.12.5

H31. 4. 1

H30.12.5

H31. 4. 1

H30.12.28

H30.12.28

H30.12.28

H30.12.28

H30.12.28

H30.12.28

第 15 号
第 16 号
第 17 号
第 18 号
第 19 号
第 20 号
第 21 号

北見市常呂町健康温水プール管理規則の一部を改正する
規則について
北見市留辺蘂町八方台スキー場管理規則の一部を改正す
る規則について
北見市留辺蘂町格技場管理規則の一部を改正する規則に
ついて
北見市留辺蘂町弓道館管理規則の一部を改正する規則に
ついて
北見市英語指導助手設置規則の一部を改正する規則につ
いて
北見市英語指導助手任用規則の一部を改正する規則につ
いて
北見市教育委員会事務局の組織及び教育機関の組織に関
する規則の一部を改正する規則について
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(H31 年)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第 10 号
第 11 号
第 12 号
第 13 号
第 14 号
第 15 号

イ. 訓

北見市立学校における学校運営協議会の設置等に関する
規則の一部を改正する規則について
北見市奨学金支給条例施行規則の一部を改正する規則に
ついて
北見モイワスポーツワールド管理規則の一部を改正する
規則について
北見市民温水プール管理規則の一部を改正する規則につ
いて
北見市民スケートリンク管理規則の一部を改正する規則
について
北見市武道館管理規則の一部を改正する規則について
北網圏北見文化センター管理規則の一部を改正する規則
について
北見市立図書館管理規則の一部を改正する規則について
北見市ところ遺跡の森管理規則の一部を改正する規則に
ついて
北見市留辺蘂町体育館管理規則の一部を改正する規則に
ついて
北見市留辺蘂町格技場管理規則の一部を改正する規則に
ついて
北見市留辺蘂町八方台スキー場管理規則の一部を改正す
る規則について
北見市留辺蘂町八方台森林公園管理規則の一部を改正す
る規則について
北見市留辺蘂町旭運動公園総合グラウンド管理規則の一
部を改正する規則について
北見市教育委員会事務局の組織及び教育機関の組織に関
する規則の一部を改正する規則について

H31.2.28

H31.2.28

H31.3.1

H31.4.1

H31.3.1

H31.4.1

H31.3.1

H31.4.1

H31.3.1

H31.4.1

H31.3.1

H31.4.1

H31.3.1

H31.4.1

H31.3.1

H31.4.1

H31.3.1

H31.4.1

H31.3.1

H31.4.1

H31.3.1

H31.4.1

H31.3.1

H31.4.1

H31.3.1

H31.4.1

H31.3.1

H31.4.1

H31.3.26

H31.4.1

令

訓令番号

題

名

（H30 年）

北見市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令に

第 2号

ついて

（H31 年）

北見市教育委員会で特殊な勤務に従事する職員の勤務時

第 1号

間等に関する規程の一部を改正する訓令について
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公布年月日 施行年月日
H30.12.28

H30.12.28

H31.3.26

H31.4.1

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２９条（教育委員会の意見聴取）に基づき、議
会の議決を経るべき教育に関する条例の改正への市長への意見具申は 4 件（H29-3 件）です。
ウ. 条

例

条例番号
（H30 年）

第 33 号
第 41 号

題

名

北見市立体育センター等条例の一部を改正する条例に同意すること
について
北見市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例に同意する
ことについて

意見
なし
なし

第 42 号

北見市公民館条例の一部を改正する条例に同意することについて

なし

第 43 号

北見市立図書館条例の一部を改正する条例に同意することについて

なし
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３. 学校及び社会教育施設の訪問の状況
３８校ある小・中学校から訪問校を選定し、児童生徒の授業の様子や学校の運営方針、施設、教
育環境など、さまざまな視点で訪問校の教育成果や課題などを把握することに努めました。
また、社会教育施設等も訪問し、施設における運営状況の把握に努めました。

平成３０年７月１１日（水）～１２日（木）
〔 訪 問 校 〕
南小学校、留辺蘂小学校、
北中学校、小泉中学校、温根湯中学校
〔 社会教育施設 〕
ｱﾄﾞｳﾞｨｯｸｽ常呂ｶｰﾘﾝｸﾞﾎｰﾙ、ところ遺跡の森
常呂町健康温水プール、
留辺蘂町開拓資料館、留辺蘂図書館、
留辺蘂町旭運動公園

平成３０年１０月１７日（水）
〔 訪 問 校 〕
小泉小学校、北光小学校、東相内中学校
〔 社会教育施設等 〕
端野町サンドーム’94
端野図書館、端野町歴史民俗資料館
移動図書館車「せせらぎ号」（端野小学校）
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４. 行事、会議、研修会等への参加状況
各種行事、会議、研修会等に各委員が出席しました。主なものは次のとおりです。
日

付

名

称

開催場所

平成３０年 ８月２１日
～２２日

平成３０年度 北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会

平成３０年１１月３０日

平成３０年度 北見ブロック教育委員研修会

津別町

平成３０年１２月 ６日

平成３０年度 オホーツク管内市町村教育委員大会

網走市

岩見沢市

５. 国の施策等に関する要望
全道各市の教育委員会で組織する「北海道都市教育委員会連絡協議会」から北海道教育委員会及
び北海道に対し、集約した要望事項について「平成３１年度の文教施策に対する要望書」にまとめ
提出しました。
○ 北海道教育委員会に対する要望事項 （ 重点要望事項を抜粋 ）
① 学校施設環境改善交付金の確保
② 少人数学級の早期実現と教職員定数等の改善
③ 中学校の病気休暇等講師に係る報酬予算の適正化
④ 不登校児童生徒の適応指導教室等の設置及び運営費の補助拡充
⑤ 学校図書館に係る支援措置の拡充
⑥ ＡＬＴに係る地方交付税措置の拡充
⑦ 特別支援教育の施設充実及び特別支援教育推進のための体制整備
⑧ 特別支援教育推進のための教員の加配措置
⑨ 特別支援学級担当教諭の加配措置
⑩ 通級指導担当教員等の適正配置及び配置基準の緩和
⑪ 市町村配置の支援員や補助員等に係る財政措置の拡充
⑫ 就学援助の財源措置拡充
⑬ 教育の情報化を着実に推進するための支援措置の拡充
⑭ 携帯電話やインターネットの利用による有害情報や被害から子どもを守る取組推進
⑮ フッ化物洗口に係る経費負担
⑯ 学校給食施設・設備に係る交付金等の改善充実
⑰ 栄養教諭の定数改善及び旅費等の予算の確保
⑱ 食物アレルギー対応食の提供等に必要な学校生活管理指導表の文書料に係る補助制度の創設
⑲ 社会教育施設の改修に係る補助制度の創設
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○ 北海道に対する要望事項
① 児童相談所の機能強化と体制の充実
② 私学助成の充実
③ 文化財の保存整備事業に対する助成の確保
④ 社会体育施設の設備整備に係る補助制度・起債制度の拡充
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第２ 「平成３０年度 教育行政方針」に基づく管理及び執行状況の評価
１. 学校教育部
（１）信頼に応える学校づくりの推進
① 開かれた学校の推進
各学校では、家庭や地域との信頼を得るために、各種懇談会や学校公開、学校だよりなどを通
して、さまざまな教育活動における児童生徒の様子について、積極的な情報発信に努めており、
昨今は、ブログを活用した情報発信が増え、保護者からもたいへん喜ばれています。
また、組織的かつ効果的な学校改善が重要なことから、学校評価を、すべての小・中学校で年間
２回実施をし、教職員による自己評価、保護者アンケート、児童生徒アンケート、学校関係者評
価を通した点検・評価を行い、その結果について、保護者などに情報提供をしています。
「全国学力・学習状況調査」及び「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」における、北見市
の小・中学校全体の結果につきましては、市の「結果公表取扱要領」に基づき、ホームページで
公開し、改善策などについて市民に周知をしています。
② 教職員の研修と指導力向上
各小・中学校では、校内研修体制を整え、研究授業
や研究協議を実施し、互いの指導力向上や授業改善に
努めるとともに、オホーツク教育局の指導主事や教育
委員会の指導室職員が、年に複数回学校を訪問し、具
体的な指導・助言を行っています。
また、学校に対する信頼を高めるには、児童生徒へ
直接指導に当たる教員の授業力・指導力などの専門性
の向上が求められることから、学力向上などに実績を
もつ道内外の講師を招き、授業力や学級経営力を高める

【 指導力向上にかかわる研修会 】

「指導力向上研修会」を計４回開催し、延べ３９６名の教員が参加しました。各学校においては、
講師から指導助言を受けたことを授業に取り入れて実践するなど指導力の向上に努めています。
「北見市研究指定校」の取組では、小学校４校、中学校３校が指定校として研究に取り組み、
それぞれの学校における研究の成果について、全小・中学校の研修担当者が集まる「実践交流
会」で発表し研究協議を行うなど、各校の校内研修の充実に努めています。
なお、各種研修講座の参加状況では、北海道立教育研究所などに１２名、網走地方教育研修セ
ンターに１５０名の教員が参加し、指導力の向上を図っています。
教育委員会主催の研修会では「若手教員研修会」に４６名、「体育実技講習会」には、小・中
学校及び幼稚園・認定こども園・保育園の職員合計で、夏季５５名、冬季４５名の参加があり、
体力向上について研修を深めました。そのほかにも「柔道実技研修会」に６名、「剣道実技研修
会」に９名の教員がそれぞれ参加し、事故を防ぐ安全な指導方法について研修しました。
また、教員の指導力を向上させるため、北海道教育委員会から「学校力向上に関する総合実践
事業」「地域連携研修事業」「授業改善推進チーム活用事業」「ふるさと教育・観光教育等推進
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事業」「小学校外国語巡回指導研修」などの指定を受け、教員が積極的に授業を公開し、指導主
事などからの指導・助言を通してさらなる指導力向上に努めています。
③ 北見工業大学・日本赤十字北海道看護大学との連携協定
北見工業大学との連携では、理数科教育の充実に向けて、教員対象の研修会「水のはたらき・
地震と災害」に９名、「化学実験」に８名の参加があり、
理科における指導内容や廃棄処理について実習・実験を
通じて研修を深めました。
また、同大学で例年開催されている「おもしろ科学実
験教室」にも、５９１名の児童生徒が参加しました。
日本赤十字北海道看護大学との連携では、教頭会が
よしたに ゆ う こ

吉谷優子教授を講師に招き、「メンタルヘルスについて」
【 北見工業大学との連携】

と題し研修会を開催し、３８名の参加のもと、学校にお
ける組織マネジメントについて学びました。

（２）確かな学力を育成する教育の推進
① 学力向上の取組
平成３０年度の「全国学力・学習状況調査」は、毎年実
施している国語、算数・数学に、３年ぶりに理科を加えた
小・中学校１０教科で実施され、本市の状況は、全国平均
（正答数）と比較して、中学校全教科で全国平均とほぼ同
じになるとともに、小学校国語Ｂ、理科で差が縮まるほか、
小・中学校ともに正答数の少ない児童生徒の割合が減少す
るなど、改善の傾向が見られました。一方、児童生徒質問
紙調査では、家庭で勉強をする時間が全国と比べて低くな

【ＩＣＴを活用したわかる授業の実施】

っているなど、課題が見られたところです。
各学校では、自校の調査結果を踏まえた学力向上プランを作成し、ＩＣＴを積極的に活用した
授業づくりや授業と関連を図った家庭学習の充実、長期休業中の補充学習の実施など、実効性の
ある取組を推進しています。
また、学習規律の徹底や指導方法の工夫など、学力向上を図る上での重要な基盤となる取組を
まとめた「北見市３つのスタンダード」（※点検・評価シート１ Ｐ30～31 参照）については、これまで同様、全
小・中学校共通の重点化・焦点化した取組を進めています。
さらに、教育活動支援講師を引き続き１０名配置し、ティームティーチングや習熟度別学習な
ど、個々の学習状況に応じた指導を充実させ、学力の定着を図っています。
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② 情報教育の充実
情報教育では、各教科や特別活動、総合的な学習の時間において、パソコンなど情報通信技術
（ＩＣＴ）機器を活用した授業が行われており、児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、発達
の段階に沿った内容・方法で情報モラル・マナーについて学習しています。
平成３０年度における学校ＩＣＴ環境の整備・推進については、教育用コンピュータ機器の更
新を小学校５校、中学校４校で行ったほか、視覚効果によるわかりやすい授業を展開するため、
平成２９年度の小学校に引き続き、実物投影機とデジタルテレビを中学校のすべての普通教室に
導入しました。
今後も計画的に学校ＩＣＴ環境の整備を進め、学力向上はもとより、児童生徒の情報活用能力
を育成するとともに、思考力や判断力、表現力の向上に努めていきます。
③ 国際理解教育・外国語指導助手（ＡＬＴ）の活用
外国語指導助手（ＡＬＴ）については、北見・端野自治区５名、常呂自治区１名、留辺蘂自治
区１名の合計７名を配置し、各学校へ派遣しました。
ＡＬＴの派遣により、小学校では、３・４年生の外国語活動や５・６年生の外国語における担
任の支援などを通じ、言語や文化について体験的に理解を深める国際理解教育の推進を、中学校
では、外国語教育で求められている「聞くこと」「話すこと」を中心にコミュニケーションを図
る資質・能力を育成することを目指しています。ＡＬＴが話す英語に触れることで、児童生徒の
興味・関心を高め、英語力の向上につなげており、平成３０年度における派遣日数は小・中学校
合わせて１,１７４日（３,１９３時間）となっています。
小学校では英語に親しみ、積極的に聞いたり話したりする児童が増え、中学校では聞くこと・話す
ことなどのコミュニケーションスキルの向上が図られました。
④ 環境教育の充実
環境教育では、理科・社会・総合的な学習の時間などで、省エネルギーの取組（節電、節水、用
紙の再利用など）、牛乳パックのリサイクル、北見河川事務所の協力を得て行う無加川の水質調査、
学校周辺などの清掃活動、森林学習など自然体験活動、太陽光発電などの新エネルギーにかかわ
る施設の活用などを通し、環境問題への理解を深めるとともに、自然や資源を大切にする姿勢を
養うよう取り組みました。
⑤ キャリア教育の充実
児童生徒が自分の個性や特性を知り、将来に向けて働くこ
との意義や目的などについて理解するため、各小・中学校で
は、地域の事業所や関係機関の協力を得て、職場体験学習、
職場見学学習、社会人を招いた講演会などを実施し、望まし
い勤労観や職業観を学んでいます。
各中学校において、「進路の手引き」を活用するとともに、
修学旅行では、主に専門学校や事業所などを訪問し、進
路への意識を高めています。

【パン工場での職場体験学習】
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⑥ 特別支援教育の充実
特別支援教育では、「一貫した支援を進めるための関
係機関の連携」「小・中学校における特別支援教育体制
の充実」「教職員の専門性の向上」について、取組の充
実を図っています。
教育環境の整備として、平成３０年度から特別支援学
級及び通級指導教室にタブレットパソコンとデジタルテ
レビ（※点検・評価シート２

Ｐ32 参照）

を計画的に導入し、児童生徒

の障がいの特性に応じたわかりやすい授業の実施に努め
ています。活用に当たっては、効果的な活用方法につい

【ＩＣＴ活用研修会】

て理解を深めるため、特別支援学級におけるＩＣＴ活用研修会を実施しました。
また、教員免許を有する特別支援教育活動支援講師（※点検・評価シート２

Ｐ32 参照）

を平成３０年度はさ

らに１名増員して４校４名配置し、ティームティーチングや障がいに応じたきめ細かな指導を行ってい
ます。
支援を必要とする児童生徒が安全安心で充実した学校生活を送ることができるよう「特別支援
教育支援員」は、７１名を３６校（特別支援学級２１校３７名、通常学級１５校３４名）に、「医療
的ケア等を行う看護師」２名を２校に配置しています。
さらに、平成２７年度から配置した特別支援教育コーディネーターが、年２回の学校訪問及び
適宜教育相談を行い、支援を必要とする児童生徒の実態把握と特別支援教育にかかわる指導・助
言を通し、各学校の指導体制や教育活動の改善充実を図っています。
「北見市特別支援教育連携協議会」では、支援を必要とする児童生徒の指導方法や授業等に関
する相談を行う「巡回相談」を年９３回実施するとともに、同協議会が主催する「特別支援教育
支援員・支援講師研修会」では、小・中学校の教職員・支援員・支援講師７２名が参加し、北見
おおひら ひ ろ し

市立中央小学校教諭 大平博司氏から講演をいただき、発達障がいの理解と支援の在り方について
研修を深めています。
各学校からの要請に応じて行われる「特別支援教育パートナーティーチャー派遣事業」では、
「北見支援学校」などの専門機関の協力を得て、特別な支援を必要とする児童生徒への指導方法
についての助言をいただき、平成３０年度の活用状況は、２１校７７名となっています。同事業
は、特別支援教育の専門家・実践者から継続して具体的な助言を受けられ、個々の児童生徒への
指導や家庭との連携に大変有効であります。
⑦ 幼保小の連携
小学校と幼稚園・認定こども園・保育園との連携では「幼保小三者協議会」を開催し、小学校
の新入学児童について、各幼稚園・認定こども園・保育園での状況を確認し、小学校への円滑な
接続を行うための情報交流を行っています。
また、保育から教育へ円滑な接続を図るため、幼小接続期における指導計画の在り方「アプロ
ーチカリキュラム」「スタートカリキュラム」について、実践発表やグループ討議を通して研修
を深めるとともに、「小学校授業見学会」「保育園活動見学会」を開催し、双方の現場を直接見
て学ぶ機会をつくるなど、連携を強化しています。
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さらに、「北見市特別支援教育連携協議会」が開催し
た「特別支援教育研修会」では、北海道教育大学釧路校
あ べ

み ほ こ

教授 阿部美穂子氏 を講師に迎え、「障がいの特性に応じ
た自立活動の実際」について、特別支援学級担任、支援
員、養護教諭、幼稚園・認定こども園・保育園の職員、
児童館職員２０１名が、職種の枠を越えて学び合いました。
５歳児健康相談を実施している「健康推進課」、支援
【小学校の授業を保育士が見学】

の必要な子どもたちが通う「子ども総合支援センターき

らり」とも引き続き連携し、小学校へ必要な情報を提供するなど、円滑な接続に努めています。
⑧ 小中連携
小中連携は、子どもの「学力観」「指導観」「評価観」を共有し、学習指導や生活指導の円滑
な接続ができるなど、教育の質の向上が期待できます。これらのことを踏まえ、小･中学校の教員
が相互に学校を訪問して授業をするなど小中連携を進めました。また、中１ギャップを防ぐため、
特に小学校６年生に関する情報交換を随時行うとともに、入学前の小・中学校の担当者によるき
め細かな引継ぎやＰＴＡ合同研修会や合同避難訓練、中学校英語教員による小学校６年生外国語
活動の乗り入れ授業、管理職や担当教職員による連携協議などを行いました。

（３）豊かな心や健やかな体を育成する教育の推進
① 道徳教育・体験学習の充実
教育活動全体で取り組む道徳教育を充実させるため、
道徳科の時間を要とし、各教科や特別活動などの教育活
動を通じて、道徳的な心情・判断力・実践意欲と態度な
どの「道徳性」を養う指導を行っています。
「特別な教科

道徳」は、意見を交流することにより、

さまざまな考え方があることに気付かせ、価値意識を築
き上げていく「考え議論する道徳」の実践が求められて
おり、各学校においては今日的課題に正対した授業改善に

【 白花豆農業体験学習 】

取り組んでいます。
また、家庭と連携した道徳教育を目指し、すべての学校の参観日等で道徳の公開授業を実施し、
道徳の授業内容を保護者や地域の方たちに知っていただくとともに、体験的な学習（特別活動、
総合的な学習の時間、宿泊研修、修学旅行）において、自然体験、高齢者との交流、妊婦体験学
習、車いす体験、募金活動、ボランティア活動など多様な体験を通して、人とのふれあいを大切
にしながら、豊かな心をはぐくむ取組を行っています。
② 生徒指導体制の充実
平成３０年度における児童生徒の問題行動の発生状況は、小学校で１０件、中学校で４０件と
なっており、平成２９年度と比較し、小学校で１４件の減少、中学校で１件の増加となりました。
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中学校では万引きの事案が増加しています。
問題行動の発生件数は、年度によって大きく変動しますが、問題行動を未然に防止するため、
日頃より「児童生徒理解」を深め、「教職員と児童生徒との信頼関係」を築くための「教育相
談」を積極的に実施し、生徒指導研修や情報交流を行うことで児童生徒一人一人についての情報
を共有し、きめ細かい対応や指導ができるよう取り組んでいます。また、管理職・主幹教諭や生徒指導主
事を中心に、学校全体で迅速かつ適切な対応ができる指導体制づくりを進めるとともに、すべて
の教育活動において日常的に規範意識をはぐくむ活動を行っています。
また、児童生徒のさまざまな問題行動について情報交流や対応策の協議を行う「生徒指導担当
教員連絡協議会」の開催をはじめ、教育専門相談員やいじめ・不登校対策コーディネーターによる学
校訪問、さらには児童相談所・警察・北見市（子ども支援課）・人権擁護委員会・民生委員児童
委員協議会などの関係機関・部局と連携しながら、問題行動の未然防止・早期発見・早期対応に
努めています。
③ いじめ・不登校対策の推進と教育相談体制の充実
平成３０年度におけるいじめの件数は、小学校４７件、中学校２１件の合計６８件となってお
り、平成２９年度と比較して、小学校は３８件の増加、中学校で５件の増加となりました。軽微
な事案に対しても危機感を持って「いじめ」と認知し、児童生徒への指導及び長期における経過
観察を行っています。
いじめの態様では、「冷やかし・からかい・悪口や脅し文句・いやなことを言われる」が全体
の７０％と最も多く、次いで「仲間はずれ・集団による無視」が２９％、「いやなこと、はずか
しいこと、危険なことをされたり、させられたりする」が１９％、となっています。（複数回答
あり）
いじめの発見のきっかけとしては、「児童生徒に対して年２回実施しているアンケート調査や
学校の取組により発見」が６６％と半数を超え、「学級担任が発見」が１６％、「保護者からの
訴え」が１０％となっています。
いじめは、いつでもどこでも起こりうることから、平成３０年１０月に改定した「北見市いじ
め防止基本方針」（※点検・評価シート 3

Ｐ33 参照）

を基に、いじめの防止・早期発見・対処のための対策を

総合的かつ効果的に取り組んでいます。また、「いじめ・不登校対策コーディネーター」が、各
学校と関係機関との連携を図りながら、家庭や学校との相談・支援を行っています。
５回目になる教育委員会主催の「いじめのないまちづ
くり子ども会議」（※点検・評価シート 3

を１２月に開催

Ｐ33 参照）

し、新たに小学校児童会（５校）より各２名の参加者を
加え、市内全中学校の生徒会を中心とした代表者が集ま
り、いじめ根絶に向けてどのような取組ができるか協議
を行い、その結果を各学校の取組に生かしています。
平成３０年度の不登校児童生徒数は、１３４名（小学
【 いじめのないまちづくり子ども会議 】

生４４名、中学生９０名）で、平成２９年度と比較して
５名の増加となっています。

適応指導教室「あおぞらくらぶ」の在籍数は１５名（小学生４名、中学生１１名）となってお
り、平成２９年度より在籍する児童生徒の専門的な教科指導体制を整え、学習支援の強化を目的と
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した、適応指導教室学習支援事業を立ち上げ、平成３０年度においては、児童生徒の要望に合わ
せ、教員ＯＢの学習サポーターが国語や理科の学習支援を実施しました。
不登校解消に向けては、「家庭訪問を行い、学業や生活面での相談にのるなど、さまざまな指
導・援助を行った」「登校を促すため、電話を掛けたり迎えに行くなどした」「不登校の問題に
ついて、研修会や事例研究会を通じて全教師の共通理解を図った」「保護者の協力を求めて、家
庭関係や家庭生活の改善を図った」「教師との触れ合いを多くするなど、教師との関係を改善し
た」などの取組を実施しています。（複数回答あり）
しかし、不登校は、「友人関係の問題」「不安など情緒的混乱」「無気力」「学校生活上の影
響（授業がわからない）」など、さまざまな要因が複雑に絡み合っていることが多く、未然防止
とその対策について、今後においても学校や家庭と連携を深め取り組んでいきます。
教育相談体制の充実では、４名のスクールカウンセラーと１名のスクールソーシャルワーカー
を配置し、中学校には定期相談日に、小学校には要請に応じて派遣するなど、教育相談体制の充
実に努めました。
相談件数は合計で９１２件（１，１６３名）であり、前年度より１１件（１３３名）の増加と
なっています。
また、教育専門相談員といじめ・不登校対策コーディネーターは、保護者や教員から９２件の
相談を受けるとともに、各学校における「いじめ・不登校」などの問題行動の実態把握と対応へ
の指導・助言を行うため、年３回の定期学校訪問を実施しました。一つの案件でも長期にわたり
繰り返し相談を受けるケースや、家庭環境や発達障がいなどの問題が複雑に絡み、関連機関との
連携が必要となり解決に時間がかかるケースも増えています。
このように、近年、いじめや不登校の原因が複雑・多様化している状況から、すべての児童生
徒が楽しく充実した学校生活を送れるよう、教職員が現場ですぐに活用できる「いじめ対応の手
引」と「不登校対応の手引」「教育相談の手引」を全小・中学校及び関係機関に配付するなどし
て、支援しています。
④ 学校図書館活動の充実
学校図書館は、児童生徒の主体的・意欲的な学習活動や、読書活動の充実を図るために設置さ
れ、平成３０年度における全小・中学校の蔵書総数は、２８２，６７６冊（標準蔵書冊数に対す
る達成率 ９３.１％）となっています。
また、「学校司書」を配置したことにより、学校図書館を訪れる児童生徒が増えるとともに、
読書習慣の定着など、一定の成果が現れていることから、平成３０年度においては、前年度より
２名の学校司書を増員し、６名体制で１６校への支援を行いました。なお、平成３１年度から令
和３年度においても、毎年２名ずつ学校司書を増員していく予定となっています。
あわせて、学校司書を配置した学校図書館には、図書を管理するための専用パソコンを設置し、
図書台帳のデータベース化による適切な管理と貸出しなどの手続きの効率化を図りました。
また、「朝読書」の実施や「学級文庫」を教室に設置して読書活動に取り組んでいる小・中学
校は全３８校、教員やボランティアなどの方々による「読み聞かせ」を実施している小・中学校
は２５校となっており、本に親しむ環境づくりに取り組んでいます。
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今後も中央図書館が実施している「学校図書運営相談事業」による選書相談を活用し学校図書
の充実と合わせ、読書を通して読解力・思考力・想像力の向上、豊かな感性をはぐくむことを目
指し、継続した「学校図書館活動の充実」(※点検・評価シート 4

P34～35 参照)

に努めていきます。

⑤ 健康・安全教育の充実
平成３０年度の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果では、小学校男子では「握力、
ソフトボール投げ」の２種目、小学校女子では「握力、上体起こし、反復横とび、ソフトボール
投げ」の４種目が全国平均を上回りました。
一方、中学校男子では「握力、５０ｍ走、立ち幅跳び」の３種目、中学校女子では「ハンドボ
ール投げ」が全国平均を上回りました。小学校女子、中学校男子・女子においては平成２９年度
よりも上回っている種目が多く、小学校男子の体力・運動能力に課題がみられます。
すべての小・中学校の全学年で、新体力テストの全種目を実施しており、その結果を踏まえ学
校独自の「体力向上プラン」を作成し、体育の授業をはじめ行事や部活動など教育活動全体を通
して体力向上の取組

(※点検・評価シート 1

P30～31 参照)

を進めています。

また、「北見市体力向上推進委員会」主催の研修会では、参加対象を幼稚園・認定こども園・
保育園の職員にも広げて開催しており、幼児期から中学校時期まで継続して、発達段階に応じた
運動の楽しさを体感する指導方法や声のかけ方を共有するとともに、体力向上を進めるための体
育授業の改善について、広く発信する取組を行っています。
健康・安全指導については、各小・中学校で、関係
教科や特別活動などの時間において、警察署・消防署
の協力を得て、交通安全教室、防犯教室、薬物乱用防
止教室、救急救命教室等を実施するなど、児童生徒一
人一人が健康や安全について考え、自らが実践できる
力の育成に努めています。
また、平成２９年度からすべての小学校に拡大した
「フッ化物洗口」を、子どもたちの健康増進に向け、
【 交通安全教室 】

継続的に取り組んでいます。

⑥ 防災教育の推進
各小・中学校で作成している「危機管理マニュアル」をもとに地震・火災・津波などの自然災
害に備えた避難訓練を実施することで、自らが危険を察知・回避し、身を守り安全な行動をとる
ことができる態度や能力の育成に努めています。
また、網走地方気象台や北見市防災危機管理室の協力のもと作成した「北見市防災教育の手引
き」を活用し、防災教育にかかわる指導の充実を図りました。
これらのマニュアルや手引きなどを活用し、学校や地域の実態に応じた防災学習や避難訓練の
実施を通して、有事の際には的確に判断し安全に行動できる能力の基礎を培うよう努めています。
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⑦ 食育指導の推進と学校給食の充実
平成３０年３月に策定された「北見市健康づくり計画」のうち、「食育推進計画」における
『食を通した健康の維持・増進』『食への感謝と食関連産業への理解と支援』『多様な暮らしに
対応した食と、食文化の継承』『食育を推進する基盤づくり』の４つの柱に基づき、学校給食が
担う取組を進めました。
食に関する指導では、児童生徒が、健やかで心豊かに生きるための基礎として、命の源である
食の重要性、食を通じた地域等の理解、食文化の継承など、食に関する正しい知識や望ましい食
習慣を身につけ、自然の恵みや生産者への感謝の気持ちをはぐくむよう、栄養教諭・学校栄養職
員が他の教職員と連携し、各教科や特別活動などの教
育活動を通じて取組を行いました。
地産地消推進の取組では、北見市の主要農産物であ
る玉ねぎと馬鈴薯を、給食食材として年間を通して使
用できるよう、事前に端境期での必要量の確保と保管、
学校への納入など、農協、市場、納入業者等のご協力
をいただき、学校給食における地場産玉ねぎの使用率
は９８．９％、馬鈴薯が９７．２％となったほか、そ
の他の野菜についても、市場に出回る時期には積極的
に地場産を使用し、使用率の向上に努めました。
安全で安心な学校給食の提供では、学校給食で使用
される食材を抽出し、その食材について微生物検査
（２回１４検体）、食材残留農薬検査（１回２検体）
を行ったほか、「学校給食における食物アレルギー対
応マニュアル」の運用による、医師の診断と指示に基
づいた食物アレルギーの対応、校内での教職員間の情
報共有や対応などの取組により、学校給食の安全性の

【 中学校の食育授業 】

確認及び確保に努めました。
また、「給食だより」や「献立表」では、学校給食で使用する地場産野菜等の表示、食生活の指
導など、食に関する情報や衛生管理などの情報を発信したほか、食材の産地については、北見市
のホームページで公表するなど、安全で安心な学校給食の提供について、理解を深めるための取
組を進めました。
今後も安全で安心な学校給食の提供と健全な食生活を実践できる児童生徒の育成に向けて、栄
養教諭・学校栄養職員を中心に、教職員、家庭が連携・協力し、衛生管理の徹底、給食内容、食
育指導方法などの充実に努めていきます。

（４）教育環境の整備
① 学校施設の耐震化の推進及び老朽校舎の改築等
事業の最終年度となる留辺蘂小学校改築事業では、グラウンド、外構の整備を行い、平成３０
年２月２６日から供用開始している新校舎と合わせて、教育環境のさらなる充実が図られるとと
もに、地域コミュニティの拠点の役割を果たすものと期待されます。
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温根湯中学校改修事業では、温根湯小学校と温根湯中
学校を統合するための中学校校舎等改修の実施設計を行
い、令和元年度の改修工事の実施、令和２年度の統合に
向けた取組を進めました。
なお、この統合に伴い、旧耐震基準である温根湯小学
校校舎を用途廃止することから、現在、留辺蘂小学校の
新校舎竣工により９９．１％となっている耐震化率が１
【改築事業が完了した留辺蘂小学校の外観】

００％となります。
また、美山小学校では、エレベータや多目的トイレ

などの設置を行い、障がいにより移動が困難な児童の学習環境の改善を図りました。
【 学校施設の耐震化率 】
耐震二次診断率

※

耐震化率

※未耐震棟数

平成 ２２ 年度

１３．１％

５３．８％

６１棟

平成 ２３ 年度

３６．１％

５６．５％

５７棟

平成 ２４ 年度

４７．５％

６０．５％

５１棟

平成 ２５ 年度

７１．２％

６８．２％

４１棟

平成 ２６ 年度

９２．４％

７６．０％

３１棟

平成 ２７ 年度

１００％

８７．１％

１６棟

平成 ２８ 年度

１００％

９５．１％

６棟

平成 ２９ 年度

１００％

９９．１％

１棟

平成 ３０ 年度

１００％

９９．１％

１棟

未耐震棟数は、建物の数であり、学校数とは一致しません

② 小・中学校の適正配置
平成２５年度に策定した「北見市立小・中学校の適正規模に関する基本方針」では、望ましい
学校規模を、①教育活動・学習指導面、②人間関係面、③学校運営面の３つの視点で考え、当面
は小規模校のうち「複式学級を有する学校」を対象に、どのようにして子どもたちにより良い教
育環境を提供していくのか、教育委員会の考え方を具体的に示しながら協議を進めていくことと
しています。
平成３０年３月に、温根湯地域のＰＴＡと地域関係者の代表から、温根湯地域の子どもたちの環
境整備に関する要望書が提出されたことから、平成３０年度は、要望の主となる温根湯小学校と
温根湯中学校の校舎統合にあわせた義務教育学校の導入に向けて、ＰＴＡや地域関係者との協議
を重ねながら、検討を進めました。
今後においても、基本方針をガイドラインとし、それぞれの学校を取り巻く地域環境に十分配慮
しながら、保護者や地域の方々と協議を進め、教育環境の向上に努めていきます。
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③ 児童生徒の安全安心対策の推進
「通学路の安全対策」(※点検・評価シート５ P36～37 参照)では、交通安全機関の職員等を講師として招き、
交通安全教室の開催や正しい自転車の乗り方などの安全指導のほか、警察官ＯＢ２名をスクール
ガード・リーダーに委嘱し、小学校の登下校時間に合わせて年２～４回の巡回を行い、児童生徒
に対して安全指導及び助言を行うとともに、隔年で学校や警察などの５者で実施している通学路
の安全点検では、平成３０年度においては、新たに防犯の観点での点検も加え、危険箇所の把握
と児童生徒への安全指導及び関係機関との連携による環境整備を行いました。
また、児童生徒が安全安心な学校生活を送ることができるよう、メール配信システム「メール
＠きたみ」を活用し、不審者情報を保護者・教職員・地域住民の方々に提供し、安全の確保に努
めています。
平成３０年度の不審者情報については、各小・中学校からの情報をもとに合計２２件配信し、
平成２９年度と比較し５件の増加となっています。
全国でさまざまな事件が発生していることから、今後においても、不審者情報を迅速に学校関
係者や保護者・地域住民の方々に発信し、注意喚起を図っていくとともに、メール配信システム
「メール＠きたみ」の登録者の拡大に努めていきます。
④ 私学の振興・修学支援等の充実
私立高等学校教育の振興では、北見藤女子高等学校及び北見商科高等専修学校に対し、学級規
模などに基づき、経営の健全化への支援を行うとともに、さらに北見藤女子高等学校に対しては、同校が
展開する特色ある教育活動（英語教育、特進教育、適応教室）に対する支援を継続して行ったほ
か、平成３１年４月の男女共学化の開始に伴う、校舎の一部改築工事の実施にあたり、財政支援
の要望があったことから、関係部局と連携し検討を進め、改築工事費の一部について、支援を行
いました。
学資支弁の一助にといただいた寄付金をもとに、平成２７年度から支給対象者を拡充した高校
生への奨学金支給制度については、平成３０年度の新規募集においても１０名分の予算を増額措
置し、修学機会の確保に寄与しました。
また、大学などに入学する生徒の保護者に対する入学準備金貸付制度についても、金融機関か
ら有利な条件で借りられる本制度に基づき、例年どおり貸付事業を実施し、修学支援の継続に努
めました。
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点検・評価シート １
平成３０年度 教育行政方針
基本方針

担当課

２．学校教育の充実
（２）確かな学力を育成する教育の推進

指導室

（３）豊かな心や健やかな体を育成する教育の推進
重点施策

具体施策
（Ｐｌａｎ）

（２）－①学力向上の取組

（管理及び執行状況の評価

20 ページ）

（３）－⑤健康・安全教育の充実

（管理及び執行状況の評価

26 ページ）

○全小・中学校で「北見市学力向上３つのスタンダード」の取組をより一層推進します。
○児童・生徒の体力向上を図るためには、幼児から発達段階に応じた系統的な指導が
不可欠であり、教員の指導力及び指導方法を高めるための取組を進めます。
○「北見市学力向上３つのスタンダード」の推進
全小・中学校が、学習環境の整備、指導技術の向上、指導方法の工夫の３つの視点
で自校の課題に応じた取組を推進し、日常の授業改善を行いました。
また、「北見市学力向上推進委員会」と連携し、年度当初に「家庭学習の手引き」を全
小・中学校の保護者に配布するとともに、授業と関連させた家庭学習の取組を学年や

実施状況
（Ｄｏ）

個々の学習状況に応じて進めるなど、学習習慣の確立に努めました。
○体力向上の取組について
「北見市体力向上推進委員会」と連携し、幼・保・小・中の教職員を対象とした講習会
を夏季及び冬季の年２回開催し、発達段階に応じた子どもの「体つくり運動」の方法や、
やる気にさせる言葉掛け等についての研修を行い、延べ１００名が参加しました。
また、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」に向け、各校における児童生徒の課
題を把握し向上させるため、調査種目の複数回の事前練習の実施を推進しました。
「全国学力・学習状況調査」の結果から、小学校では、国語Ａ「話すこと・聞くこ
と」、算数Ａ「量と測定」で全国平均に最も近くなっています。また、「算数の授業で
学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思う」と回答した児童の割合
が、全国平均を上回っています。中学校では、国語Ａ「話すこと・聞くこと」「読むこ

成

と」、数学Ａ「資料の活用」で全国平均を上回っているほか、「家で、学校の宿題をし
ている」と回答した生徒の割合が、全国及び全道平均を上回っています。

果
評価検証

「北見市体力向上推進委員会」による講習会においては、発達段階における子
どもの「体つくり運動」の方法を学ぶとともに、上級学年につながるために必要な運

（Ｃｈｅｃｋ）

動能力を把握し、系統的な指導について理解を深めることができました。
また、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」に向けては、事前練習を複数回
実施することで、４月から７月までに数値として体力向上の成果が見られました。
さらなる学力向上のためには、各校の課題に応じた取組をより重点化・焦

課
題

点化し、質の高い指導と評価を積み重ねることが必要です。
また、さらなる体力向上を図るためには、発達段階に応じた指導方法の工夫と指
導力の向上、体力調査に向けた調査種目の複数回の事前練習が重要です。
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学校教育指導や指導力向上研修会等を活用し、学力向上に直結する日常の授業改
今後の
方 針
（Ａｃｔｉｏｎ）

善のポイントについて、適切な指導・助言を行います。
子どもの意欲を高める手法とともに、指導技術向上のため研修を一層充実させてまい
ります。また、全国体力・運動能力、運動習慣等調査に向けた複数回の実施を市内全小
中学校において行えるよう推進していきます。
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点検・評価シート ２
平成３０年度 教育行政方針
基本方針

担当課

２．学校教育の充実
（２）確かな学力を育成する教育の推進

重点施策

指導室

⑥特別支援教育の充実（管理及び執行状況の評価 22 ページ）
○特別支援学級及び通級指導教室に、タブレットパソコンとデジタルテレビを計画的に導

具体施策
（Ｐｌａｎ）

入します。
○支援員及び医療的ケア等を行う看護師の配置に加え、教育活動支援講師を増員しま
す。

○タブレットパソコンとデジタルテレビの計画的な導入
各学校において、特別な支援を必要とする児童生徒が増加しており、障がいの特性に
応じた支援や学習効果を高める指導方法の工夫が急務となっていることから、タブレット
パソコンとデジタルテレビを特別支援学級及び通級指導教室に導入することとしました。
配置計画については、１年目は特別支援学級設置の小・中学校に１セット、２年目は肢
実施状況
（Ｄｏ）

体不自由学級及び小学校の自閉・情緒学級、３年目は中学校の自閉・情緒学級、病弱、
言語、難聴学級、４年目は知的学級と、４年間で、すべての特別支援学級及び通級指導
教室へ段階的に配置する考えです。
○特別支援教育活動支援講師の増員
これまで生活介助を行う支援員や医療的ケア等を行う看護師に加え、教員免許を所持
し学習指導が可能な「特別支援教育活動支援講師」を配置してきましたが、特別支援学
級に在籍する児童生徒の増加に伴い、より一層、児童生徒への学習支援のニーズが高
いことから、教育活動支援講師を１名増員し、４校に４名配置しました。
発達障がいのある児童生徒は視覚優位であるため、ＩＣＴを活用して視覚

成
評価検証

果

に訴える指示や説明、教材の提示をすることで、大きな教育的効果が得ら
れ、学習の積み上げが可能となっています。
また、直接児童生徒に教えることができる「特別支援教育活動支援講師」
の増員により、障がいから起因する苦手な学習の克服に成果が上がっていま

（Ｃｈｅｃｋ）

す。

課

児童生徒の特性に応じたより質の高い教育が可能となるよう、ＩＣＴ機器の効果的
な活用について、さらに研修を深める必要があるほか、支援員及び看護師、教育活

題

動支援講師等の力量を高める研修を引き続き実施することが重要です。

今後の

成果が上がっている学校の実践事例を紹介したり、力量の高い教員が講師となり、実

方 針

効性ある研修会を工夫して実施したりするなど、特別支援教育を担当しているすべての

（Ａｃｔｉｏｎ）

教員、支援員等の指導力の向上を図っていきます。
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点検・評価シート ３
平成３０年度 教育行政方針
基本方針

担当課

２．学校教育の充実

指導室

（３）豊かな心や健やかな体を育成する教育の推進
重点施策
具体施策
（Ｐｌａｎ）

③いじめ・不登校対策の推進と教育相談体制の充実
（管理及び執行状況の評価

24～25 ページ）

「いじめ」問題の解消及び未然防止、「不登校」児童生徒数の減少及び未然防止
に向けた取組を進めます。
○いじめ対策について
日常の児童生徒の観察やアンケート調査及び担任等による個別面談で、実態を
把握し、いじめの解消について該当校に指導及び助言を行いました。また、中学
生を対象に開催していた「いじめのないまちづくり子ども会議」を小学生まで対
象を拡大し、児童生徒が主体的にいじめを許さない学校づくりを進めるよう働き
かけました。さらに、これまで以上に、いじめ根絶に向けた取組を、総合的かつ

実施状況
（Ｄｏ）

効果的に推進するために「いじめ防止基本方針」を改定しました。
○不登校対策について
いじめ不登校対策コーディネーター及び教育専門相談員が年３回学校へ訪問し
実態の把握とその解消に向けて指導･助言を行うとともに、スクールカウンセラ
ーやスクールソーシャルワーカーを学校へ派遣し、児童生徒や保護者の相談体制
をつくるなど支援しました。また、適応指導教室「あおぞらくらぶ」に通級して
いる児童生徒への学習支援を充実させるために「学習サポーター」を配置し、学
校復帰や望ましい進路の実現につながるよう取り組んできました。
改定した「いじめ防止基本方針」に基づき、特に配慮が必要な児童生徒へ

成

の対応において、全ての中学校の女子の制服に、スラックスが認められるこ
ととなりました。

評価検証

果

（Ｃｈｅｃｋ）

また、適応指導教室への学習サポーター派遣を１２回実施し、個々の児童
生徒の実態に即した学習支援を行いました。

課

不登校の件数が年々増加しており、平成３０年度は１３４件となり、平成
２９年度から５件の増加となっています。いじめ対策については、学校によ

題

今後の
方 針
（Ａｃｔｉｏｎ）

っては組織的な対応が不十分なケースが散見され、改善が必要です。
教育相談の充実や指導・助言を通し、いじめ・不登校の未然防止に努めてまい

ります。特に不登校対策については「教育機会確保法」の趣旨を踏まえ、個々の
学習環境の充実と社会的自立に向けての支援に努めます。
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点検・評価シート 4
平成３０年度 教育行政方針
基本方針

担当課

２．学校教育の充実

学校教育課

（３）豊かな心や健やかな体を育成する教育の推進
重点施策

④学校図書館活動の充実（管理及び執行状況の評価 25～26 ページ）
児童生徒の主体的・意欲的な学習活動や、読書活動が充実するよう、以下の施

具体施策
（Ｐｌａｎ）

策を実施します。
○学校図書館の蔵書を充実します。
○学校司書を計画的に配置し、あわせて図書管理用パソコン及び管理ソフトを
導入します。
○学校図書館の蔵書充実
学校図書館の蔵書を充実するため、新たな図書を購入する予算を確保しまし
た。
年度

小中学校蔵書総数

図書標準達成率

平成２９年度

２８６，３５１冊

９１．４％

平成３０年度

２８２，６７６冊

９３．１％

○学校司書・図書管理用パソコンの計画的な配置
平成２６年度からモデル的に１名配置した「学校司書」を平成２８年度に１
名、平成２９年度及び３０年度にはそれぞれ２名ずつ増員し、司書教諭や校内
実施状況
（Ｄｏ）

図書委員と連携しながら、書架、読書コーナーの再配置や蔵書データの整理、
図書委員活動への支援やブックトークの実施など、学校図書館活動への支援を
行いました。
また、学校司書の配置にあわせ、図書を管理するための専用パソコン及び管
理用ソフトを新たに導入し、図書台帳のデータベース化による適切な管理と貸
出しなどの手続きの効率化を図りました。
＜学校司書配置状況＞
Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

Ｈ３０

１名

１名

２名

４名

６名

- 34 -

学校司書の配置により、以下の成果が現れています。
・学校図書館の使用ルール・マナーの定着
・図書台帳のデータベース化による適切かつ効率的な管理

成

・効果的な図書資料の選書
・授業で必要となる本の収集・提供

評価検証

果

・市立図書館・他校学校図書館との連携
・本に触れる時間の増加

（Ｃｈｅｃｋ）

・諸事情により教室に居られない子どもの居場所づくり

ほか

※学校図書館機能の充実により、児童生徒の学力向上が期待できます。

課
題

蔵書整備にあたっては、古く利用価値の失われた図書が増加しており、限
られた予算の中での整備は困難な状況にあります。
（※平成２９年度との比較で蔵書総数が減少しているものの達成率が上昇に転じている理由は、
学級数が減少したことに伴い基準となる標準蔵書数が低下したことによるもの。）

学校図書館は、児童生徒の読書活動や児童生徒への読書指導の場である「読書
センター」、児童生徒の学習活動を支援したり授業の内容を豊かにしてその理解
を深めたりする「学習センター」、児童生徒や教職員の情報ニーズに対応したり
児童生徒の情報の収集・選択・活用能力を育成したりする「情報センター」とし
ての機能に加え、今後、主体的・対話的で深い学びを効果的に進める基盤として
の役割も期待されていることから、今後も、図書購入のための予算確保はもとよ
今後の
方 針
（Ａｃｔｉｏｎ）

り、学校司書の配置を計画的に進めます。
さらには、不足する蔵書を補うため、中央図書館や各地区の図書館が実施して
いる団体貸出事業の活用により、児童生徒の読書環境の整備・充実に努めていき
ます。
＜学校司書配置計画＞※第１次実施計画
令和元年度

令和２年度

令和３年度

新規配置

２人

２人

２人

配置合計

８人

１０人

１２人
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点検・評価シート 5
平成３０年度 教育行政方針
基本方針

担当課

２．学校教育の充実

学校教育課

（４）教育環境の整備
重点施策

③児童生徒の安全安心対策の推進（管理及び執行状況の評価 29 ページ）
児童生徒が安全かつ安心に登下校できるよう、以下の施策を実施します。
○スクールガード・リーダーによる、通学路の点検及び安全指導を行います。

具体施策

○通学路の危険箇所の抽出・点検を行い、関係機関との連携のもと環境整備に

（Ｐｌａｎ）

努めます。
○不審者情報を学校関係者・保護者・地域住民に発信し情報共有を行います。
○「スクールガード・リーダー」による通学路の点検及び安全指導
警察官ＯＢである「スクールガード・リーダー」を２名委嘱し、小学校の登
下校時間に合わせて年２～４回の巡回を行い、児童に対して安全指導及び助言
を行いました。
○通学路の危険箇所の安全点検

実施状況

隔年実施の通学路安全点検を平成３０年度は、新たに防犯の観点での点検内

（Ｄｏ）

容を加え、学校・ＰＴＡ・警察・市都市建設部道路管理課・教育委員会の５者
による調査点検を経て、危険箇所の把握、点検結果による指導の強化、道路の
白線を引き直すなどの環境整備を行った。
○不審者情報の共有
学校及び児童生徒の安全確保のため、メール配信システム「メール＠きた
み」により注意喚起を行いました。
通学路の危険箇所を確認し、警察署交通課からの助言により、児童への安
全確認の指導強化が図られました。
平成３０年度における児童生徒の登下校時の事故件数は１０件で、平成２９

成

年度の１３件から、３件減少しました。
また、メール配信システム「メール＠きたみ」の登録を促すことで、登録

果

者の拡大が図られました。

評価検証

年度

（Ｃｈｅｃｋ）

平成２９年度

８，７４３人

平成３０年度

１０，５９４人

登録者数

登下校時における児童生徒の交通事故件数は減少しているものの、依然と

課

して自動車との接触により負傷する事故が発生している状況にあるため、児
童生徒に対して、より一層の安全確認指導や交通ルールの遵守を促す継続し

題

た指導が必要なほか、車両運転手等への効果的な注意喚起も重要です。
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今後においても、スクールガード・リーダーによる通学路の点検及び安全指導
今後の

を継続するとともに、ＰＴＡや自治会などの協力を得ながら、児童の安全確保を

方 針

推進するほか、改善が必要な箇所については、警察や道路設置者とも連携を密に

（Ａｃｔｉｏｎ）

し、通学路の安心安全が保たれるよう環境整備に努めます。
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２. 社会教育部
（１）自ら学び成果を活かす社会教育活動の推進
① 生涯学習機会や学習情報の提供
豊かな地域社会を形成するためには、市民一人一人が
主体的に学び続け、多様な知識・技能を身に付け、それ
らを活かして活躍することが重要です。
そのため、各種社会教育団体、グループ、指導者等の
生涯学習関連情報を一元的に集約し、北見芸術文化ホー
ル内に開設している生涯学習コーナーなどで必要に応じ
て提供することで、市民の主体的な学習活動を支援しま
した。
【 出前講座「ミント宅配便」
市民編公開講座 】

また、市民の多様なニーズに対応した学習機会を提供
するとともに、市民自らが培った知識や経験を活かす場
となっている出前講座「ミント宅配便｣(※点検・評価シート 6

P44 参照)

に引き続き取り組みました。利用件数は、開催件数が４０３件、受講者数が延べ１２，４０６人と過去最
高だった平成２９年度と同水準となり、学びの広がりや自ら学ぶ市民意識の向上が図られていま
す。特に近年、地域サロンの利用が増加しており、様々な市民に学習機会を提供しています。

12,406

② 公民館事業の充実
地域住民の実生活に即する教育、学術及び文化に関す
る事業を行う公民館では、各種公民館講座を全６８回開
設し、８４７人の参加者が学ぶきっかけづくりや教養の
向上、健康の増進、生活文化の振興が図られました。
小・中学生を対象とした「俳句コンクール」では、
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【 公民館まつり 】

２，１８２句が集まり、「下の句歌留多大会」では７０人の参加があり、日本文化や地域文化の
伝承に努めました。また、「公民館まつり」は多くの市民が来場し、公民館講座参加者の学習成
果発表や公民館を利用しているサークル団体間の相互交流が行われました。
③ 高齢者教育の充実
公民館では、高齢者が生きがいのある人生やうるおいのある地域づくりを目指して自ら学び続
け、社会の変化にも対応していただくよう、６０歳以上の方を対象にした「高齢者大学」を開設
し、学ぶ機会と交流機会を提供しています。中央公民館の「ことぶき大学」では２０２人、端野
町公民館の「しらかば大学」では１０５人、常呂町公民館の「オホーツク大学」では８８人、留
辺蘂町公民館の「るべしべ寿大学」では５３人の学生が生活に必要な知識を学び、レクリエーシ
ョンやスポーツで汗を流しました。また、各自治区の高齢者大学間で大学祭への参加やパークゴ
ルフ大会により、交流を深めました。
④ 図書館サービスの充実
北見市立図書館振興計画に基づき、講演会や講座など
の自主事業を行うとともに、ボランティア団体との共催
や協力による図書館まつり、読み聞かせイベント、児童
文学者講演会など市民が図書にふれるきっかけとなる行
事を実施しました。また、移動図書館車の運行により、
来館が困難な子どもたちへの貸し出しや地域住民への資
料提供を行いました。
さらに、雑誌を広告媒体として活用することにより、
雑誌購入のための財源を確保するとともに民間事業者な

【 中央図書館「桜木紫乃氏 講演会」 】

どに情報発信の場を提供する雑誌スポンサー事業の拡充
に引き続き取り組みました。
そのほか、中央図書館では、図書館システムとＩＣタグを活用した効率的な図書の提供、郷土
資料の収集とＷｅｂ公開、データベースを活用した調べもの相談、視覚障がい者対象の録音図書
の貸出など、図書館サービスの充実に努めました。

（２）学校・家庭・地域が連携し子どもを育てる環境づくりの推進
① 家庭教育の支援
子どもたちの健やかな育ちの基盤となる家庭教育は、すべての教育の出発点であり、家庭教育
に関わる学習活動や子育て支援のため、二つの学級を開設しています。
こそだて学級（９学級）では、子育てサークルや地域の子育て支援グループを対象として、子
育ての喜び、悩み、不安を話し合う中でそれぞれが情報を共有し、会員同士の相互交流を深めて
います。
はぐくみ学級（８学級）では、幼稚園、小・中学校のＰＴＡ、保育園（所）の保護者会を対象
として、保護者同士が家庭教育に関わる学習を一定期間、計画的、継続的に集団で学習するとと
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もに相互交流を図っています。
こそだて学級は６１講座、はぐくみ学級は３０講座を
実施し、どの団体も精力的に情報共有を行い学習活動に
取り組んでいます。
また、児童の土曜日の教育環境を充実させるため、地
域における多様な学習や体験活動の機会を提供する「土
曜学校」を市内５つの小学校で実施し、キッズデザイン
教室や科学実験教室などに延べ７７人の参加がありまし
た。

【 土曜学校「キッズデザイン教室」 】

図書館では、第３次北見市子どもの読書活動推進計画
に基づき、北見市学校図書館協会との共催による児童・生徒読書感想文コンクールの実施、図書
館司書が学校図書室の環境整備を支援する学校図書館運営相談事業、朝の読書や授業に活用でき
る学校支援セットの貸出など、子どもが自ら読書を楽しみ、考える力をはぐくむ環境づくりの整
備・充実に取り組みました。さらに、子どもの健やかな成長を願い、赤ちゃんと保護者が絵本を
介して心触れ合うきっかけづくりとするため、乳幼児健康診査時に絵本の読み聞かせや紹介を行
うとともに、図書館カードの登録を呼びかけ、登録した親子を図書館デビューイベントに招待す
る「乳幼児絵本スタート事業」(※点検・評価シート 7

P45 参照)

に引き続き取り組みました。

（３）健康づくりと競技力向上や地域に根ざしたスポーツ活動の推進
① 生涯スポーツの推進
スポーツは、日常生活を充実させ、地域に活力をもたらすものであり、豊かな市民生活実現に
欠かすことのできないものです。このため、障がい者を含め幼少期から高齢期までのすべての
人々が、それぞれのライフスタイルやニーズに合わせて、
いつでもどこでもいつまでもをキーワードにスポーツや
レクリエーション活動に親しめるよう、「北見市スポー
ツ推進計画」を策定し、１歳児からの幼児と親が参加で
きる「コアラくらぶ」をはじめ、「キッズスポーツ教
室」「ジュニア・アスリートチャレンジアカデミー」
「ヘルシースポーツ教室」「水泳教室」「ペタンク教
室」「スキー教室」や「カーリング教室」などのスポー
【 あすチャレ！スクール 】

ツ教室の開催や指導者の派遣を行いました。また、平成
３０年度からの新規事業として、パラアスリートを講師

に招き、パラスポーツを体験し、講師の体験談を聴く機会を提供することで、子どもたちに夢や
勇気を持つ力を学んでもらう「あすチャレ！スクール」 (※点検・評価シート８

P46 参照)

を行いました。

② スポーツ施設の利用促進と市民サービスの充実
北見市民スケートリンク、北見市武道館、アドヴィックス常呂カーリングホール、北見市民温
水プールなど各スポーツ施設利用促進のため、体育協会、スポーツ団体や各施設の指定管理者と
連携を図りながら、初心者カーリング教室、幼児水泳教室などのスポーツ教室や大会を開催しま
- 40 -

した。また、老朽化した施設が多いことから、適切な維持管理で利用者の安心安全を確保すると
ともに、利用者の意見や要望を聞きながら、利用しやすい施設を目指したサービスの充実に取り
組みました。
③ スポーツ合宿の推進
スポーツコンベンションの中核であるスポーツ合宿事
業は、トップアスリートのプレーを直接感じることがで
きることとクリニックやスポーツ教室などで交流を図る
ことで、子どもたちの意識や技術レベルが向上する効果
があり、地域の活性化にもつながるものです。ラグビー
をはじめ、バレーボール、バスケットボール、陸上、サ
ッカー、スキー、カーリングなど年間を通じバランスよく合宿
が行われるよう多種目化を進めた結果、平成３０年度は

【 スポーツ合宿 】

過去最高のチーム数となる１９７チームが訪れ、参加者と
しては延べ２１，９７７人となりました。
また、カーリングでは、平昌冬季オリンピックで、女子日本代表として初の銅メダルを獲得し
た「ロコ・ソラーレ」の活躍により、カーリングブームが巻き起こり、アドヴィックス常呂カー
リングホールでの合宿が盛んに行われるとともに、観光客も増加するなど波及的効果が現れてい
ます。
バスケットボールでは、Ｗリーグ女子バスケットボールのデンソーアイリスが合宿を行い、2
年連続でＷリーグの公式戦を開催しました。

（４）歴史と風土に根ざし次世代につなげる地域文化活動の推進
① 芸術・文化の振興
日本の伝統文化や生活文化は、長い歴史と伝統の中から生まれ、人々の生活の中で大切に守り
育てられており、その歴史や文化の軌跡を次世代に伝えていくことが必要です。このため、次代
を担う子どもたちが民俗芸能、工芸技術、邦楽、華道、茶道など伝統文化・生活文化に関する活
動を行う機会として「伝統文化子ども教室」を実施しま
した。
また、「きたみ市民芸術祭」や各自治区の特色を活かし
た文化祭の開催を通じ、市民の発表機会の提供に努めま
した。
さらに、市民に優れた音楽や演劇、落語など、舞台芸
術の鑑賞機会を提供する「北見市民ホール自主文化事
業」(※点検・評価シート 9

P47 参照)

として、音楽では「小林香織

サマーライブツアー２０１８」、「子どもオペラ『ブレ
ーメンの音楽隊』」、「小野木

遼チェロ・リサイタ

【 北見市民ホール自主文化事業
「ブラスタ・パーティー2018 】

ル」、「東京ブラススタイル『ブラスタ・パーティー２０１８』」及び「ＭＵＳＩＣＡＬ『Ｏ．
Ｇ．』」、落語では「北見寄席２１ いろどり特選会」、また、他機関との共催事業として「きか
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んしゃトーマス『ファミリーミュージカル

ソドー島のたからもの Vol.２』」、「ＯＮＥＯＲ８

『ゼブラ』」及び「キエフ・クラシック・バレエ『チャイコフスキー夢の３大バレエ』」の全９
事業を実施するとともに、その他の自治区においても演劇、落語、音楽などの「芸術文化鑑賞事
業」を実施しました。
② 美術鑑賞事業・博物館活動の充実
美術鑑賞事業では「美術企画展」(※点検・評価シート 10
照)

として、小樽市出身の風景画家

P48 参

なかむら ぜん さく

中村 善 策 の作品

１０１点を通してその生涯を紹介する『没後３５年 中
村善策展』（入場者数９５４人）、国内外出身の近現代
画家６２人の自画像と作品８２点とを展示する『画家た
ちの自画像 ―高橋由一からピカソまで―展』（入場者
数１，２５８人）を開催しました。また、美術収蔵作品

【 美術企画展「画家たちの自画像」 】

展（入場者数４１５人）、北見市高校生美術展（入場者
数２６９人）なども実施し、違った分野・切り口から市民への美術鑑賞機会の提供に努めました。
博物館活動では、ロビー展を５回と企画展示を３回、巡回展を２回実施しました。ロビー展で
は『博物資料・新規収集品展』、『北見の鉄道』、『北見市指定文化財～中ノ島・広郷・北進遺
跡出土品展』、『留辺蘂の“木の葉”化石～小松沢層・５００万年前の植物化石』、『“北見”
の名をもつ生き物たち』、企画展示では『２，０００万年前の北見～常呂層の化石』、『常呂川
のアイヌ文化』、『トコロ貝塚―縄文のくらしと文化の変遷―』を実施しました。また、国立科
学博物館巡回展の『日本の生物多様性とその保全』、『生命のれきし～きみにつながるものがた
り』も概ね好評で、ワークショップによる化石レプリカづくりを実施しました。
さらに、市内各所をフィールドとし現場で実物を体感する「自然観察会・自然体験教室」、ど
んなものが博物館で収集されてきたのかを知ってもらう「収蔵庫公開」などを実施し、これら各
種展示や事業を通じ、地域の歴史・自然・風土への市民理解を深め、未来への継承に努めました。
科学館活動では、実験や工作で創造工夫する喜びを体感する「少年少女発明クラブ」や「科学
の祭典」、天文宇宙に関する知識興味の普及を図る「天体観望会」や「中垣哲也オーロラトーク
ライブ」、理論物理学者佐治晴夫氏によるプラネタリウム講演「時をかける宇宙探査機：ボイジ
ャー～地球外知的生命(ＥＴ)との遭遇を夢みて～」などを開催し、自然科学への興味関心の向上
を図りました。
③ 文化財の保護と活用
文化財は郷土の歴史や文化を理解するために欠かせないものです。人類の長い歴史の中で生ま
れ、文化発展の基礎となるもので、歴史・文化や風土・自然を後世に伝え豊かなまちづくりを行
うため、各種文化財の保護と活用に取り組んでいます。中でも先史時代から開拓期・近代にわた
る歴史的な資料や建造物、地域の特色を示す植物など計１３件を市指定文化財とし、保全を図っ
ています。ハッカ記念館、ピアソン記念館は展示活動や事業を通じて普及啓発を行い、ハッカの
蒸溜実演やピアソン記念館グリーンコンサートなどを実施しました。
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留辺蘂の温根湯エゾムラサキツツジ群落は昨年と同様につつじ祭りでの公開を行い、端野町で
はカタクリ及び周囲の北方性落葉広葉樹林について、ＮＰＯカタクリと森の会によるカタクリの
観察会を実施しました。
地域の歴史や風土を実感してもらう「文化財めぐり」では、『常呂遺跡をあるく』『郷土史講
座・松浦武四郎の足跡をたずねて』『指定文化財を見にいこう～開拓・近代の文化遺産』を実施
しました。
また、文化財保護法に基づく埋蔵文化財保護調査を実施し、開発事業者からの照会に随時対応
しています。本年度は川東１３遺跡試掘調査を実施しました。
史跡常呂遺跡は、縄文時代からアイヌ文化期まで８，０００年にわたる人々の営みが刻まれ、竪穴
住居跡約３，０００軒にも及ぶわが国最大級の遺跡です。周辺の豊かな自然環境と一体となって残さ
れていることも魅力で、学校教育や生涯学習、観光などに資する貴重な地域資源となっています。
この遺跡を後世へ適切に継承するための整備として、前年度
さつ もん

に完了したところ遺跡の森１号復元竪穴住居(擦文 時代)に続き、
ぞくじょうもん

６号復元竪穴住居(続 縄 文 時代)の再建を開始したほか、講演会
や竪穴コンサート等を通じて地域の歴史の普及啓発に努めると
ともに、遺跡を保存･活用していくための新たな整備基本計画の
検討を進めました。
また、常呂遺跡の世界遺産登録も視野に入れ、遺跡の特徴や
価値を広く知っていただくための展示･学習用パネルの作成や北
海道古代集落保存活用連携･交流準備会を開催したほか、東京大

【 再建中の 6 号復元竪穴住居 】

学と連携した遺跡発掘調査にも取り組んでいます。

（５）社会教育を充実させる学習環境づくりの推進
① 専門職員の育成、資質の向上
市民の生涯学習活動に対するニーズが高度化・多様化していることから、より広範な市民の学
習活動を視野に入れた学習機会の提供やコーディネートが重要となっています。
このため、学習者に寄り添う役割の社会教育主事、図書館司書、学芸員などの専門職員を全道
社会教育主事等研修会、社会教育推進研修講座、管内公共図書館研修会、教育研修センター図書
館講座、北海道美術館学芸員研究協議会、ＪＰＡ北海道プラネタリウム研修会などの研修へ派遣
し、専門性と資質の向上に努めました。
② 社会教育施設の整備促進
体育施設では、東陵公園陸上競技場の日本陸連三種公認に係る砲丸サークルの改修や芝の張替
えを行ったほか、市営球場の老朽化した外野ラバーフェンスの改修整備を実施しました。また、
北見市公共施設マネジメント基本計画を基に、市内トレーニングセンターの最適配置と機能集約
を目的に、特に老朽化の著しい東地区トレーニングセンターを廃止することを決定し、令和元年
度から解体工事を行う予定です。
文化施設では、北見芸術文化ホールの音響・照明設備改修を行ったほか、薄荷蒸溜館の暖房機
の更新を行い、来館者の利便性向上を図りました。
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点検・評価シート ６
平成３０年度 教育行政方針
基本方針

担当課

３．社会教育の充実
（１）自ら学び成果を生かす社会教育活動の推進

重点施策

生涯学習課

①生涯学習機会や学習情報の提供（管理及び執行状況の評価 38 ページ）
「出前講座 ミント宅配便」
○市政の説明、専門知識を生かした講話や実習を行い、市民の市政に関する理解を深

具体施策

め、また、市民の主体的な学習活動を支援し、多様な学習機会を提供します。

（Ｐｌａｎ）

○市職員が講師として出向き、市政の説明や専門知識を生かした講話や実習を行う「行
政編」と、市民がボランティア講師となり、自ら学んだ知識や技術、趣味、特技などの成果
を活かす「市民編」を実施しました。
○平成３０年度は１４５のメニューを用意しました。（行政編９３メニュー、市民編５２メニュ
ー）
実施状況
（Ｄｏ）

○平成３０年度の利用状況は、４０３件の実施があり、延べ１２，４０６人が受講しました。
【事業実績】
メニュー件数

実施件数

利用者数

１４５件

４０３件

１２，４０６人

行政編：９３件

行政編：１９３件

行政編：６，４３１人

市民編：５２件

市民編：２１０件

市民編：５，９７５人

○学校関係、高齢者クラブ、家庭教育団体、職場研修、町内会、地域サロン事業など
様々な分野、年代の団体が利用しています。

成

○実施件数、利用人数ともに、過去最高だった平成２９年度と同水準であり、市民の
本事業に対する認知度及び生涯学習に対する意識は高まっていると言えます。

評価検証

果

（Ｃｈｅｃｋ）

課
題

今後の
方 針

○市民の学習意欲の多様化・高度化に対応するため、北見自治区はもとより、常
呂、端野、留辺蘂自治区においても、新規登録の市民講師の発掘に努める必要が
あります。

○市民の主体的な学習活動として有効な事業であることから、課題解消に努力しながら、
事業は継続実施します。

（Ａｃｔｉｏｎ）

- 44 -

点検・評価シート ７
平成３０年度 教育行政方針
基本方針

担当課

３．社会教育の充実
（２）学校･家庭･地域が連携し子どもを育てる環境づくりの推進

重点施策

具体施策
（Ｐｌａｎ）

中央図書館

①家庭教育の支援（管理及び執行状況の評価 39～40 ページ）
「乳幼児絵本スタート事業」
子育て支援と読書習慣の早期形成を図るとともに、親子で気軽に図書館を利用で
きる環境を提供します。

市の９～１０か月児健康診査会場で図書館司書が絵本の読み聞かせや紹介を行うとと
もに、図書館カードの登録を呼びかけ、登録した親子を「親子で図書館デビューイベント」
に招待しました。
イベントでは、図書館デビュー認定証、トートバッグ、読書ノート及びおやこ絵本案内を
実施状況
（Ｄｏ）

贈呈するとともに、親子の記念撮影、認定証への手形・足形スタンプ、オリジナルトートバ
ッグ作成、ボランティアによる絵本の読み聞かせ、絵本の貸出などを実施しました。
【事業実績】 登録者４５３人
実施月日
参 加 者

7月7日

10 月 13 日

12 月 22 日

3 月 30 日

２９組

２１組

２２組

３６組

合 計
１０８組

絵本を通じて子どもの心や知性を育み、乳幼児からの読書習慣を醸成するととも

成

評価検証

に、図書館を利用するきっかけづくりとなりました。

果

（Ｃｈｅｃｋ）

課
題

図書館における乳幼児サービスの充実は、子育て支援の観点からも重要で
あり、職員のサービスに関する知識の向上と絵本をはじめとした乳幼児向け
資料の充実が必要です。

「北見市立図書館振興計画」、「第３次北見市子どもの読書活動推進計画」に基づき、
今後の

読書活動の普及や支援に係る関係機関との連携を含め、市民の多様なニーズに応えら

方 針

れるよう事業内容の充実を図ります。

（Ａｃｔｉｏｎ）
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点検・評価シート 8
平成３０年度 教育行政方針
基本方針

担当課

３．社会教育の充実

スポーツ課

（３）健康づくりと競技力向上や地域に根ざしたスポーツ活動の推進

重点施策

①生涯スポーツの推進（管理及び執行状況の評価 40 ページ）
「あすチャレ！スクール」
パラリンピアンをはじめとするパラアスリートを講師に招き、パラスポーツ体験

具体施策

や講師の実体験を聴く機会を市内小・中学校の児童・生徒に提供することで「社会

（Ｐｌａｎ）

の障がい」とは何かを考え、他者のことを自分のこととして考える心、可能性に挑
戦する勇気、夢や目標を持つ力を養い、共生社会の実現につなげます。
平成３０年度からの事業として、市内の小・中学校５校を対象に、「車いすバス
ケットボール」と視覚障がい者スポーツの「ゴールボール」を行い、パラスポーツ
の体験や講師の体験談を聴くことで、パラスポーツを推進することができました。
◎講師
ね

ぎ

しん じ

根木 慎志 氏（シドニーパラリンピック車いすバスケ日本代表キャプテン）
た かだ

（Ｄｏ）

とも え

高田 朋枝 氏（北京パラリンピック女子ゴールボール日本代表）

実施状況

【平成 30 年度実績】
実施校

高栄中学校

三輪小学校

高栄小学校

大正小学校

緑小学校

種

目

車いすﾊﾞｽｹ

車いすﾊﾞｽｹ

車いすﾊﾞｽｹ

ｺﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ

ｺﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ

学

年

１年生

６年生

４～６年生

１～６年生

５～６年生

数

９７人

８３人

１０４人

９７人

９７人

人
ね

ぎ

※根木講師による教員研修を実施し、１５人の教員が参加。

成
評価検証

パラアスリートとともに競技を体験し、講師の生の声を聴くことで、参加し
た小・中学生の子どもたちは、社会がつくり出す障がいについて学び、普段体

果

（Ｃｈｅｃｋ）

課

験することのないパラスポーツを体験することができました。
障がい者への理解やパラスポーツの推進に必要な事業のため、パラリンピッ
クサポートセンター及び各小・中学校との調整により、より多くの子どもたち

題

が参加できるような取り組みが必要です。
市内各小・中学校と連携を図りながら事業を進めていくとともに、多くの子ども

たちが参加できるよう、未実施校や事業主体のパラリンピックサポートセンターと
今後の
方 針
（Ａｃｔｉｏｎ）

も調整を図っていきます。
また、教員研修後のアンケートでは、「内容が実践的でわかりやすかった」「今
後の授業で活用していきたい」など、前向きな意見が多く寄せられ、教員に対して
もパラスポーツへの関心を高めることができました。
今後も、より多くの方がパラスポーツに触れる機会が得られるよう、事業の継続
に努めます。
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点検・評価シート ９
平成 30 年度 教育行政方針
基本方針

担当課

3．社会教育の充実
（4）歴史と風土に根ざし次世代につなげる地域文化活動の推進

重点施策
具体施策

中央公民館

①芸術・文化の振興（管理及び執行状況の評価 41～42 ページ）
「市民ホール自主文化事業」
○市民が身近に芸術文化を享受できるよう、音楽や演劇など舞台を中心とした多様で良

（Ｐｌａｎ）

質な鑑賞機会を安価で提供します。
○芸術文化鑑賞機会の提供
音楽４演目（入場者数１，６４３人）、演劇等４演目（入場者数４，２４７
人）、演芸１演目（入場者数４７４人）など幅広い年齢層へ配慮した芸術文化鑑
賞を提供しました。
○訪問鑑賞事業の実施

実施状況
（Ｄｏ）

幼稚園１園（鑑賞者１１５人）、保育園１園（鑑賞者７５人）を訪問し、子ど
もたちに生のピアノ演奏や歌などを鑑賞する機会を提供しました。
○ワークショップの実施
中・高校吹奏楽部の生徒（参加者７１人）を対象に、プロの演奏家による演奏
技術の講習会を実施し、更に本番公演で一緒に演奏する機会を提供しました。
高校演劇部の生徒（参加者４２人）を対象に、プロを指導する演出家による演
劇技術指導のワークショップを実施しました。
今年度は９演目、１０公演実施し、入場者数は、６，３６４人でした。前年
度は市民ホール自主文化事業２０周年記念で公演数が多かったこともあり、
入場者数を比較すると２５７人減少しましたが、入場者率は８６．９%と前年

成

度を超える結果でした。
また、保育園・幼稚園の児童は、歌やピアノ演奏を間近で鑑賞し、中高校

評価検証

果

生吹奏楽部の生徒はプロの演奏家による演奏技術指導や本番の合同演奏など
を体験すること、高校演劇部の生徒はプロの演出家による演劇指導を体験す

（Ｃｈｅｃｋ）

ることで子どもたちの情操が育まれ、技術的な向上も含め多くの学びがあり
ました。
これらにより児童健全育成に寄与することができました。

課

年間約６，５００人の市民に鑑賞機会を提供することができましたが、北見
市全体では５．５％にとどまっています。集客の拡大に向けた取組が求められ

題

ます。

今後の

演目数を増やすほか、会場については、北見芸術文化ホールに依存することな

方 針

く、収容人数の多い北見市民会館も多く活用していくことで、これまで以上に入

（Ａｃｔｉｏｎ）

場者数の増加を図ります。
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点検・評価シート 10
平成３０年度 教育行政方針
基本方針

担当課

3．社会教育の充実
（4）歴史と風土に根ざし次世代につなげる地域文化活動の推進

重点施策

文化財課

②美術鑑賞事業・博物館活動の充実（管理及び執行状況の評価 42 ページ）
「美術企画展」
本事業は、優れた美術作品を鑑賞する機会を設け、芸術文化の発展に寄与する

具体施策

ことを目的としています。市民のニーズに合った美術展を開催することで、市民

（Ｐｌａｎ）

や地域住民が芸術文化への興味関心を抱くきっかけをつくり、豊かな心と文化を
育むことを企図して実施しています。
価値ある優れた作品にふれる機会の創出を企図し、例年様々なジャンルの展覧
会を開催しています。平成３０年度、『没後３５年

中村善策展』と『画家たち

の自画像 ―高橋由一からピカソまで―展』を開催しました。
前者は風景画で知られる小樽出身の画家・中村善策の作品を通してその生涯を
振り返るもので、作家を身近に感じられる展覧会となりました。
後者は、国内外の画家たちによる自画像や作品を展示し、画家が自分自身をど
実施状況

う見つめ描いてきたかを知る機会となりました。また、それぞれの展覧会の関連

（Ｄｏ）

事業として、学芸員が作品を解説するギャラリートークや、専門家による講演会
を実施したほか、制作体験などのワークショップも多数開催し好評を得ました。
本事業は市民ボランティアの協力を得て実施しており、受付業務や看視・案内
業務を通じ、市民が芸術文化との関わりややりがいを実感できる場としても機能
しています。
当初、年間の目標来場者数を１０，０００人としていましたが、２，２１２人
（中村展９５４人、自画像展１，２５８人）という結果になりました。
来場者から満足の声やアンケート回答が例年一定数寄せられていることに

成

加え、毎回の展覧会に足を運ぶリピーターの存在も確認されており、美術企
画展開催事業が市民に定着しているように思われます。また、授業や部活動

評価検証

果

など学校教育活動での利用・来場の場合、引率者を含めて観覧料を無料とし
ており、こちらも例年一定数の活用があります。

（Ｃｈｅｃｋ）

来場者数は展覧会の内容に左右されることも大きく、市民ニーズに耳を傾

課
題

け魅力ある事業実施に取り組む必要があります。講演会やワークショップな
ど関連事業を充実させるほか、開催情報の効率的かつ効果的な周知方法の検
討が必要です。
本事業は芸術文化の発展のために重要な役割を担っており、優れた芸術作品を

今後の

鑑賞する機会を創出するという点で、魅力的かつ学習的効果の高い展覧会の開催

方 針

がまず重要であり、今後は関係団体との連携を密にし、市民ニーズの聴取や情報

（Ａｃｔｉｏｎ）

発信、周知活動の拡大を図り、多くの市民や地域住民の方々に開催展覧会の面白
さを感じてもらえる企画とします。
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「点検・評価シート」【１０事業】について

平成３０年度 教育行政方針における重点項目に基づいた主な事務事業・施策に関し
て、学校教育部及び社会教育部所管から各５事業を選定し「点検・評価シート」を作
成しました。
〇点検・評価シートの記載要領
「点検・評価シート」で選定した１０事業は、１９ページから２９ページの学校教育部及び３８ペ
ージから４３ページの社会教育部の『 第２「平成３０年度 教育行政方針」に基づく管理及び執行
状況の評価 』の内容に含まれていますが、平成３０年度における主な事務事業・施策として、さら
に詳しく「具体施策（Ｐｌａｎ）」「実施状況（Ｄｏ）」「評価検証（Ｃｈｅｃｋ）」「今後の方針（Ａｃｔｉｏｎ）」の
ＰＤＣＡサイクルの視点で自己点検及び評価を行うものです。
なお、下記のとおり、① 実施状況の欄には、数値化が困難な事業を除き「成果指標」を盛り込む
ように努めるほか、施策の目標達成状況については、②「評価検証」の欄に「成果」と「課題」に
分けて検証することとしています。

① 実施状況（Ｄｏ）欄の「成果指標」について
「成果指標」とは、施策を実施することによって、どのような成果が生み出されるかを明確に
示すための指標で、当該施策の目的がどこまで達成されたか、または、さまざま活動を経て最終
的な目的に対してどの程度近づいているかを数値で表す指標です。
事業によっては異なる視点で成果を判断した場合、複数存在することもあるため、優先度が最
も高い指標を設定することとし、成果指標に関連して、目標値、実績値、最終目標値、目標年度
などを適宜記入することとしています。
【 成果指標の例 】
公民館事業 → 公民館利用者数
図書館運営管理事業 → 蔵書数貸出回転率

② 評価検証（Ｃｈｅｃｋ）欄について
平成２６年度まで「妥当性」「有効性」「効率性」「公平性」の４つの視点で、「１点」＝低
い（改善等が必要）、「２点」＝普通、「３点」＝高い（現状が最適）の３段階の評価点数を記
入して検証してきましたが、検証結果をより分かりやすくするために、「成果」欄と「課題」欄
に分け、具体的に記入する方法に変更しました。
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Ⅲ

学識経験者の意見（報告書）

１. 意見提出者
相

場

雄 幸

（あいば ゆうこう）氏

元北見市立高栄中学校長
元北見市教育委員会学校教育部指導室長
加

賀

屋 智 法 （かがや

とものり）氏

北見市ＰＴＡ連合会 監事
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律 」第２６条第２項の規定により、平成３０年度の
教育行政方針に掲げた主要施策１０項目を中心に成果と課題を検証しました。

２. 点検及び評価に関する意見
○ 相

場

雄

幸

氏

１．教育委員会の活動状況について
現在の教育委員会制度は、教育長へのチェック機能が従来より強化されたほか、会議の議
事録の作成・公表などが努力義務とされるなど、会議の透明化が求められており、教育委員
会の会議録については、既にホームページで公開され、教育委員会の取組についても夏と冬
の年２回、広報誌の特集記事で掲載されているなど、着実に情報の提供が進められていま
す。
教育を取り巻く環境は、年々さまざまな変化を見せておりますが、子どもたちの健全な成
長のため、今後においてもより一層、学校教育と社会教育が一体となり、「開かれた教育委
員会」を推進していただきたいと思います。
２．点検・評価の手法について
毎年度の主要な１０施策について「点検・評価シート」で自己評価がされ、シートの記載
内容の改善も図られてきたところですが、それぞれの施策で抱える課題やそれを踏まえた今
後の方針も盛り込まれてきており、わかりやすくなってきていると思います。
自己評価のため主観的な記述も多くなりがちですので、客観的な指標も交えながら、評価
がわかりやすいものとなるよう、今後も、創意工夫をこらし、報告書の作成に努めていただ
きたいと思います。
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３．教育委員会施策について
（１） 学校教育部
点検・評価シート １

「学力向上の取組」・「健康・安全教育の取組」（30～31 ページ）

さまざまな学力向上の取組が進められているなか、平成３０年度の「全国学力・学習状況
調査」の結果では、中学校で全国平均とほぼ同じになるとともに、小学校で全国平均との差
が縮まってきていることから、今後も取組を継続していくことが重要と考えます。
とりわけ、取組のポイントを「北見市３つのスタンダード」として示し、全小中学校で実
践していることや、ＩＣＴを積極的に活用したわかりやすい授業づくり、教育活動支援講師
による個に応じた指導の充実などは、学力向上に有効であり、大いに評価できます。
課題である家庭学習の時間の確保については、保護者との協力が何より大切ですので、今
後も教育委員会、学校、家庭がさらに連携を深め、取組を充実させてほしいと思います。
子どもの体力向上については、幼少期からの体づくりが重要だと考えますが、北見市体力
向上推進委員会による「『体つくり運動』講習会」では、幼保小の指導者が一緒になって、
発達段階に即した適切な指導方法を研修しており、評価できる取組だと思います。
今後も、子どもたちの生涯にわたって必要となる体力の向上に向けて、工夫した取組を継
続してほしいと思います。

点検・評価シート ２

「特別支援教育の充実」（32 ページ）

教育環境の整備として、特別支援教室や通級教室に「タブレットパソコン」や「デジタル
テレビ」を配置し、障がいの特性に応じた指導の充実を図る取組は、子どもの能力や可能性
をより一層伸ばすことにつながると考えており、大いに評価できます。
また、「特別支援教育活動支援講師」が増員され、支援体制に厚みができたことも、きめ
細かな指導につながっていくと考えます。
今後も、支援を要する子どもたちの自立や社会参加へ向けて、特別支援教育の一層の充実
をお願いします。

点検・評価シート ３

「いじめ・不登校対策の推進と教育相談体制の充実」（33 ページ）

全国的に増加傾向にある不登校の児童生徒が、自己の可能性を伸ばし、社会的自立が図れ
るようにするには、学習サポート等、いっそうの支援体制の整備が求められていると考えて
おります。このような中、適応指導教室に「学習サポーター」を配置し、学校復帰や望まし
い進路の実現につながる支援を充実させたことは、評価できる重要な取組だと思います。
また、「いじめ防止基本方針」の改定は、時代の変化に柔軟に対応していると思います。
今後も、子どもたちが安心して学校に登校ができるよう、いじめの撲滅に向けて一層の支
援体制の充実に努めていただきたいと思います。
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点検・評価シート ４

「学校図書館活動の充実」（34～35 ページ）

近年、情報通信技術（ＩＣＴ）を利用する時間は増加傾向にある中で、子どもたちの読書
離れにより、読解力が低下してきているとの指摘もあります。
このような状況下において、新たな蔵書の整備や学校司書の配置などの環境整備は、児童
生徒の読書活動を推進していく上で極めて重要と考えます。
学校図書館は、児童生徒の読書活動や読書指導の場でもあるとともに、深い学びを効果的
に進める場としての役割も求められていることから、今後も計画的な蔵書整備はもとより、
多くの学校に学校司書が配置されることを期待しています。

点検・評価シート ５

「児童生徒の安全安心対策の推進」（36～37 ページ）

全国的に、児童生徒の登下校中における交通事故や犯罪に巻き込まれ死傷するという痛ま
しい事故の報道が数多く見受けられます。
今後においても、児童生徒の安全確保のため、学校を通じて交通ルールの遵守及び安全確
認の徹底について児童生徒への指導を継続していただくとともに、スクールガード・リーダ
ーによる安全指導、さらには関係機関との連携による通学路の安全点検と改善等について、
引き続き、取り組んでいただきたいと思います。
（2） 社会教育部
点検・評価シート ６

「生涯学習機会や学習情報の提供」（44 ページ）
○出前講座ミント宅配便

ミント宅配便の実施件数と利用人数ともに、過去最高だった前年度と同水準で推移してお
り、事業の認知度や生涯学習に対する意識の向上が成果として表れ大いに評価できます。
昨今の心の豊かさや生きがいを求める傾向は、より質の高い主体的な学習活動への意欲の
高まりへとつながることからメニューの拡充や講師の発掘などが求められてきます。
今後も出前講座を通じて、市民の主体的な生涯学習活動を支援し、豊かな人生を創造する
ための生活課題や地域課題に対応した学習機会の提供拡大に期待します。

点検・評価シート ７

「家庭教育の支援」（45 ページ）
○乳幼児絵本スタート事業

子どもの豊かな心を育てるための言語活動の大切さ、絵本を通じて間接経験をつむことの
重要性から、親子で絵本を身近に親しむ「乳幼児絵本スタート事業」の実施は大変評価でき
るものです。
また、事業に伴う司書の関わりや知識の向上、絵本をはじめとした乳幼児資料の充実が求
められることからも、読書活動の普及や支援に係る関係機関との連携を含め、事業内容や家
庭・地域で子どもを育てる環境づくりの充実に期待します。
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点検・評価シート ８

「生涯スポーツの推進」（46 ページ）
○あすチャレ！スクール

パラアスリートとともにパラスポーツを体験し、講師自らの実体験を直接聴くことは、子
どもたちにとって大変貴重な学びの場であると考えます。
障がい者への理解を深めてもらい、パラスポーツを推進する「あすチャレ！スクール事
業」は、子どもたちの「夢」や「目標」を持つ力をはぐくみ、共生社会の実現につなげると
いうことても意義深い事業だと思います。
今後も、多くの子どもたちがパラスポーツに触れることで、新たな気づきや学びにつなが
ることを期待します。
点検・評価シート ９

「芸術・文化の振興」（47 ページ）
○市民ホール自主文化事業

「市民ホール自主文化事業」は市民がコンサートなどの多岐にわたる芸術文化にふれる機
会を提供するものであり、十分定着した事業であると評価します。
また、身近に芸術文化に親しみ、豊かな心と地域文化を育てる環境づくりに結びついてい
ると感じとれます。
今後も、市民で構成する自主文化事業選定委員会の意見を踏まえ、市民ニーズに沿った公
演演目の選択に努めることや、多くの市民が楽しめる企画の検討など、更なる芸術文化鑑賞
の充実に期待します。
点検・評価シート 10

「美術鑑賞事業・博物館活動の充実」（48 ページ）
○美術企画展

市民への優れた芸術作品の鑑賞機会の提供は、市の芸術文化発展のための重要な役割を担
っており「美術企画展」の開催によって芸術文化の創造・発表・鑑賞の機会の充実が図ら
れ、市民に定着していると感じます。
一方で、展示ジャンルによっては来場者数が左右される面も見受けられることから、多様
な市民ニーズの聴取や拡大を図り、多彩な芸術文化に親しむことができる環境づくりを推進
しながら多くの市民に開催展覧会の良さを体感していただきたい思います。

○ 加

賀

屋

智

法

氏

１．教育委員会の活動状況について
教育委員会では、毎月１回の定例会のほか、必要に応じて開催される臨時会において、平
成３０年度においても、前年度以上の多くの案件が審議されています。
毎回の会議の傍聴者の少なさが気になりますが、教育委員会は平日の日中での会議開催で
あり、足を運ぶことが難しいと思いますので、これまでも取り組んでいるホームページや広
報誌の特集記事などをさらに活用され、会議録や教育委員会のさまざまな取組について、広
く市民に周知していただきたいと思います。
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２．点検・評価の手法について
毎年度の主要な施策について、「点検・評価シート」活用し、課題及び今後の方針や、過
去の実績など、それぞれの要点をまとめた報告は、事業の全体像や施策の実態を把握し評価
するには分かりやすい手法と思います。
施策・事業によっては、抽象的、主観的な表現よりも、客観的に数値化したほうが、これ
によらない手法が適するものもあると思いますが、それぞれの事業ごとに工夫をこらしなが
ら、作成に努めていただきたいと思います。
３．教育委員会施策について
（１） 学校教育部
点検・評価シート １

「学力向上の取組」・「健康・安全教育の充実」（30～31 ページ）

学力向上について、平成３０年度の「全国学力・学習状況調査」の結果では、全体的に全
国平均との差が縮まっており、全国とほぼ同様の教科もある一方で、家で勉強する時間の不
足などの課題が見られるとありました。
規則正しい生活や家庭学習の習慣化は、家庭の役割が大きいことから、学校と家庭の両方
のサポートで、子どものやる気が上手に高まるよう、私たち保護者としても、声かけを工夫
するなど、家庭での取組を十分に行わなくてはならないと思います。
体力づくりについて、北見の子どもたちは、握力やボール投げなどで全国平均を上回る種
目があり、子どもの自信につながるものと思います。
また、学校や教育委員会では、体育の授業や研修会など工夫した取組を行っており、運動
が好きな子どもが一人でも増えることを期待しています。
子どもが外で目一杯遊ぶ、走り回る、長い距離を歩くなど、最近ではなかなか難しくなっ
てきていますが、少年団等の活動以外でも、各家庭で楽しみながら子どもの体力づくりにつ
ながることを意識的に行っていくことも大切だと思います。

点検・評価シート ２

「特別支援教育の充実」（32 ページ）

支援が必要な子どもを持つ保護者の皆さんは、常に学校での生活や学習について不安を抱
えていると思いますが、学校にタブレットパソコンや大型テレビが配置され、授業がわかり
やすくなることは、とてもよいことだと思います。
また、支援員や支援講師など、教員以外の大人が子どもにかかわり、自立に向けて支援が
できる体制が整っており、とても評価できます。
今後も、これらの支援が継続的に行なわれますよう、一層の充実をお願いします。

点検・評価シート ３

「いじめ・不登校対策の推進と教育相談体制の充実」（33 ページ）

いじめや不登校は、子どもや保護者にとって、大変つらく悲しいことであり、学校、家
庭、関係機関が協力して早期に解決していくべきものと認識しています。
このような中、学校では、「冷やかし」や「からかい」などの軽微な事案でも、危機感を
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もって「いじめ」ととらえ、子どもへの指導やその後の経過観察を行っていることは、学校
生活でのより一層の安心・安全につながると思います。
また、平成３０年度から、教育委員会主催の「いじめのないまちづくり子ども会議」に小
学生も参加するようになったことは、とても評価できます。
ぜひ、小・中学生みんなで、いじめ問題について話し合い、いじめの根絶に向けての取組
が充実していくようお願いしたいと思います。

点検・評価シート ４

「学校図書館活動の充実」（34～35 ページ）

平成３０年度は、学校司書６名体制で１６校において児童生徒の読書活動の支援が行われ
ているとの報告がありましたが、近年、子どもたちの読書離れが指摘されていることなどを
勘案すると、児童生徒と本をつなぐ役割を担う学校司書の配置が重要であり、今後において
も、計画的な増員を期待します。
また、あわせて中央図書館や各地区館との連携を継続させ、より一層、児童生徒の読書活
動が充実するよう取り組みを進めていただきたいと思います。

点検・評価シート ５

「児童生徒の安全安心対策の推進」（36～37 ページ）

全国的に子どもたちが犠牲となるたいへん痛ましい交通事故や犯罪が多発している状況に
あります。
現在行われているスクールガード・リーダーによる巡回指導や学校、ＰＴＡ、警察、道路
管理者、教育委員会の５者による通学路の合同安全点検の実施は評価できる取り組みと思い
ます。
今後も、児童生徒への安全指導の充実に加え、多くの市民の目で子どもたちを見守ること
ができるよう、メール配信システム登録の促進について、継続した取り組みを進めていただ
きたいと思います。

（2） 社会教育部
点検・評価シート ６

「生涯学習機会や学習情報の充実」（44 ページ）
○出前講座ミント宅配便

幅広く多くの市民・団体の学習に利用される「ミント宅配便」事業は、市民の生涯学習活
動における十分な学習機会であるとともに、市民編においては受講者のみならず講師側の立
場からも自らの教養を十分に披露できる貴重な活躍の場と言えます。
今後においても行政編・市民編に関わらず、より多くの市民に同講座を利用していただ
き、市民生活やまちづくり活動に必要な学習に関する情報提供や、多様化する学習活動、市
民ニーズに応える生きがいづくりに努めていただきたいと思います。
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点検・評価シート ７

「家庭教育の支援」（45 ページ）
○乳幼児絵本スタート事業

図書館における乳幼児サービスの充実は、社会全体で家庭を支える子育て支援の観点から
も大変重要であります。
市の９～１０か月児健診時会場における親子を対象とした「絵本の読み聞かせ」や「図書
館デビューイベント」などの実施は、乳幼児からの読書習慣や図書館を利用する十分なきっ
かけづくりになるものと考えます。
健診終了後も本に親しむ機会を提供し、気軽な図書館利用や親子にとって絵本が身近にあ
る存在になっていくことを願い、サービスの充実に努めていただきたいと思います。
点検・評価シート ８

「生涯スポーツの推進」（46 ページ）
○あすチャレ！スクール

パラスポーツを通じて、子どもたちが「社会に存在する障がい」について学び、他者のこ
とを考える心や可能性に挑戦する勇気などを直接感じることができるということは、大いに
評価できると思います。
また、小・中学校の教員に対しても研修を行うことで、障がい者への理解とパラスポーツ
の推進につなげることができ、今後の授業にも活かせるものと考えます。
きたる東京パラリンピックの開催に向け、今後もより多くの子どもたちがパラスポーツを
理解し、障がい者について考えることができるような事業になるよう、取り組んでいただき
たいと思います。
点検・評価シート ９

「芸術・文化の振興」（47 ページ）
○市民ホール自主文化事業

市民が身近に芸術文化を堪能できるよう、優れた音楽や落語などの舞台を中心とした多様
な鑑賞機会の提供は、多くの市民が満足していると感じます。
その一方で、リピーター以外の取込みも必須なことから集客の拡大に向けた更なる周知が
重要となってきます。今後においても市民のニーズを把握し、質の高い芸術・文化に触れる
機会の充実や幅広い世代が楽しめる演目の選定、増加を期待します。

点検・評価シート 10

「美術鑑賞事業・博物館活動の充実」（48 ページ）
○美術企画展

「美術企画展」は優れた美術作品を鑑賞する機会を提供し芸術文化の発展に寄与してお
り、価値ある優れた作品を鑑賞することで多様な芸術手法や文化を知ることができます。
また、展示会での学芸員によるギャラリートークや製作体験等のワークショップなどの実
施により来場者への関心を深めていることについても大変評価できます。
今後も「美術企画展」開催が、芸術文化への興味関心につながるきっかけづくりになるこ
とを期待します。
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資
【 資料１ 】

平成３０年度

料

編

教育行政方針

１．はじめに
平成３０年第１回定例北見市議会の開会にあたり、教育行政方針について申し上げます。
現在、社会が急速かつ目まぐるしい変化を続ける中、教育の分野においても、新学習指導要領へ
の移行など、子どもたちや教育関係者にとりましても大きな転換期を迎え、また、変化の速度も増
している状況にあります。
こうした中、教育委員会といたしましては、あらためて、「北見市教育大綱」の基本理念であり
ます「豊かな心と文化を育てるひとづくり、まちづくり」を推し進めるため、しっかりと足元を見
据え、様々な状況の変化に対応できる組織体制と関係部局や関係機関との連絡・調整を図り、着実
に教育行政を推進してまいります。
以下、教育行政推進の基本姿勢と主要な施策について申し上げます。
２．学校教育の充実
はじめに、学校教育の充実について申し上げます。
学校教育では、子どもたちが社会の変化に伴う多様な課題に対して主体的に対応できるよう、生
きる力を育む教育活動の充実を図るとともに、それを支える教育環境の整備を進めてまいります。
（１）信頼に応える学校づくりの推進
第一点は、信頼に応える学校づくりの推進についてであります。
学校が家庭や地域から信頼されるためには、安心して児童生徒を託すことができる学校運営を行
うことが重要であります。
そのためには、保護者や児童生徒、教職員による学校評価などをもとに、学校が組織的に課題解
決できる体制を整えるとともに、学校の教育活動を積極的に発信し、より地域とつながった取組を
推進してまいります。
また、教育のプロとして教職員には高い使命感と指導力が求められており、効果的な研修事業を
引き続き実施してまいります。
さらに、「学校力向上に関する総合実践事業」など北海道教育委員会の事業を活用するとともに、
北見工業大学や日本赤十字北海道看護大学と連携した研修会を通して、教職員の指導力向上に努め
てまいります。
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（２）確かな学力を育成する教育の推進
第二点は、確かな学力を育成する教育の推進についてであります。
児童生徒が将来にわたって主体的にたくましく生きていくためには、基礎的、基本的な知識・技
能や、それらを活用できる力を身につけることが重要であります。
学力向上の取組では、家庭学習の習慣化や、放課後・長期休業中の補充学習に取り組むとともに、
指導力向上推進事業をはじめとした研修会を引き続き実施し、教職員一人ひとりの授業力・指導力
向上を図ってまいります。
さらに、教育活動支援講師を配置し、複数教員による個に応じた指導の充実に努めてまいります。
教育の情報化の推進では、教育用コンピュータ機器の更新を計画的に進めるほか、わかりやすい
授業の実現を目指し、小学校に引き続き中学校のすべての普通教室に実物投影機とデジタルテレビ
を導入してまいります。
また、児童生徒の情報活用能力の育成に努めるとともに、情報モラル・マナーを身につける指導
の充実を図ってまいります。
あわせて、学校間及び学校と教育委員会をつなぐ校務支援システムを活用し、校務の一層の効率
化を進めることで教職員の負担軽減を図り、児童生徒に向き合う時間の確保に努めてまいります。
国際理解教育では、外国語を通じ、言語や文化について体験的に理解を深めるよう英語指導助手
を学校に派遣し、小学校外国語活動や中学校外国語科の充実に一層努めてまいります。
また、平成３２年度から実施される小学校外国語の教科化に向けて、引き続き北海道教育委員会
と連携し、指導力向上の取組を進めてまいります。
キャリア教育では、地域の事業所や関係機関と連携し、職場体験などを通して児童生徒の勤労
観・職業観を育んでまいります。
環境教育では、自然体験やリサイクル活動などを通して環境保全に努める意欲や態度を育成して
まいります。
特別支援教育では、教育支援員及び医療的ケアを行う看護師の配置に加え、教育活動支援講師を
増員するとともに、特別支援学級及び通級指導教室にタブレットパソコンとデジタルテレビを計画
的に導入し、児童生徒の特性に応じたきめ細かな指導の充実に努めてまいります。
小学校と幼稚園、認定こども園、保育園との連携では、就学後の円滑な教育活動に資するよう、
幼保小三者協議会や特別支援教育連携協議会で情報を共有し、途切れのない支援を行ってまいりま
す。
（３）豊かな心や健やかな体を育成する教育の推進
第三点は、豊かな心や健やかな体を育成する教育の推進についてであります。
児童生徒が将来、自立し、たくましく生きていくためには、命を大切にし、互いに助け合う「豊
かな心」、生きる力の土台となる「健やかな体」を育成することが重要であります。
道徳教育では、小学校において道徳が教科化となりますが、教育活動全体を通して、児童生徒が
自己を見つめ、物事を多角的・多面的に考えることができるよう、指導の充実を図ってまいります。
いじめ対策では、日常の観察やアンケート調査などによる的確な状況把握と教育相談の充実によ
り、いじめ防止と早期発見、対応に努めてまいります。
また、中学生を対象に開催している「いじめのないまちづくり子ども会議」を小学生まで広げる
ことを検討し、児童生徒が自主的に考え、いじめを許さない学校づくりを進めるよう働きかけてま
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いります。
不登校対策では、児童生徒の変化に十分留意して不登校の未然防止に努めるとともに、本人及び
保護者の悩みや課題を解決できるよう教育相談を実施してまいります。
また、適応指導教室「あおぞらくらぶ」に通級している児童生徒への学習支援を充実させ、学校
復帰や望ましい進路の実現につながるよう取り組んでまいります。
問題行動への対策では、「教育相談の手引」の活用や教職員の日常的な関わりを深めるとともに、
懇談会や学校便りの活用、家庭訪問の実施など、家庭と連携した生活指導を進めてまいります。
さらに、生徒指導担当教員連絡協議会による情報共有や実践交流などを通して迅速かつ適切な対
応ができるよう、学校を支援してまいります。
読書活動の推進では、学校図書館の環境改善に大きな役割を果たしている学校司書を計画的に増
員し、あわせて専用パソコンを配置するとともに、中央図書館や地区館とも連携しながら、児童生
徒の読書活動を支援してまいります。
体力向上の取組では、北見市体力向上推進委員会と連携し、幼保小中の教職員を対象とした体力
向上のスキルを学ぶ講習会を実施するとともに、各学校においては「体力向上プラン」に基づいた
取組を進めてまいります。
健康教育では、家庭と連携し、基本的生活習慣の改善に取り組むとともに、薬物乱用や性の問題、
心の問題などに関する学習を充実してまいります。
また、市内すべての小学校において実施しているフッ化物洗口事業を関係機関と連携を図り継続
実施し、歯・口腔の健康増進に努めてまいります。
防災教育及び安全教育では、「北見市防災教育の手引き」や各学校の「危機管理マニュアル」を
活用した避難訓練の実施や交通安全教室などを通して、防災や安全に対する意識を高めてまいりま
す。
食育では、食の重要性、食に感謝する心、食を通じて地域を理解することなど、食育の推進に向
けた様々な教育活動を進めてまいります。
また、給食の充実では、栄養バランスのとれた食事の提供により、成長期の児童生徒の健康増進
を図るほか、積極的に地産地消を推進するとともに、食物アレルギーに対する取組の徹底を図り、
引き続き安全で安心な給食の提供に努めてまいります。
（４）教育環境の整備
第四点は、教育環境の整備についてであります。
児童生徒の学ぶ意欲を高め、充実した教育活動を支えるためには、安全で快適な教育環境の充実
が不可欠であります。
現在進めている留辺蘂小学校改築事業では、グラウンド・外構整備を実施し、美山小学校では、
障がいにより移動が困難な児童の学習環境の改善を図るため、エレベーターを設置するとともに、
小中学校屋内運動場のバスケットゴールなどの落下防止対策を実施し、安全で快適な教育環境の整
備に努めてまいります。
小中学校の適正規模・適正配置では、「北見市立小・中学校の適正規模に関する基本方針」に基
づき、学校を取り巻く環境に十分配慮しながら、保護者や地域の方々と協議を重ね、児童生徒にと
ってより良い教育環境の形成に努めてまいります。
児童生徒の安全管理では、関係機関と通学路の点検を行い、通学区域の環境改善に努めてまいり
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ます。
また、犯罪被害や交通事故を未然に防止するため、引き続きスクールガードリーダーを配置する
など、通学時の安全確保に取り組んでまいります。
私学の振興及び修学支援では、私立高等学校の教育振興のため、必要な支援を行うとともに、次
代を担う有用な人材を育成するため、高校生への奨学金支給枠の拡充措置や大学などへ進学する際
に活用できる入学準備金貸付制度を継続し、修学機会確保の一助となる支援策を講じてまいります。
３．社会教育の充実
次に、社会教育の充実について申し上げます。
社会教育では、市民一人ひとりが豊かな心で充実した生活を送り、未来への活力を高めるため、
生涯にわたり学び続ける喜びが得られるよう、学習環境の整備を進めてまいります。
（１）自ら学び成果を活かす社会教育活動の推進
第一点は、自ら学び成果を活かす社会教育活動の推進についてであります。
社会教育は、日常の生活課題や地域での課題、社会の変化に伴う課題などに対し、その解決に必
要な知識や技術を身につけるための重要な役割を担っております。
「出前講座ミント宅配便」では、市民の学習ニーズの多様化や高度化に応える学習機会の提供に
努めるとともに、新たな市民講師の発掘により、さらなる学びにつなげてまいります。
また、高齢者教育では、自らが学び続け、生きがいを感じられるような学習機会の提供に努め、
高齢者大学の充実を図ってまいります。
公民館や図書館は、生涯学習社会における地域学習活動の拠点として機能することが求められて
おります。
公民館では、各種講座や講演会など、多種多様な市民ニーズに応える学習機会の充実に努めてま
いります。
図書館では、平成２９年度策定の「北見市立図書館振興計画」に基づき、中央図書館を核とした
分館、分室、図書室と地区館を拠点に図書館サービスの充実に努めてまいります。
また、調べ物相談などに対応するレファレンスサービスや地域情報の収集と発信のほか、図書館
講座や講演会など多彩な催しを引き続き実施してまいります。
（２）学校･家庭・地域が連携し子どもを育てる環境づくりの推進
第二点は、学校・家庭・地域が連携し子どもを育てる環境づくりの推進についてであります。
子どもの健やかな成長を支えるためには、家庭や地域の教育力を高めるとともに、三者が一層連
携を深めていく必要があります。
このため、保護者のみならず、誰もが参加できる生涯学習セミナーとして、家庭教育に関する講
演会を開催いたします。
また、親子で絵本に親しみ、子どもの豊かな心を育てる「乳幼児絵本スタート事業」に引き続き
取り組むとともに、魅力ある体験学習を実施する「土曜学校」では、多様な経験や技能をもつ地域
の方々を講師に招いて、これまで未実施の小学校６校を対象に実施いたします。
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（３）健康づくりと競技力向上や地域に根ざしたスポーツ活動の推進
第三点は、健康づくりと競技力向上や地域に根ざしたスポーツ活動の推進についてであります。
市民一人ひとりが健康で充実した毎日を送るためには、年齢や性別、障がいの有無に関わらず、
誰もが気軽にスポーツに親しむことのできる環境づくりが重要であります。
このため、平成２９年度改訂の「スポーツ推進計画」に基づき、各種教室の開催や大会の支援な
どを行うとともに、市民ニーズに応える指導者の養成と派遣を継続して行ってまいります。
また、子どもの運動習慣の定着や体力向上を目的とした「キッズスポーツ教室」や子どもたちの
可能性を広げる「ジュニア・アスリートチャレンジアカデミー」に取り組むほか、新たな事業とし
て、パラアスリートを講師に招き、競技体験を通し児童生徒と交流を深める「あすチャレ！スクー
ル」を実施いたします。
さらに、スポーツと地域振興に向けた取組では、スポーツ団体や関係者と連携し、スポーツ合宿
の多種目化・通年化に向けて一層の誘致活動と受け入れ環境の充実に努めてまいります。
特に、「ラグビー・ワールドカップ２０１９」や「東京オリンピック・パラリンピック」といっ
た国際大会の事前合宿をはじめ、バスケットボール女子日本リーグ公式戦などの大会についても積
極的に誘致し、「スポーツ合宿の里きたみ」を国内外に発信してまいります。
また、冬季スポーツの振興においては、現在行われている平昌オリンピックでの活躍が大いに期
待されるＬＳ北見のカーリングをはじめ、スキー、スケートなど北国ならではの地域に根ざしたス
ポーツ活動を推進してまいります。
（４）歴史と風土に根ざし次世代につなげる地域文化活動の推進
第四点は、歴史と風土に根ざし次世代につなげる地域文化活動の推進についてであります。
芸術文化に触れ、創作し表現する機会を増やすことは、人々の創造性と表現力を高めるとともに、
深い感動や喜びを通じて、心豊かな活力ある地域社会の形成に重要な役割を果たします。
また、守り伝えてきた貴重な郷土の歴史や文化を理解することは、伝統を尊重する心や、ふるさ
とを愛し誇りに思う気持ちを育てます。
このため、芸術、文化活動の推進では、活動団体への支援のほか、市民芸術祭や各自治区の特色
を活かした文化祭を支援してまいります。
さらに、「市民ホール自主文化事業」において市民の皆さまに優れた舞台芸術を提供するほか、
各自治区においても演劇、落語、音楽などの「芸術文化鑑賞事業」を行ってまいります。
また、「美術企画展」では、ギャラリートークや講演会などの関連事業を含め、鑑賞機会の提供
に努めてまいります。
次に、歴史と自然の保護活動の推進では、国指定史跡「常呂遺跡」の復元竪穴住居の再建ととも
に、東京大学文学部と連携した遺跡発掘調査と学術研究を継続して進めてまいります。
また、市の大切な財産である史跡、建造物、天然記念物などの文化財や豊かな自然環境の保存、
継承と活用についても引き続き取り組んでまいります。
（５）社会教育を充実させる学習環境づくりの推進
第五点は、社会教育を充実させる学習環境づくりの推進についてであります。
社会教育を充実させるためには、多様化する市民の学習ニーズに応じて、ソフト、ハード両面の
学習環境を整えることが必要であります。
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社会教育推進体制の整備では、様々な研修機会を通して、社会教育主事、図書館司書、学芸員と
いった専門職員の資質向上と育成を図りながら、社会教育事業の充実に努めてまいります。
また、社会教育施設の充実では、各施設の老朽箇所や劣化した設備の改修・修繕などを行い、利
用者の利便性の向上と安全で安心して利用できる施設の環境整備を図ってまいります。
４．むすび
以上、平成３０年度の教育行政方針について申し上げました。
教育委員会といたしましては、市民一人ひとりが生き生きと学び、創造力豊かに夢と希望をもっ
て個性や能力を伸ばすことができるよう、教育行政を推進してまいりますので、市民の皆さま並び
に議員の皆さまのご理解とご協力を心からお願い申し上げ、教育行政方針といたします。
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【 資料２ 】

北見市教育委員会行政組織図 （平成30年4月1日現在）

【 学校教育部関係 】
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【 社会教育部関係 】
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（兼：端野教育事務所生涯学習課長）
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（兼：常呂教育事務所生涯学習課長）
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（兼：常呂教育事務所生涯学習課長）
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（兼：常呂教育事務所生涯学習課
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生涯学習課長
（兼：北見市留辺蘂町公民館長）
（兼：北見市立留辺蘂図書館長）
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北見市留辺蘂町公民館長
（兼：留辺蘂教育事務所生涯学習課長）

北見市立留辺蘂図書館長
（兼：留辺蘂教育事務所生涯学習課長）
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社会教育係
社会体育係

事業係

奉仕係

管理係

社会教育係
社会体育係

事業係

奉仕係

【 資料３ 】

平成３０年度 教育費予算及び決算
（単位：円）

款

・

項

・

目

30 年 度 予 算

30 年 度 決 算

翌年度繰越額

5,312,866,000

4,978,714,676

62,863,000

787,263,000

695,828,023

0

１．教育委員会費

414,484,000

345,319,418

0

２．指導奨励費

372,779,000

350,508,605

1,467,995,000

1,367,763,683

44,500,000

１．学校管理費

828,245,000

758,987,068

44,500,000

２．教育振興費

90,150,000

79,506,399

３．学校建設費

549,600,000

529,270,216

565,583,000

511,387,465

15,960,000

１．学校管理費

410,418,000

400,061,467

0

２．教育振興費

121,205,000

95,795,598

３．学校建設費

33,960,000

15,530,400

657,829,000

639,427,170

１．社会教育総務費

20,803,000

18,706,365

２．生涯学習推進費

17,035,000

15,892,492

619,991,000

604,828,313

1,834,196,000

1,764,308,335

0

１．社会体育総務費

107,980,000

104,430,422

0

２．体育施設費

712,091,000

693,912,028

３．学校保健費

105,333,000

99,269,865

４．学校給食費

908,792,000

866,696,020

１０．教

育

費

１．教育総務費

２．小学校費

３．中学校費

４．社会教育費

３．文化施設費
５．保健体育費
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主な内容

教育委員･事務局経費、私立学校
補助金、入学準備金経費等
特別支援教育指導・就学指導業
0
務費、学校図書整備事業費等

小学校運営･維持管理経費、小学
校施設改修経費等
教材教具購入費、就学援助事業
0
費、ＰＣ機器ﾘｰｽ料経費等
0 留辺蘂小学校改築事業費

中学校運営･維持管理経費、中学
校施設改修経費等
教材教具購入費、就学援助事業
0
費、ＰＣ機器更新･ﾘｰｽ料経費等
15,960,000 温根湯中学校改修事業費
2,403,000
各種文化活動への補助経費、社
会教育委員の会議経費等
生涯学習の啓発･奨励事業経費、
0
生涯学習ｺｰﾅｰ事業経費
公民館･図書館他社会教育施設運
2,403,000
営管理費等
0

体育協会･ｽﾎﾟｰﾂ大会開催･派遣事
業補助金、ｽﾎﾟｰﾂ合宿事業経費等
各体育施設運営管理･施設整備事
0
業経費等
児童･生徒の健康診断経費、学校
0
ﾌﾟｰﾙ･ｽｹｰﾄﾘﾝｸ運営管理費等
学校給食賄材料経費、学校給食ｾ
ﾝﾀｰ運営管理費等

教育委員会の権限に属する事務の
管理及び執行状況の
点検及び評価の結果報告書
平成３０年度事業実績
令和元年９月
発行
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