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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２９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２９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 29 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２９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
松

平

直

美 （まつだいら

なおみ）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。
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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２９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 29 年度

平成 28 年度

定例会

１２回（毎月１回）

１２回（毎月１回）

臨時会

１６回

１３回

議決案件

６０件

１１６件

報告案件

１４件

１３件

協議案件

０件

０件

１件

１件

１７人

６人

ウ

報告事項

その他報告事項

エ

傍聴状況

傍聴者数

【 第 11 回 定例北見市教育委員会（H29.11.1）】
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開催日

付

議

案

件

【報告】
・平成 29 年第１回定例北見市議会の経過について
H29. 4. 5
（定例会）

・平成 29 年度教職員人事について
【報告事項】
・平成 28 年度北見市小・中学校の問題行動等の概況について

開催日
H29. 4.11
（臨時会）

付

（臨時会）

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
H29. 4.20

議

付

議

案

件

【議案】
・北見市立学校管理規則の一部を改正する規則について

開催日

付

議

案

件

【報告】
・北見市スポーツ合宿事業について
・平成 28 年度北見市社会教育施設等の利用状況について
H29. 5.10
（定例会）

【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
・北見市社会教育委員の委嘱について

開催日
H29. 6. 1
（臨時会）

付

議

案

件

【議案】
・北見市教育委員会文書事務取扱規程の一部を改正する訓令について
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開催日

付

議

案

件

【報告】
・平成 29 年度児童生徒数及び学級数等について
・平成 29 年度教科書展示会日程について
H29. 6. 7
（定例会）

・社会教育部の所管する施設に係る指定管理者の新規指定及び指定の更新について
【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
・教育費予算案（6 月補正）に同意することについて

催日

付

議

案

件

【報告】
・平成 29 年第 2 回定例北見市議会の経過について
【議案】
H29. 7. 5
・平成 29 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 29 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
・北見市社会教育委員の委嘱について

開催日

付

議

案

件

【議案】
H29. 8. 2
（定例会）

・北見市立瑞穂小学校及び北見市立瑞穂中学校の廃止について
・平成 30 年度に使用する教科用図書の採択について
・教育費予算案（9 月補正）に同意することについて

開催日

付

議

案

件

【議案】
H29. 8. 9
（臨時会）

・北見市の休日を定める条例等の一部を改正する条例に同意することについて
・社会教育部の所管する施設に係る指定管理者の再指定について

開催日
H29. 8.21
（臨時会）

付

議

案

件

【議案】
・平成 30 年度に使用する教科用図書の採択について

-8-

開催日

付

議

案

件

【議案】
H29. 9. 6
（定例会）

・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 28 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
H29. 9.20
（臨時会）

付

議

案

件

付

議

案

件

【議案】
・教頭人事について

開催日
【報告】
H29.10.11

・平成 29 年第 3 回定例北見市議会の経過について

（定例会）

・平成 29 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

開催日

付

議

案

件

【議案】
・北見市立学校設置条例の一部を改正する条例に同意することについて
・北見市学校給食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
H29.11. 1

・北見市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則について

（定例会）

・北見市学校給食センター等管理規則等の一部を改正する規則及び訓令について
・社会教育部の所管する施設に係る指定管理者の選定及び指定について
・教育費予算案（12 月補正）に同意することについて

開催日
H29.11.21
（臨時会）

付

（臨時会）

案

件

【報告】
・損害賠償の額を定め和解することについて

開催日
H29.11.27

議

付

議

案

【議案】
・北見市立学校職員の懲戒処分の内申について
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件

開催日

付

議

案

件

【議案】
H29.12. 1

・北見市立図書館振興計画について

（定例会）

・平成 30 年度給食費の額の決定について

開催日
H29.12.19
（臨時会）

付

議

案

件

付

議

案

件

【議案】
・教頭人事について

開催日
【報告】

・平成 29 年第 4 回定例北見市議会の経過について
H30. 1.10
（定例会）

【議案】
・北見市留辺蘂自治区スクールバス（瑞穂線）の住民利用について
・社会教育部の所管する施設に係る指定管理者の選定及び指定について

開催日

付

議

案

件

【議案】
H30. 1.17
（臨時会）

・北見市立学校設置条例の一部を改正する条例及び北見市学校給食センター等条
例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則の制定について
・北見市入学準備金貸付内定者の決定について

開催日
H30. 1.31
（臨時会）

付

（臨時会）

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
H30. 2. 2

議

付

議

【議案】
・平成 30 年度教育行政方針について
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案

件

開催日

付

議

案

件

【議案】
・教育費予算案（2 月補正）に同意することについて
H30. 2. 7
（定例会）

・平成 30 年度教育費予算案に同意することについて
・北見市スポーツ推進計画改訂版について
・第 3 次北見市子どもの読書活動推進計画について

開催日

付

議

案

件

【議案】
・北見市奨学生選考委員会委員の委嘱について
・北見市教育支援委員会委員の委嘱について
・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
H30. 3. 1

・北見市社会教育委員の委嘱について

（臨時会）

・北見市スポーツ推進委員の委嘱について
・北見市文化財審議委員会委員の委嘱について
・北見市公民館運営審議会委員の委嘱について
・北見市図書館協議会委員の委嘱について
・北見市入学準備金貸付内定者の決定について

開催日

付

議

案

件

【報告】
・平成 30 年第 1 回定例北見市議会の経過について
・平成 29 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
H30. 3. 7

報告について

（定例会） 【議案】
・市長と北見市教育委員会との協議について
・北見市入学準備金貸付内定者の決定について

開催日

付

議

案

件

【議案】
・管理職人事について
H30. 3.14
（臨時会）

・校長・教頭人事について
・北見市立学校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】
H30. 3.27

・管理職人事について

（臨時会）

・北見市立学校管理規則の一部を改正する規則について

開催日

付

議

案

件

【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

H30. 3.30

する規則について

（臨時会）

・北見市学校給食センター等規程の一部を改正する訓令について

２. 規則等の制定状況
平成２９年度に制定した教育委員会の規則は 8 件（H28-38 件）、訓令は 5 件（H28-3 件）です。
ア. 規

則

規則番号
（H29 年）

第 36 号
第 37 号
第 38 号
第 39 号
（H30 年）

第 1号

題

名

公布年月日 施行年月日

北見市立学校管理規則の一部を改正する規則

H29. 4.20

H29. 4.20

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

H29. 6. 7

H30. 4. 1

H29.11. 1

H30. 4. 1

H29.11. 1

H30. 4. 1

北見市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部
を改正する規則について
北見市学校給食センター等管理規則等の一部を改正する
規則
北見市立学校設置条例の一部を改正する条例及び北見市
学校給食センター等条例の一部を改正する条例の施行期

H30. 1.17

日を定める規則

H30. 2.26
H30. 4. 1

第 2号

北見市立学校管理規則の一部を改正する規則

H30. 3.14

H30. 4. 1

第 3号

北見市立学校管理規則の一部を改正する規則

H30. 3.27

H30. 4. 1

H30. 3.30

H30. 4. 1

第 4号

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
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イ. 訓

令

訓令番号

題

名

公布年月日 施行年月日

（H29 年）

北見市教育委員会文書事務取扱規程の一部を改正する訓

第 2号

令

H29. 6. 1

H29. 6. 1

H29.11. 1

H30. 4. 1

H29.11. 1

H30. 4. 1

北見市学校給食センター等規程の一部を改正する訓令

H29.11. 1

H30. 4. 1

北見市学校給食センター等規程の一部を改正する訓令

H30. 3.30

H30. 4. 1

北見市立学校に勤務する職員の勤務等に関する規程の一

第 3号

部を改正する訓令
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 4号

間等に関する規程の一部を改正する訓令

第 5号
（H30 年）

第 1号

「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 3 件（H28-31 件）です。
ウ. 条

例

条例番号

題

名

（H29 年）

北見市の休日を定める条例等の一部を改正する条例に同意すること

第 18 号

について

第 26 号

北見市立学校設置条例の一部を改正する条例に同意することについて

第 27 号

北見市学校給食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
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意見
なし
なし
なし

３. 学校及び社会教育施設の訪問の状況
４０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２９年７月５日（水）～６日（木）
〔 訪 問 校 〕
中央小学校、西小学校、美山小学校、
豊地小学校
南中学校、東陵中学校、光西中学校
〔 社会教育施設等 〕
学校給食センター、あおぞらくらぶ、
ハッカ記念館、
東相内地区住民センター図書室

平成２９年１０月１２日（木）
〔 訪 問 校 〕
北小学校、大正小学校、高栄中学校
〔 社会教育施設 〕
東陵運動公園、北網圏北見文化センター、
東地区市民トレーニングセンター
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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２９年 ８月２２日
～２３日

平成２９年度 北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会

平成２９年１１月 ３日

北見市立瑞穂小中学校閉校式

平成２９年１１月２４日

平成２９年度 北見ブロック教育委員研修会

置戸町

平成２９年１２月 ４日

平成２９年度 オホーツク管内市町村教育委員大会

網走市

稚内市

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３０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 学校図書館に係る支援措置の拡充
⑤ ＡＬＴに係る地方交付税措置の拡充
⑥ 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
⑦ 特別支援教育推進のための教員の加配措置
⑧ 特別支援学級担当教諭の加配措置
⑨ 通級指導担当教員等の適正配置及び配置基準の緩和
⑩ 市町村配置の支援員や補助員等に係る財政措置の拡充
⑪ 就学援助の財源措置拡充
⑫ 教育の情報化を着実に推進するための支援措置の拡充
⑬ 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
⑭ フッ化物洗口に係る経費負担
⑮ 学校給食施設・設備に係る交付金等の改善充実
⑯ 栄養教諭の定数改善及び旅費等の予算の確保
⑰ 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 特定フロン使用施設・設備の改修事業に対する補助等の制度の創設
④ 文化財の保存整備事業に対する助成の確保
⑤ 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２９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、家庭や地域から信頼を得るために、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、積極的に情報発信をしています。
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、教員が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、教員は教育のプロとして、児童生徒に対する深
い愛情と使命感をもち、豊かな人間性や社会性、高い指
導力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
力向上研修会」（※点検・評価シート１

【 指導力向上にかかわる研修会 】

を計４回開催し、延べ４８８名の教員が参加しました。

Ｐ29 参照）

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７名、網走地方教育研修セン
ターに１７５名（平成２８年度１５８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４８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５０名、冬季４８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４名、「剣道実技研修
会」に３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
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事業」「地域連携研修事業」「授業改善推進チーム活用事業」「ＩＣＴ活用教育促進事業」「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、平成３２年度より小学校で新学習指導要領が全面実施されること
に伴い、新たに導入される「プログラミング教育」についての研修会を実施しました。
導入の目的や指導方法について、北見工大職員による講話やパソコンソフトを活用した演習を
通して、小学校の管理職等３７名が研修を深めました。
また、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、「電気・水溶液
の実験」に１２名の参加があり、理科における指導内容
について実習・実験を通じて研修を深めたほか、例年開
催されている「おもしろ科学実験教室」には、５７３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、校長会の研
やまかわ

きょうこ

修会において山川 京子教授を講師に招き、「目から鱗の
【 北見工業大学との連携による研修会】

組織論」と題し研修会を開催し、３９名が参加し、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２９年度の「全国学力・学習状況調査」における本市の状況としては、全国平均（正答
数）と比較して、小学校では、国語Ａが全 15 問中「－0.7 問」、国語Ｂが全 9 問中「－0.6 問」、
算数Ａが全 15 問中「－0.6 問」、算数Ｂが全 11 問中「－0.8 問」という結果でした。
また、中学校では、国語Ａが全 32 問中「－0.7 問」、国語Ｂが全 9 問中「－0.3 問」、数学Ａ
が全 36 問中「－0.5 問」、数学Ｂが全 15 問中「－0.5 問」という結果でした。
全体的に全国平均との差は縮まってはいますが下回る結果となり、基礎基本の定着や家庭学習
の不足などの課題がみられます。
各学校では自校の「全国学力・学習状況調査」の結果を踏まえ、「学力向上プラン」の作成や
実物投影機等のＩＣＴを活用したわかりやすい授業づくりを推進してきました。
また、校長会・教頭会・教員や教育委員会で組織する「北見市学力向上推進委員会」と連携し、
すべての小・中学校で「学習環境をつくる」「指導技術をみがく」「指導方法を工夫する」を
「北見市３つのスタンダード」（※点検・評価シート１

Ｐ29 参照）

として授業改善に努めるとともに、補充学

習や家庭学習の充実などの取組を通して、児童生徒の学力の向上を推進しています。
さらに、教育活動支援講師を引き続き１０名配置し、複数の教員による少人数指導やティーム
ティーチングなど、個に応じたきめ細かな学習指導により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・方法で情報モラルについて学習しています。
平成２９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錦水小学校で行
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、実物投影機とデジタルテレビの整備（※点検・評価シート２
参照）

Ｐ31

を計画的に進め、小学校のすべての普通教室に導入し

ました。
また、各学校間と教育委員会を結ぶ、校務支援システム
の更新を行い、学校事務の一層の効率化と事務負担の軽減
【 実物投影機とデジタルテレビを活用した授業】

を図りました。

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、平成２８年度と同様に北見自治区４名、端野自治区１
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、総合的な学習の時間や５・６年生の外国語活動における担
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、外国語教育で現在求められている「聞くこと」「話すこと」を中心に、実践的なコミュニ
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２９年度における派遣日数は小・中学校合わせて１,１５９日（３,１８１時間）となっています。
※平成２８年度１，０９９日（２，９１４時間）
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。
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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。
【 消防署での職場体験学習】

⑥ 特別支援教育の充実
「北見市特別支援教育の指針」に基づき、「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。
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」が適時学校訪問を行い、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積極的な指導・助言を通し、特別支援
教育の充実を図っています。
支援を必要とする児童生徒が充実した学校生活を送ることができるように配置している「特別
支援教育支援員」は、３８校７１名（特別支援学級２２校３６名、通常学級１６校３５名）となっています。
また、平成２８年度から配置をし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３

を、平成２９年度はさらに１名を増員して、３校に３名を配置し、ティームティーチ

Ｐ32 参照）

ングや障がいに応じたきめ細かな指導を行っています。
さらに、平成２９年度から「医療的ケア等を行う看護師」（※点検・評価シート３）を２校に２名を配置し、医療
的ケア等を必要とする児童が安全安心な学校生活を送ることができるよう必要最低限の医療的ケ
ア等を行っています。
「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３０回実施（平成２８年度は１３回）するとともに、専門的な
見地から助言を行う「専門チーム部会」を年１回実施し、さまざまな支援策を検討・共有しています。
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
くろまる

のぶ み

援員・支援講師が参加し、平成２９年度は、北見市立南中学校の特別支援学級担当教諭 黒丸 展己氏
から講演と助言をいただき、発達障がいの理解と支援の在り方など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２９年度の活用状況は、２７校１０５名（平成２８年度２７校９１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が受けられ、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。
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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引継ぎシート
を活用した情報交流を行っています。
「北見市特別支援教育連携協議会」が開催した「特別
にのみや

支援教育研修」では、北海道教育大学釧路校准教授 二宮
しんいち

信一氏を講師に迎え「ユニバーサルデザインのある授業

【 幼保小三者連携協議会】

を考える」と題した講演をいただき、１６３名の特別支援
学級担任・支援員、養護教諭、幼稚園・認定こども園・保育園の職員が参加し、学びあうととも
に連携を深めました。
また、幼保小の連携だけではなく、５歳児健康相談を行っている「健康推進課」、支援の必要
な子どもたちが通う「子ども総合支援センターきらり」との連携も強化し、情報を共有すること
で、スムーズに小学校の生活につなげるように努めました。
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、入学前に小・中学校の担当者がきめ細
かに引継ぎを行いました。また、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」が求められています。
平成２７年度より文部科学省「北海道道徳教育推進事
【 農業体験学習 】

業」の指定を受けている北中学校で開催された公開研究

会には、他校の教員が積極的に参加するなど、道徳教育の充実に向けた取組を行っています。
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、
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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２９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２４件、中学校で３９件と
なっており、平成２８年度と比較し、小学校で１１件の増加、中学校で１３件の減少となりまし
た。小学校での増加した要因は、万引きの事案が増加したことによるものです。
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、
日頃の児童生徒の学校生活の様子を把握して、管理職・主幹教諭や生徒指導主事が中心となり、
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。
特に、生徒指導の中核でもある「児童生徒理解」を深め、「教職員と児童生徒との信頼関係」
を築くために「教育相談」を積極的に実施するとともに、生徒指導研修や情報交流を行うなど、
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、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）・人権擁護委員協議会・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２９年度におけるいじめの件数は、小学校９件、中学校１６件の合計２５件となっており、
平成２８年度と比較して、小学校は２件の増加、中学校で４件の減少となりました。
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８８％と最も多く、次いで「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりす
る」が２０％、「仲間はずれ・集団による無視」が１２％、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５２％と半数を超え、「本人からの訴え」「学級担任が発見」がそれ
ぞれ２０％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、「北
見市いじめ防止基本方針」を基に、いじめの防止・いじめ
の早期発見・いじめへの対処のための対策を総合的かつ効
果的な推進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。
４回目と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」では、各中学校の生徒会を中心とした代表
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【 いじめのないまちづくり子ども会議 】

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２９年度の不登校児童生徒数は、１２９名（小学生３１名、中学生９８名）で、平成２８
年度と比較して１３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１７
名（小学生１名、中学生１６名）です。
また、「あおぞらくらぶ」に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
を目的とした、適応指導教室学習支援事業「学習サポーター」の平成３０年度からの実施に向け
た準備を進めました。
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、電話をか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」「スクールカウンセラー、相談員が専門的に相談にあたっ
た」など、さまざまな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９０１件（１,０３０名）であり、前年度より４０件
（１４２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、保護者や教職員か
ら７９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」のほか、新たに平成２９年４月に作成した「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２９年度における全小・中学校の蔵書総数は、２８６，３５１冊（標準蔵書冊数に対する達成
率 ９１．４％）となっています。
また、平成２６年度から２年間、緑小学校と光西中学校をモデル校に兼任で１名配置した「学
校司書」が、司書教諭や校内図書委員と連携して行った、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２８年度には、１名を増員し、２名体制で４校への支援、さらに平成２９年度にも２
名を増員し４名体制で１２校の支援を行いました。平成２９年度から３１年度には、毎年２名ず
- 23 -

つ学校司書を増員していく予定となっています。
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
３４校、教員やボランティアなどの方々による「読み聞かせ」を実施している小学校は２１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。
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に努めていきます。
⑤ 健康・安全教育の充実
平成２９年度の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果では、小学校男子は「握力、
長座体前屈、反復横とび、ソフトボール投げ」の４種目、小学校女子は「長座体前屈、反復横と
び、ソフトボール投げ」の３種目が全国平均を上回りました。
一方、中学校男子は「握力」が全国平均を上回り、「上体起こし、反復横とび、５０ｍ走、立
ち幅跳び、ハンドボール投げ」の５種目が全国平均とほぼ同様です。女子は「握力、反復横とび、
５０ｍ走」の３種目が全国平均とほぼ同様で、それ以外は下回っており、引き続き女子の体力に
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
さを味わう指導方法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

【 交通安全教室 】

育成に努めています。
また、むし歯予防のため６校の小学校で先行実施していた「フッ化物洗口」 (※点検・評価シート 4
参照)

P34

を、平成２９年１１月からすべての小学校に拡大し、子どもたちの健康増進に向け、継続的

な取組を進めています。
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。
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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平成２８年度に改訂した「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。
⑦ 食育指導の推進と学校給食の充実
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、給食の時間をはじめ、体験学習の時間などを通じて「食に関する指導」に取り組みました。
また、「食育基本法」に基づいた市の食育推進に関する施策の計画となる「食育推進計画」の策
定に向け関係部局との協議を進め、新たに「健康増
進計画」と「食育推進計画」を合わせた「北見市健
康づくり計画」を策定しました。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９３．
８％、馬鈴薯が９１．５％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。
また、海産物においても、地場産の鮭、ホタテを
可能な限り使用できるよう、漁協、市場、納入業者
等のご協力をいただき、給食食材への使用の拡大を
図りました。
安全で安心な学校給食の提供では、食物アレルギ
ーを有する児童生徒の視点に立った対応食の提供を
行うため策定した「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

【 小・中学校の食育授業 】

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。
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（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
「北見市学校施設整備計画」に基づき、豊地小学校、常呂小学校の耐震改修工事
P35 参照)

(※点検・評価シート５

を実施しました。

平成２８年９月から新校舎の建設工事に着手した「留辺蘂小学校改築事業」(※点検・評価シート５) は、
平成３０年２月に竣工し、２月２６日から供用を開始しました。新校舎は、給食センターのほか、
北見市では初めての児童館との複合施設であり、児童館は学校の一般開放用玄関、トイレ、水飲
み場を共用し、学校は児童館の遊戯室を視聴覚教室として利用するなど、合築による施設の共有
化を図りました。また、「木のまち留辺蘂」の歴史や風土を踏まえ、主体構造を木造とし、室内
環境も木質化を基本とした地域材を使用した施設としています。
屋内仕上げでは、学校林のトドマツを製材した羽目板や建具・家具へトドマツ集製材などを使
用したほか、柱や梁の一部を意匠として見える形とし、屋外においても、一部の外壁部分へトド
マツ羽目板を使用するなど、木の温もりや暖かさを感
じられる校舎としています。そのほか災害時避難施設
として、受水槽室、非常用発電機室、備蓄倉庫を備え
ています。
新校舎の完成により、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。
なお、平成２９年度の耐震化率は、豊地小学校、常
【 留辺蘂小学校の図書コーナー 】

呂小学校の耐震改修、留辺蘂小学校の竣工により平成

２８年度の９５．１％から４％上がり、９９．１％となりました。
公立小・中学校の全国平均９８．８％、全道平均の９４．４％を上回っておりますが、依然、
耐震性を充たしていない学校があることから、耐震化率１００％の早期達成に向けた取組を進め
ていきます。
【 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

未耐震棟数は、建物の数であり、学校数とは一致しません。
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② 小・中学校の適正配置
平成２５年１１月、少子化の影響による学校の小規模化が、教育効果の面でさまざまな課題を
生み出すことから、今後の児童生徒数の動向を視野に入れ、教育機関として学校が果たすべき役
割を踏まえた上で、望ましい学校規模の在り方を示した「北見市立小・中学校の適正規模に関す
る基本方針」を策定しました。
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２９年度には、将来の子どもたちのより良い教育
環境などを考慮した苦渋の選択として、留辺蘂小学校及
び留辺蘂中学校への通学移行を決定した瑞穂小中学校に
おいて、平成２９年１１月３日に閉校式が行われ、平成
３０年３月３１日をもって、１１０年の歴史に幕が下ろ
されました。
また、新たに平成３０年３月には、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
【 瑞穂小中学校

閉校式 】

境整備に関する要望書が提出され、要望の主となる温根
湯小学校と温根湯中学校の統合に向けては、ＰＴＡや地

域関係者との協議を重ねながら、検討を進めています。
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。
③ 児童生徒の安全安心対策の推進
通学路の安全対策では、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、隔年で通学路の危険箇所を抽出し、学校や警察などの５者による点検及び
一部改善を行っています。
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２９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１７件配信し、
平成２８年度と比較し２件の減少となっています。
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。
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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って、財政支
援の要望があったことから、関係部局とともに検討を進めました。
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、学資支弁の一
助にといただいた寄付金をもとに、平成２９年度の新規募集においても１０名分の予算を増額措
置しました。
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（学校教育部）
平成２９年度 教育行政方針
基本方針

担当課

２．学校教育の充実
（１）信頼に応える学校づくりの推進

指導室

（２）確かな学力を育成する教育の推進
重点施策

（１）－②教職員の研修と指導力向上 （管理及び執行状況の評価 17～18 ページ）
（２）－①学力向上の取組

（管理及び執行状況の評価

18 ページ）

小・中学校の学力向上を図るには、教員の指導力向上が不可欠であり、授業力や学級
具体施策

経営力を高めるため、以下について取り組みます。
○学力向上に実績をもつ講師による「指導力向上研修会『授業づくり』」及び「指導力

（Ｐｌａｎ）

向上研修会『学級づくり』」を実施します。
○北見市学力向上推進委員会と連携して「北見市３つのスタンダード」を推進します。
○「指導力向上研修会『授業づくり』」及び「指導力向上研修会『学級づくり』」の開催
「指導力向上研修会『授業づくり』」では年３回(６月･７月･８月)、道内外から大学教授な
ど３名の講師を招き、「授業づくりの基礎・基本」「国語科の授業づくり」「算数科の授業づ
くり」をテーマとした授業公開及び研究協議、講演会をそれぞれ開催し、市内の小･中学
校教員や近隣町の教員など延べ３４３名が参加して、「わかる授業」づくりに向けた研修を
行いました。
また、１月に行った「指導力向上研修会『学級づくり』」では、若手からベテラン教員まで

実施状況
（Ｄｏ）

１４５名が参加し、招聘した講師による「学級づくり」の講座において、実習や協議を行い、
指導・助言を受けるなどして指導力向上の取組を進めました。
○北見市３つのスタンダード「学習環境をつくる」「指導技術をみがく」「指導方法を工夫
する」の推進
北見市学力向上委員会と連携して、「適切な指導計画と『わかる』授業設計」「授業のめ
あてに迫る明確な発問・指示・板書」などを重点とした研修会を開催し、「北見市３つのス
タンダード」の具現化を図る取組を推進しました。
「指導力向上研修会」においては、著名な講師による講演会を開催したほか、小
中学校６校を訪問し、各学校の授業について直接、指導助言を行うことにより、本市

評価検証
（Ｃｈｅｃｋ）

成
果

の授業改善の方向性が明らかになるとともに、新学習指導要領の実施に向けた授業
づくりについて理解を深めるなど、教員の指導力向上を図ることができました。
また、市内の力量のある教員が講師となり、「北見市３つのスタンダード」の「授業
技術」に係る研修会「国語科や算数科の指導計画づくり」を行うことにより、児童生徒
の学力向上につながる実践的な取組を推進することができました。
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児童生徒の学力向上を図るためには、教員のさらなる指導力向上が重要であり、

課

指導方法や指導技術などについての研修をより一層充実させる必要があります。
また、「北見市３つのスタンダード」がより一層定着し、市内のどの学校、どの教室

題

でも「わかる授業」が展開されるように、北見市学力向上推進委員会とも連携して取
組を進めることが必要です。

今後の
方 針
（Ａｃｔｉｏｎ）

今後においても、校内研修の充実や各種研修会への参加、各種指定事業の取組など
のほか、学力向上に実績をもつ講師による授業参観や直接指導、講演を通して教員の力
量を高めるとともに、北見市学力向上推進委員会と連携してさらなる指導力向上に向けた
取組を推進していきます。
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点検・評価シート ２（学校教育部）
平成２９年度 教育行政方針
基本方針

担当課

２．学校教育の充実

総務課

（２）確かな学力を育成する教育の推進
重点施策

②情報教育の充実（管理及び執行状況の評価 19 ページ）
児童生徒の学力向上のため、ＩＣＴ機器の整備として学校から最優先に求めら
れている「実物投影機」と、映像を映し出す「デジタルテレビ」を、２カ年で

具体施策
（Ｐｌａｎ）

小・中学校のすべての普通教室に配置し、視覚効果によるわかりやすい授業を実
現できる環境の整備を図ります。
平成２９年度は、２カ年計画の１年目として、小学校普通教室への機器の配置
を実施します。
既に機器が配置されている教室もあることから、それぞれの機器について、
不足する台数分の整備・配置を実施しました。

実施状況

【配置実績】

（Ｄｏ）

配置校数

配置台数

実 物 投 影 機

１４校

８３台

デジタルテレビ

８校

４９台

全普通教室への機器の配置により、実物投影機を活用して、教科書のペー
ジの一部を拡大してテレビに映し出し、板書が難しい資料を提示する焦点化

成

評価検証

果

を図った授業や、子どもたちのノートを直接画面に映し出し発表力をはぐく
む授業、また作業学習では、手元の動きを映して手順を理解させる授業な
ど、視覚効果により児童の興味・関心を高め、わかりやすい授業を展開する
ことができるようになりました。

（Ｃｈｅｃｋ）

また、すべての児童に対する一斉指導・説明が可能となり、限られた授業
時間を効率的に運用することができるようになりました。

課
題

児童生徒のさらなる学力向上を図るため、配置された機器のより効果的な
活用方法をすべての教員が共有し、実践することができるよう研修を深める
ことが必要です。

平成３０年度には、２カ年計画の２年目として、中学校普通教室への機器の配
今後の
方 針
（Ａｃｔｉｏｎ）

置を進めます。
また、機器の配置が児童生徒の学力向上につながるよう、指導技術向上のため
の研修などを推進します。
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点検・評価シート ３（学校教育部）
平成２９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 20 ページ）
特別支援教育では、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

具体施策

充実させるため、以下について実施します。

（Ｐｌａｎ）

○特別支援教育活動支援講師(教員免許を有する)３名を配置します。
○医療的ケア等を行う看護師２名を配置します。
○「特別支援教育活動支援講師」の配置
特別支援学級や通級指導教室に障がいの程度の重い児童が複数名在籍し、指導
に苦慮している状況が見られた小学校に、特別支援教育活動支援講師２名を配置
し、学級担任と連携しながら児童の状況に応じて個別指導やティームティーチン
グを行うなど、指導形態を工夫しながらきめ細かな指導を行いました。

実施状況
（Ｄｏ）

また、残りの１名については、特別支援学級の生徒が増加傾向にあり、特に情
緒学級での指導に苦慮している状況が見られた中学校に配置し、学級担任ととも
に個別の指導計画を立案し、障がいに応じた自立活動や各教科等の学習を実施す
るなど、きめ細かな指導を行いました。
○「医療的ケア等を行う看護師」の配置
医療的ケア等を必要とする児童が在籍する小学校２校に看護師２名を配置し、
障がいの重度・重複化により医療的ケア等が必要な児童が健康かつ安全安心な学
校生活を送ることができるよう、必要最低限の医療的ケア等を行いました。
特別支援教育活動支援講師を配置することで、障がいによる困難さの改

成
果

善・克服に必要な指導を個別的、具体的に行うことが可能となり、個々の教
育的ニーズに応じたきめ細かな指導を行うことができました。
また、看護師を配置することで、医療的ケア等が必要な児童に対して保護
者や医療機関と連携し、学校内での対応が可能となり、他の児童と同様に安
全安心な学校生活を送ることができました。

評価検証

各学校において支援が必要な児童生徒が増加傾向にあることから、ティー

（Ｃｈｅｃｋ）

ムティーチングや障がいに応じたきめ細かな指導を充実させるには、特別支
援教育活動支援講師の配置が不足しているほか、学習効果を高める指導方法

課

の改善が必要です。
また、医療的ケア等が必要な児童が在籍する学校は、引き続き、当該児童

題

の健康状況を十分把握し、保護者や医療機関と連携して「個別のケア・マニ
ュアル」に基づいた医療的ケア等を実施することが必要です。
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支援が必要な児童生徒の増加に対応するため、特別支援教育活動支援講師の増
員に向けた検討を進めるほか、「タブレットパソコン」と「デジタルテレビ」を
計画的に整備し、障がいの状態や特性による学習や生活での困難を軽減及び改善
今後の
方 針
（Ａｃｔｉｏｎ）

し、きめ細かな指導の充実を図ります。
また、医療的ケア等を行う看護師の配置にあたっては、早期からの教育相談の
実施により児童の状況や教育的ニーズを適切に把握し、配置を計画していきま
す。
さらに、支援員、支援講師、医療的ケア等を行う看護師を対象とした研修会も
継続して実施します。
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点検・評価シート ４（学校教育部）
平成２９年度 教育行政方針
基本方針

担当課

２．学校教育の充実
（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）

学校教育課

⑤健康・安全教育の充実（管理及び執行状況の評価 24 ページ）
児童のむし歯予防を推進するため、以下の施策を実施します。
○「フッ化物洗口」の実施を全小学校に拡大します。
○実施に係る教職員の負担軽減策を講じていきます。
○「フッ化物洗口」の全校実施
これまで実施してきた６校のほか、平成２９年１１月から、すべての小学校
において実施希望児童を対象に週１回、洗口液によるうがいを実施しました。
○学校現場の負担軽減
全校実施に合わせ、フッ化物洗口液の作成・配付及び洗口液を入れた容器の
回収・消毒を教育委員会において集中的に行い、学校ではうがいの実施と児童

実施状況

の管理のみとし、教職員の負担軽減策を講じました。

（Ｄｏ）

【実施状況】（平成２９年度末実績）
全児童数

５，４０４人

希望者数

４，３０３人

実施率

７９．６２％

これまで、小学校６校での実施にとどまっていましたが、平成２９年１１

成

評価検証

果

月から全校に拡大したことにより、公平な施策の展開が実現できました。
また、歯・口腔の健康づくりの重要性について、子供たちや保護者の意識
向上が図られました。

（Ｃｈｅｃｋ）

課
題

全児童の保護者に事業の周知及び事業内容の理解が得られるよう、関係機
関との継続した連携が必要です。
また、「フッ化物洗口」による成果の検証及び今後の実施方法の検証が必
要です。

今後の
方 針
（Ａｃｔｉｏｎ）

今後においても、学校及び関係機関との協力のもと、安定した事業実施に努
め、子供たちの歯・口腔の健康づくりを進めていきます。
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点検・評価シート ５（学校教育部）
平成２９年度 教育行政方針
基本方針

担当課

２．学校教育の充実

総務課

（４）教育環境の整備
重点施策

①学校施設の耐震化の推進及び老朽校舎の改築（管理及び執行状況の評価 26 ページ）

○豊地小学校、常呂小学校の耐震改修工事を実施します。
具体施策

○留辺蘂小学校の改築工事を実施します。

（Ｐｌａｎ）

○豊地小学校、常呂小学校の耐震改修工事
校舎、屋内運動場の耐震補強に併せ、劣化のみられる屋根及び外壁などの改修
のほか、屋内運動場のバスケットゴール、照明器具などの非構造部材の改修を行
実施状況
（Ｄｏ）

いました。
○留辺蘂小学校の改築
昭和５６年以前の旧耐震基準の建物であり、建築後４０年以上が経過し、建物
や設備の老朽化が著しい「小学校」及び施設設備が老朽化している「給食センタ
ー」を、北見市では初めてとなる児童館を併設した複合施設として改築を行いま
した。
耐震改修工事により耐震化を図ることで、学校施設の安全で安心な学習環境を整
えることができました。
また、留辺蘂小学校の改築では老朽校舎の解消による教育環境の改善と児童館

成

評価検証

果

（Ｃｈｅｃｋ）

課
題

を併設したことで、児童が利用する際の防犯対策や学校との密接な連携が図られま
した。
【学校施設の耐震化率の推移】
Ｈ24 年度末

Ｈ25 年度末

Ｈ26 年度末

Ｈ27 年度末

Ｈ28 年度末

Ｈ29 年度末

60.5%

68.2%

76.0%

87.1%

95.1%

99.1%

豊地小学校、常呂小学校の耐震改修、留辺蘂小学校の改築により、平成２９年度
末の耐震化率は 99.1％となり、公立小・中学校の全国平均 98.8％、全道平均の
94.4％（平成２９年４月１日現在）を上回っていますが、依然、耐震性を充たしていな
い学校があり早急な対応が必要です。

今後の
方 針

耐震性を充たしていない学校について、児童生徒の安全で安心な学習環境の確
保に向けた対応を早期に進めていきます。

（Ａｃｔｉｏｎ）
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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
人生１００年時代を見据え、一人一人が生涯のさまざまなステージに必要な知識・技能を身に
付け、学んだことを生かして活躍できる生涯学習社会の実現が求められています。そこで、多様
化、高度化する市民の学習要求に的確に応え、生涯学習の充実を図るため、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。
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
経験を生かす場となっている出前講座「ミント宅配便｣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１２，６３９人の過去最高となり、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、
平成１４年度に市民編を開始して以来初めて、行政編の
開催件数・受講者数を上回り、自身の培った経験や知
識・技能を生かした講師の生きがいづくりに大いに役
立っています。

【 出前講座「ミント宅配便」市民編公開講座 】

12,639

② 公民館講座の充実
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、市民学園講座
や移動公民館講座など全４３講座を開設し、学ぶきっかけづくりや教養の向上、健康の増進、生
活文化の振興に努めました。
事業実施の際には、「広報きたみ」やホームページ、ＳＮＳ等を通じて積極的に市民周知を図り
ました。また、公民館講座参加者の学習成果発表や相互交流の場となる「公民館まつり」を開催
し、多くの市民が来場しました。
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③ 高齢者教育の充実
多様な経験と見識を持つシニア世代が再び学び研鑽を積み、地域社会でいきいきと活躍するこ
とが期待されています。各自治区では、こうしたシニア層を対象に「高齢者大学」を開設し、学
ぶ機会とさまざまな交流機会を提供しており、中央公民館の「ことぶき大学」では２２２人、端
野町公民館の「しらかば大学」では１１６人、常呂町公民館の「オホーツク大学」では９２人、留
辺蘂町公民館の「るべしべ寿大学」では６０人の学生が医療や福祉、防災やまちづくり等につい
て学び、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の相互
交流事業として、大学祭への参加やパークゴルフ大会を実施しました。
④ 図書館サービスの充実
図書館では「市民講座」や「講演会」などのイベン
トによる学習活動支援、「児童・生徒読書感想文コン
クール」など市民が図書にふれるきっかけとなる行事
の企画実施、移動図書館車の運行による来館が困難な
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。
また中央図書館では、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
【 中央図書館「椎野直弥氏 講演会」 】

公開、データベースを活用した調べもの相談など、図
書館サービスの充実

(※点検・評価シート 6

P42 参照)

に努めま

した。
さらに、今後の人口減少等を総合的に判断した中でそれぞれの図書館の位置付けや役割を明確
にし、北見市全体の図書館サービスを計画的に推進するため、「北見市立図書館振興計画」を策
定するとともに、今後おおむね５年間の子どもの読書推進に関する「第３次北見市子どもの読書
活動推進計画」を策定しました。
今後は、計画が目指す図書館サービスを実現するため、中央図書館を核とした北見市立図書館
８館・１室のネットワークを強化し、中長期的な視点で施策分野ごとに関連機関、団体との協
議・協力を計画的に進めます。

（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
① 家庭教育の支援
教育の基盤となる家庭教育に関わる学習活動や子育て支援のため、各学級を開設しています。
こそだて学級（５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（９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。
少子化により各学級の開設団体は減少していますが、こそだて学級は３３講座、はぐくみ学級
は３８講座が実施されており、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、青少年を取り巻く社会環境、家庭環境が変化している中、家庭教育の重要性が高まって
いることから、生涯学習課と青少年課(子ども未来部)の連携プロジェクトとして親子の絆を深め
るための｢親子ふれあい体験事業｣映画上映会を開催しました。
また、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、
乳幼児健診対象者に図書館カードの登録を呼びかけ、図
書館デビュー認定証贈呈式を実施する乳幼児絵本スター
ト事業に引き続き取り組みました。
さらに、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」(※点検・評価シート 7

P43 参照)

を市内６つの小学校

で実施し、タグラグビー体験や科学実験教室、イラスト

【 土曜学校「イラスト体験教室」 】

体験教室などに延べ１２２人の参加がありました。

（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
スポーツに触れることは、健康で充実した活力ある人生を送るために不可欠であり、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、日常的
にスポーツに親しむ機会を増やす取り組みを行っていま
す。
こうした取組の指針として「北見市スポーツ推進計
画」を策定し、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、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、
「ヘルシースポーツ教室」「水泳教室」「ペタンク教

【

ジュニア・アスリートチャレンジアカデミー事業

】

室」「スキー教室」や「カーリング教室」など各種スポーツ教室の開催や指導者の派遣を行いま
した。また、平成２８年度から実施している事業で、子どもたちが本格的なスポーツに取り組む
前にさまざまな種目の選択肢を提供し、子どもたちの持つ可能性を広げる「ジュニア・アスリー
トチャレンジアカデミー事業」(※点検・評価シート８

P44 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
近年完成した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
見市民温水プールやその他のスポーツ施設利用促進のため、体育協会や各施設の指定管理者、ス
ポーツ団体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
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会を開催しました。
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、トップレベルのアスリートを間近に観る機会
を創出することで、競技の普及と競技力の向上、地域
の活性化にもつながるものです。ラグビーをはじめ、
野球、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２９年度は１７８チームが訪れ、参加
者としては過去最高人数となる延べ２５，０２６人となりまし

【 スポーツ合宿 】

た。
また、平成３０年２月開催の平昌冬季オリンピックでは、カーリング女子日本代表の「ＬＳ北
見」が本競技史上日本初となる銅メダルを獲得し、日本中に旋風を巻き起こすとともに北見の知
名度を高めました。これに伴い、壮行会、パブリックビューイング、市民応援団派遣、祝賀パレ
ード・報告会を実施しました。アドヴィックス常呂カーリングホールでは合宿が盛んに行われ、
観光客が増加するなど波及的効果が現れています。
今後も各自治区の地域特性を生かし、スポーツ合宿事業のさらなる多種目化、通年化に向けた
誘致活動を進めるとともに、２０２０東京オリンピック・パラリンピックなどの国際大会開催に
伴う事前合宿誘致を推進します。

（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
① 芸術・文化の振興
日本各地には、歴史と伝統の中から生まれ、大切に守り育てられてきた伝統文化や人々の生活
の中で長く親しまれ定着している生活文化が数多く存在します。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生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、北見芸術文化ホールが開館２０周年を迎えた
ことから、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

P45 参照)

として、演劇では、「世襲戦

隊カゾクマンⅡ」、「関数ドミノ」、「が～まるちょば
北海道 JACK2017

IN

KITAMI」、落語「北見寄席

20 笑門来福！お笑い寄席」、また他機関との共催事業
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【

北見市民ホール自主文化事業「世襲戦隊カゾクマンⅡ」

】

と し て 「 俳 句 王 国 が ゆ く 」 、 「 YUJI

OONO

＆

LUPINNTIC

SIX

LUPINN

JAZZLIVE」、ファミリーミュージカルでは、劇団四季の「嵐の中の子どもたち」など全１２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、音楽などの鑑賞機会を提供する
「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」として、実験と挑
いちはら ありのり

戦の版画家「一原有徳展」（入場者数９２５人）、見
て触れて撮影して作品を身近に体験する「心と視覚の
からくり屋敷トリックアートの世界 PARTⅡ」を開催
しました。トリックアートの入場者数は、１５，０６７人
で過去最高となりました。また、美術収蔵品展（入場
者数５５７人）、北見市高校生美術展（入場者数３８８
人）なども実施し、さまざまな分野・切り口から市民
【美術企画展「トリックアートの世界 PARTⅡ」 】

への美術鑑賞機会の提供に努めました。
博物館活動では、蔵出し資料展シリーズとして、収

蔵資料の中から“はかる”道具を取り上げた「はかる～暮らしの計量器具」、大昔の北見展シリ
ーズとして「東京大学と常呂の発掘６０年」を開催し、身近な動植物紹介コーナーでは定期的に
展示資料の更新などを実施しました。また、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」などを実施しました。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「プラネまつり」、生命の
不思議を伝える「広がるいのち展」などを開催し、自然科学への関心理解を促しました。
③ 文化財の保護と活用
文化財は人類の長い歴史の中で生まれ、先人の歴史や文化を理解する上で重要であり文化発展
の基礎となるものです。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、ピアソン記念館は博物館類似施設としての機能を担い、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。
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・留辺蘂自治区の方を対象に「き
たみ巡り“常呂からゴーッ” “留辺蘂からゴーッ”」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ており、開発事業者からの照会に随
時対応しています。本年度は中ノ島遺跡試掘調査、農地整備事業に伴う埋蔵文化財の所在確認調
査（北見自治区北部、端野自治区常呂川右岸地区）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
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住居跡約３，０００軒にも及ぶわが国最大級の遺跡であり、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、観光活用などに資する貴重な地域資源になって
います。
この遺跡の世界遺産登録を視野に入れ、遺跡の特徴や
価値を広く知っていただくため、発掘調査を開始して６０
周年となる東京大学文学部記念講演などの啓発活動を進
めたほか、東京大学と連携した遺跡発掘調査にも取り組
んでいます。
また、後世へ適切に継承するための常呂遺跡の整備(※
点検・評価シート１０

P46 参照)

については、ところ遺跡の森の１

号復元竪穴住居を再建し供用を開始したほか、遺跡見学

【 常呂遺跡 遺跡見学会 】

会や講演会を開催し遺跡の価値を高めると同時に地域の
歴史の普及啓発に努め、新たな整備を含めた基本計画の検討を進めています。

（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
社会の急激な変化に伴い、人々の学習活動に対するニーズも高度化・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企画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、北海道青少年科学館連絡協議会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
体育施設では八方台スキー場人工降雪用ポンプ設備更新に取り組んだほか、東陵公園庭球場休
憩所を改築しました。また、平成２８年８月の台風により被災した常呂川水系緑地河川敷の各施
設については、川東球技場１面と東相内パークゴルフ場の全部及び相内パークゴルフ場の一部を
除き復旧工事が完了しています。
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、ハッカ記念館トイレ
の洋式化や自動水洗化、暖房設置等整備を行い、通年使用を可能にするなど来館者利便性の向上
を図りました。
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点検・評価シート ６（社会教育部）
平成２９年度 教育行政方針
基本方針

担当課

３．社会教育の充実

中央図書館

（１）自ら学び成果を活かす社会教育活動の推進
重点施策

④図書館サービスの充実（管理及び執行状況の評価 37 ページ）
「図書館サービスの充実」
中長期的な視点でサービスの充実を図るため、図書館振興計画を策定し、子ど

具体施策
（Ｐｌａｎ）

もの自主的な読書活動を推進するため、第３次北見市子どもの読書活動推進計画
を策定します。
図書館の利用促進を図るため、図書館未利用者に対して、市民講座や講演会な
どさまざまなイベントを実施します。
北見市立図書館８館・１室それぞれの位置付けや役割を明確にし、今後の人口
減少等を総合的に判断した中で北見市全体の図書館サービスを計画的に推進する
ため、平成２８年度から検討を進めてきた「北見市図書館振興計画」を策定しま
した。
あわせて、平成２９年度で５年間の計画期間が終了する第２次子どもの読書活
動推進計画における取組と課題を整理し、図書館振興計画との整合性を図りなが
ら、「第３次北見市子どもの読書活動推進計画」を策定しました。

実施状況
（Ｄｏ）

また、定期開催の映画上映会、読み聞かせ、レコード鑑賞会のほか、新規事業
として「歴史の音鑑賞会」や「サイエンス講座」「郷土作家講演会」、児童室学
習コーナーを利用した「くらしの中に本を取り入れる趣味入門講座」なども実施
し、さまざまな利用者層が図書館に来館するきっかけづくりに努めました。
【事業実績】
平成２７年度

平成２８年度

平成２９年度

来館者数（人）

１６３,４３２

３３４,３５３

３３４,５７０

貸出冊数（冊）

２７２,６３１

４９０,３１８

５０１,７０２

市民講座や講演会など各事業とも市民が楽しんで参加しており、新規に行

成
評価検証

果

課
題

方 針
（Ａｃｔｉｏｎ）

本スタート事業では図書館デビュー認定証を手渡し、図書館を利用するきっ
かけとなりました。

（Ｃｈｅｃｋ）

今後の

った「本のあるくらし講座」や「図書館福袋」なども好評でした。乳幼児絵

中央館（中央図書館）と分館・分室、地区館（端野、常呂、留辺蘂）の位
置付けや役割を明確にするなど、多様化する市民ニーズに応えられる体制づ
くりが必要です。
北見市立図書館振興計画に基づき、中央図書館を核に北見市立図書館全体のネ

ットワークを強化し、多くの市民が利用できる施設として、調べ物相談や地域情
報の収集や発信、新たな事業など、市民の多様なニーズに応えられるよう図書館
サービスの充実に努めます。
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点検・評価シート ７（社会教育部）
平成２９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

生涯学習課

①家庭教育の支援（管理及び執行状況の評価 37～38 ページ）
「土曜学校」
子どもたちの豊かな教育環境の充実を図るため、地域における多様な学習や体験機

具体施策
（Ｐｌａｎ）

会を提供します。具体的には、学校休業日の土曜日に学校施設を利用し、ものづくり体
験やスポーツなどさまざまな体験活動を提供する社会教育プログラムを実施します。ま
た、講師には地域の方々の協力を求めながら、幅広いジャンルのプログラムを実施しま
す。
実 施 日

土曜日（各校１日）

【事業実績】
実施学校

実施状況
（Ｄｏ）

参加者数

上常呂小学校

タグラグビー体験教室

留辺蘂小学校

ヒップホップダンス体験教室

２１人

常呂小学校

ヒップホップダンス体験教室

２０人

端野小学校

デザイナー体験教室

１１人

大正小学校

科学実験教室

４０人

相内小学校

イラスト体験教室

２６人

６回

１２２人

６校

成

実施内容

４人

幼少期から青年期まで多くの人と関わりながら体験することで知識、技術、社会性
を身に付けるなど、生きる力を育み、教育効果が高いと認識しており、土曜日の児童

果

の安全安心な居場所の確保と地域教育力の向上につながりました。

評価検証
土曜日における小学生児童は、高学年になるにしたがってスポーツ少年

（Ｃｈｅｃｋ）

課
題

団、部活動への参加や塾、習い事により多忙な状況にあります。このため低
学年児童が中心となる傾向がありますが、体験学習のニーズ把握に努めるな
どより多くの児童が参加できるよう分かりやすく魅力ある学習プログラムづ
くりを進めます。また、家でのテレビやゲーム中心に過ごす児童の割合も多
いことから、事業への参加周知を強化します。

今後の

平成２７年度に北見自治区の大規模校５校で開始した本事業は、平成３０年度で全自

方 針

治区を一巡します。今後は一定の実施効果が見られることから継続し、全自治区を対象

（Ａｃｔｉｏｎ）

に学校児童数を踏まえながら実施校を選定します。
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点検・評価シート 8（社会教育部）
平成２９年度 教育行政方針
基本方針

担当課

３．社会教育の充実
（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

スポーツ課

①生涯スポーツの推進（管理及び執行状況の評価 38 ページ）
「ジュニア・アスリートチャレンジアカデミー事業」
スポーツの楽しさ、大切さを伝え、興味・関心を高めるとともに、心身の健康

具体施策
（Ｐｌａｎ）

な発達を促進するため、子どもたちに様々な競技を体験する機会を提供します。
また、子どもたちが本格的なスポーツへの取組を始める前に多くの選択肢を示
すことで、子どもたちの持つ可能性を広げ、親の子に対する可能性の認識を深め
ます。
小学校 2 年生・3 年生の児童を対象に、体力測定を始めとした多種目に渡るスポ
ーツを体験する場を提供しました。また、前年度の実績を踏まえ内容を充実さ
せ、種目を増やし実施しました。
【実施種目】ラグビー、サッカー、陸上、体操、剣道、トランポリン、バレー、
ダンス、テニス(硬式・軟式)、バトミントン、バスケット、

実施状況
（Ｄｏ）

空手、卓球、体力測定
【成果指標】
平成２８年度
種

目

平成２９年度

数

１２種目

１５種目

参 加 人 数

小学 2,3 年生 各 35 人

小学 2,3 年生 各 30 人

２２回

２９回

回

数

見知らぬ者同士、大人数での教室であるため、はじめの頃は集団になじめ

成
評価検証

ない子もいましたが、回を重ねるごとに改善され自らコミュニケーションを
とるなど、多くの子ども達に社会性が芽生えました。

果

（Ｃｈｅｃｋ）

また、思ってもみなかった種目が得意な場合も多く、当初の目的である子
どもの可能性を広げることにつながりました。

課

参加希望者が多いが、小学生低学年への指導であるため、安全への配慮か
らリスクを回避し本年度は人数を若干減らし実施ししました。また、指導者

題

の確保や指導スキルの向上を合わせて行う必要があります。
実施後のアンケートでは、「自分にあった種目が見つけられた」「このような

今後の
方 針
（Ａｃｔｉｏｎ）

機会がなければ多くのスポーツを体験できなかった」「スポーツの楽しさを実感
できた」など、前向きな意見が多く寄せられ、事業の成果を上げることができま
した。低年齢層が本格的にスポーツを始めるための入り口として、より多くの親
子が参加しやすい仕組みづくりなど、今後も発展的に事業を継続し質の向上に努
めます。
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点検・評価シート ９（社会教育部）
平成２９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

①芸術・文化の振興（管理及び執行状況の評価 39～40 ページ）
「市民ホール自主文化事業」

具体施策
（Ｐｌａｎ）

中央公民館

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
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
幅広い年齢層に配慮した芸術文化鑑賞機会を提供しました。
音楽６演目（入場者数 3,086 人）、演劇３演目（入場者数 1,600 人）、演芸３演
目（入場者数 1,935 人） 合計６，６２１人
○訪問鑑賞事業の実施

実施状況
（Ｄｏ）

幼稚園２園（鑑賞者 258 人）、保育園１園（鑑賞者 76 人）、児童センター１か
所（鑑賞者 100 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。 合計４３４人
○ワークショップの実施
中学生及び高校生吹奏楽部の生徒を対象に、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。
参加者 中学生２０人、高校生６０人 合計８０人
市民ホール自主文化事業２０周年を迎えるため、前年度に比べ、公演数を
２公演多く実施し、より多くの市民に芸術文化鑑賞の機会を提供するととも

成
評価検証

果

に、入場者数も 2,521 人増加しました。
また、保育園・幼稚園・児童センターの児童は、歌やピアノ演奏を間近で
鑑賞し、中高校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で、子どもたちの情操がはぐくまれ、技術的

（Ｃｈｅｃｋ）

な向上を含め多くの学びがあり、児童生徒の健全育成に寄与することができ
ました。

課
題

年間約７千人の市民に鑑賞機会を提供することができたが、北見市全体で
は６％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ます。

今後の
方 針
（Ａｃｔｉｏｎ）

演目数を増やすほか、会場については、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、これまで以上に入場者の増加を図ります。
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点検・評価シート １０（社会教育部）
平成２９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

ところ遺跡の森

③文化財の保護と活用（管理及び執行状況の評価 40～41 ページ）
｢常呂遺跡の整備｣
国指定史跡常呂遺跡の一部である「ところ遺跡の森」において、復元竪穴住居
などの老朽化した施設の再整備を進めます。

具体施策
（Ｐｌａｎ）

今後の史跡常呂遺跡全体の保存と活用を推進するための基本計画の検討を進め
ます。
常呂遺跡に関する調査研究と整備の成果や常呂遺跡の価値の情報発信を行いま
す。
1 号復元竪穴住居(擦文時代：約 1,000 年前)を再建(平成 29 年 11 月 8 日供用開始)
したほか、園路階段改修、非常用放送設備改修を順次進めました。
また、史跡常呂遺跡整備専門委員会議での意見や文化庁･北海道教育庁の指導･助

実施状況
（Ｄｏ）

言を受け、史跡常呂遺跡の保存･活用の基本方針を定め、「トコロチャシ跡遺跡群」
を中心とした整備基本構想及び整備基本計画の検討を開始しました。
あわせて、ホームページや小冊子作成などによる継続的な発信のほか、遺跡の
見学会･発掘体験･講演会を開催し、遺跡や地域の歴史を身近に感じてもらうため
の機会の提供に努めました。特に平成２９年度は、遺跡発掘６０周年の周知・PR
を図りました。
1 号復元竪穴住居の再建により、来訪者の遺跡の理解を促すとともに、小・中学
成

校などのさまざまな団体の見学や体験学習活動に活用することが可能となりました。
また、各種施設の再整備・改修により、見学や散策の安全性の向上を図り、史跡整

果
評価検証

備の計画策定に向けた検討を着実に進めました。情報発信は、学校教育や生涯学
習、観光など貴重な地域資源の活用につながっています。

（Ｃｈｅｃｋ）

「ところ遺跡の森」の開設から 25 年が経過し、他の復元竪穴住居や施設の再整
課

備･改修も今後順次必要となります。史跡常呂遺跡の整備計画では、限られた財
政状況の中でどのように保存･活用し地域の貴重な財産として継承していく

題

か、どのように地域の歴史や文化の調査研究の成果を社会に還元していくか
を慎重に検討することとしています。

今後の
方 針
（Ａｃｔｉｏｎ）

史跡常呂遺跡の再整備（ところ遺跡の森）と新たな整備（トコロチャシ跡遺跡
群など）を一体のものとして、遺跡の保存と活用を効果的・持続的に推進するこ
とのできる計画の策定を目指します。また、長期的な展望に立ち、史跡常呂遺跡
を郷土への愛着、教育、観光などに資する地域の宝として活用します。
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「点検・評価シート」【１０事業】について

平成２９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、１７ページから２８ページの学校教育部及び３６ペ
ージから４１ページの社会教育部の『 第２「平成２９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２９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
松

平

直 美 （まつだいら

なおみ）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２９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
平成２７年度に教育委員会制度が改正され、これまでに北見市においても首長と教育委員
会が相互に連携し教育行政を推進していくため設置が義務付けられている「総合教育会議」
が設置されたほか、昨年１月からは、従来の教育委員長と教育長を一本化した新たな制度下
における「教育長」が設置され、平成２９年度は、新たな体制下による教育行政が展開され
ました。
新教育委員会制度では、教育長へのチェック機能の強化のほか、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いるなか、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広報紙の特集記事
で掲載されているほか、会議の傍聴者数もわずかに増えております。
今後においてもより一層、市民への分かりやすい情報を提供するよう努め、「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
点検・評価の手法は、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、シートの記載内容においても改善が図られてきたところですが、シート及び本文に
おいて、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。
今後も、創意工夫をこらし、教育委員会の考え方がより深く理解できるような報告書の作
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

「教職員の研修と指導力向上」・「学力向上の取組」（29～30 ページ）

児童生徒の学力向上に向けたさまざまな取組がされるなか、北見市の「全国学力・学習状
況調査」の結果では、小・中学校ともに全国平均を下回っておりますが、改善の兆しも見せ
ていることから、今後も継続的に取り組んでいくことが重要と考えます。
授業改善、指導力向上に向けたポイントを「北見市３つのスタンダード」として、市全体
で意識を共有していくことは、評価できますし、実践的な取組として、定着させていくこと
を大いに期待しています。
また、児童生徒の学習習慣を定着させるためには、家庭での基本的な生活習慣を確立する
ことが重要でありますので、保護者との連携をさらに深めていただきたいと思います。

点検・評価シート ２

「情報教育の充実」（31 ページ）

ICT 機器の整備として、小学校に「実物投影機」と「デジタルテレビ」などを導入したこ
とにより、視覚効果によってわかりやすい授業を展開することができるようになり、限られ
た授業時間の効率的な運用ができることは大いに評価できます。
シートに記載されているように、導入した機器の効果的な活用方法を各学校の教員が共有
し、実践できるよう研修を深めることが、学力の向上につなげていくには必要と考えます。

点検・評価シート ３

「特別支援教育の充実」（32～33 ページ）

年々増加傾向にある特別な支援を必要とする児童生徒が、自己の能力や可能性を伸ばし、
自立や社会参加が図れるようにするには、個々の障がいの状況に応じた支援体制の整備が求
められている中、平成２９年度には、医療的ケアを行う看護師を配置し、医療面での支援を
充実させたことは、評価できる重要な取組です。
特別支援教育が果たすべき役割は高まっていることから、人的支援の増員や専門性の向上
に向けた研修など、児童生徒への支援体制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 ４

「健康・安全教育の充実」（34 ページ）

小学校において実施しているむし歯予防のためのフッ化物洗口が全小学校に拡大されたこ
とは、多くの子どもたちの歯と口腔の健康保持・増進に寄与するものと考えます。
昨今、教員の業務量が増加傾向にあることから、実施にあたっては今後も教職員の負担軽
減策を講じ、学校と連携しながら取り組んでいくことが重要であります。
また、うがいは希望制ということですので、希望する児童と希望しない児童が混在してい
ると思います。このことに係る子どもたちへの配慮にも心がけていただきたいと思います。
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点検・評価シート ５

「学校施設の耐震化の推進及び老朽校舎の改築」（35 ページ）

全国各地で発生する地震災害を踏まえ、災害時の避難所となる学校施設の耐震化が着実に
進められ、本年度、全国並びに全道平均を上回る耐震化率となりました。
すべての子どもたちが安全安心な教育環境で学校生活を送れるよう、早期に整備を完了で
きるよう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

「図書館サービスの充実」（42 ページ）
○図書館サービスの充実

移転改築後の中央図書館の来館者数と貸出冊数がともに増加し続けていることは、市民講
座や講演会、読書感想文コンクールなど図書館の利用促進に向けた新たな取組を進めている
成果であり、大いに評価できます。
また、図書館は市民が安らぎを求めて集う憩いの場所でもあることから、これからもより
多くの市民に図書館を利用していただきたく、北見市立図書館振興計画や北見市子ども読書
プランに基づき、北見市立図書館全体のネットワークを強化するとともに、多種多様な市民
ニーズに応える図書館づくりに努めていただきたいと思います。

点検・評価シート ７

「家庭教育の支援」（43 ページ）
○土曜学校

学校の休業日に学校施設を利用して児童を対象とした社会教育事業が実施されることは、
土曜日の児童の安全安心な居場所の確保と地域教育力の向上につながっているものと考えま
す。
今後も、地域の有益な人材に協力を求めながら幅広いジャンルの社会教育プログラムを実
施し、子どもたちの土曜日における豊かな教育環境の充実につながることを期待します。
点検・評価シート ８

「生涯スポーツの推進」（44 ページ）
○ジュニア・アスリートチャレンジアカデミー事業

自ら判断できない幼い年代から特定のスポーツ種目を親の思いだけで一途に取り組ませる
ことには懸念をもっています
健全な心身とコミュニケーション能力などの社会性を身に付け、長い人生を生きていく素
地をつくるという意味でも、就学前学齢期のスポーツ活動は重要な意味を持ちます。
ジュニア・アスリートチャレンジアカデミー事業は、子どもが自らの可能性を発見すると
同時に、子の可能性を親の目線でも認識することができるという、従来とは異なるとてもユ
ニークで意義深いスポーツ教室だと思います。生涯スポーツを振興するうえで、人生の若年
期に適切なスポーツ種目との出会いをサポートする当事業に期待します。
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点検・評価シート ９

「芸術・文化の振興」（45 ページ）
○市民ホール自主文化事業

芸術鑑賞やコンサートなどの芸術文化に市民が身近に親しむ機会となっているこの事業
は、多くの市民が楽しむとともに、児童健全育成に寄与していることを評価します。
今後も市民のニーズを把握し、北見市民会館も活用しながら幅広い年代が楽しめる演目の
選定や演目を増加を期待します。
点検・評価シート 10

「文化財の保護と活用」（46 ページ）
○常呂遺跡の整備

老朽化した復元竪穴住居の再建や施設の再整備、遺跡見学会、発掘体験などは、地域の貴
重な文化財である常呂遺跡を教育・学習資源のみならず、観光資源としても活用する取組と
して評価できます。
地域の貴重な財産をどのように保存、活用していくかは大変難しい課題ではありますが、
地域の宝を後世に継承し、歴史や文化の調査研究成果を社会に還元していけるよう保存・整
備と活用を進めていただきたいと思います。

○ 松

平

直

美

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、その必要に応じて臨時会が開催され、教育に
関する多くの案件が審議されています。
学校や社会教育施設への活発な訪問で現状を視察し、それぞれに抱える課題の把握に努め
られており、そうした会議や視察の状況などから、教育委員会としての機能を十分に果たし
ているものと考えます。
傍聴者は少ないようですが、会議における審議内容は、ホームページで会議録を閲覧する
ことができますので、市民のライフスタイルに合わせると、情報発信していく上では、市民
が自由に閲覧できるホームページや広報紙を活用しながら、教育委員会のさまざまな活動に
ついて、市民の関心を高める取組を継続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
「点検・評価シート」活用し、課題及び今後の方針や、過去の実績などの数値が具体的に
記載され、それぞれの要点をまとめた報告は、事務事業・施策の実態が分かりやすくよい手
法と思います。
施策・事業によっては、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。
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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

「教職員の研修と指導力向上」・「学力向上の取組」（29～30 ページ）

学校では授業改善の取組や教職員の指導力向上に向けた講演会や研修会など、児童生徒の
学力を向上させるためのさまざまな取組がされ、平成２９年度の「全国学力・学習状況調
査」においては、全体的に全国平均との差が縮まってはいるが、基礎基本の定着や家庭学習
の不足などの課題が見られるとありました。
規則正しい生活習慣の確立や家庭学習の習慣化などは、家庭の役割でもあり、学校だけで
はなく、家庭との両方のサポートが学力向上につながるよう、私たち保護者としても、家庭
での取組を十分に認識しなければならないことと思います。

点検・評価シート ２

「情報教育の充実」（31 ページ）

すべての小学校の普通教室に「実物投影機」と「デジタルテレビ」が整備されることによ
り、本文に掲載されている写真のような授業が展開されると、視覚効果により児童への興
味・関心が高まり、集中させる授業の実現が可能となったことは評価できますし、今後の学
力向上に向けた各学校の取組が期待されます。
新年度には、中学校の普通教室への配置を進めるとありますので、早期に実現されること
を期待します。

点検・評価シート ３

「特別支援教育の充実」（32～33 ページ）

特別支援を必要とする児童生徒に対し適切な支援を行うために、「特別支援教育活動支援
講師」や「看護師」を配置し、きめ細かな指導や医療的な配慮を行う取組は、大いに評価で
きると考えます。
支援が必要な子どもを持つ保護者の皆さんは、常に子どもの将来に不安を抱えていると思
いますので、子どもたちが健康かつ安全安心に学校生活を送れるよう、これらの支援が継続
的に行なわれるとともに、一層の充実をお願いします。

点検・評価シート ４

「健康・安全教育の充実」（34 ページ）

フッ化物洗口はむし歯予防に効果があると言われており、全小学校で実施されることは大
いに評価できます。
実施効果が現れるには一定の期間がかかるとのことなので、今後うがいを継続していく中
で、事業実施の成果を検証し、その効果については広く保護者に周知することに努めて、希
望児童の拡大にも取り組んでいただきたいと考えます。
そのことにより、多くの子どもたちの歯と口腔の健康が保たれるものと思います。

- 52 -

点検・評価シート ５

「学校施設の耐震化の推進及び老朽校舎の改築」（35 ページ）

学校施設には地域における災害避難所の役割も求められていますので、早期に整備を進め
ていただきたいと思います。
平成２９年度に新たに完成した留辺蘂小学校には、新年度から、平成２９年度で閉校した
旧瑞穂小学校の児童も通学し、子どもたちの教育環境が大きく変わろうとしています。子ど
もたちや地域にとってより良い成果となることを期待しています。
（2） 社会教育部
点検・評価シート ６

「図書館サービスの充実」（42 ページ）
○図書館サービスの充実

乳幼児から高齢者まですべての市民の学習に利用される市立図書館は、市民が多岐にわた
る図書資料を入手する場であるとともに、芸術や文学を鑑賞する場や地域文化の創造に関わ
る場でもあるとされています。移転改築後の新しい中央図書館が来館者数・貸出冊数ともに
増加を続けていることは、多くの市民が望む図書館サービスが充実し浸透してきた成果とし
て大いに評価できると思います。
多様化し増大する市民ニーズに応え続けることは難しい課題ではありますが、新たに策定
した北見市立図書館振興計画に基づき、中央図書館が核となり全図書館が最大の効果をあげ
るような体制づくりを進め、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 ７

「家庭教育の支援」（43 ページ）
○土曜学校

子どもたちの土曜日における豊かな教育環境を充実させるため、学校施設を利用して体験
活動が行われることは評価できる取組だと思います。低学年中心の参加傾向については、高
学年児童の多忙な状況から致し方ないと思いますが、事前アンケート調査などで体験学習の
ニーズ把握に努めていただき、多くの子どもが参加できる体制を作っていただきたいと思い
ます。
一定の実施効果があることから、今後も全自治区を対象に実施校を選定し、講師には地域
の有益な人材に協力を求め、子どもたちの成長を地域全体で支える活動となるよう、地域・
家庭・学校が連携した取組に期待します。
点検・評価シート ８

「生涯スポーツの推進」（44 ページ）
○ジュニア・アスリートチャレンジアカデミー事業

小学校低学年の児童が本格的なスポーツへの取組を始める前にさまざまな競技を体験する
機会を与えることは、子どもたちの持つ可能性を広げるという点において、大変評価できる
と思います。
実施後のアンケートにおいても、好評な意見が多く寄せられる結果となっておりますの
で、今後もより多くの児童が参加し、自らの持つ可能性を広げられるよう、発展的に取り組
んでいただきたいと思います。
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点検・評価シート ９

「芸術・文化の振興」（45 ページ）
○市民ホール自主文化事業

市民がコンサートや演劇などの多岐にわたる芸術文化にふれる機会を提供する「市民ホー
ル自主文化事業」ですが、本年度は、北見芸術文化ホール開館２０周年を迎え例年より多く
の演目が催され、多くの市民に鑑賞の機会が提供され市民の芸術文化活動の振興に寄与しま
した。
今後も、自主文化事業選定委員会の意見を踏まえ、これまで以上に多くの市民が楽しめる
よう芸術文化鑑賞の充実を期待します。
点検・評価シート 10

「文化財の保護と活用」（46 ページ）
○常呂遺跡の整備

史跡常呂遺跡は、わが国最大級の遺跡であり、学校教育、生涯学習のみならず、観光資源
としても貴重な文化財となっています。
このような地域の歴史を物語る貴重な財産を適切に保存し、歴史を学ぶ施設としての整
備・活用は重要であり、世界遺産登録を視野に入れた東京大学と連携した遺跡発掘調査の取
組も大変評価できるものです。引き続き再整備を進めるとともに、常呂遺跡の特徴や価値の
普及啓発のため、ホームページの活用、発掘体験、講演会といった取組も継続していただき
たいと思います。
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資
【 資料１ 】

平成２９年度

料

編

教育行政方針

１．はじめに
平成２９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。
学校教育では、子どもたちが夢や目標に向かって、たくましく生きていくための確かな学力、豊
かな心、健やかな体を育むことを基本に、教育活動の充実や教育環境の改善を図ってまいります。
また、社会教育では、市民一人一人が豊かで充実した生活を実現するとともに、生涯学び続ける
喜びを実感できる教育環境の整備を推進することが重要であります。
教育委員会といたしましては、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」を進めるために、関係部局や関係機関と連携・調整を図りながら、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。
（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。
家庭や地域から信頼される学校を築いていくためには、保護者や地域と連携し、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、学校における児童生徒の様子や教育活動などの情報を積極的に発信するとともに
教職員の自己評価や保護者及び児童生徒へのアンケート結果に基づき実施している学校評価システ
ムの改善・充実を図り、学校改善を進めてまいります。
また、信頼に応えるためには、教職員の資質・能力の向上を図ることが不可欠であることから、
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、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はじめ、「学校力向上に
関する総合実践事業」などの北海道教育委員会の事業を活用して、教職員の指導力向上を図ってま
いります。
（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、主体的に考え生きていくためには、その基礎となる確かな学力を身につけるこ
とが重要であります。
- 55 -

本市における平成２８年度の「全国学力・学習状況調査」において、小中学校ともに一定の向上
が見られましたが、全体的には全国平均を下回る結果となり、基礎基本の定着や家庭学習の不足な
どの課題が見られます。
今後の学力向上の取組としては、家庭学習の習慣化や、放課後・長期休業中の補充学習を推進す
るとともに、北見市学力向上推進委員会と連携した「わかる授業」の実践及び「指導力向上推進事
業」の充実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、引き続き教育用コンピュータ機器の更新を進めるほか、わかりやすい
授業の実現を目指し、小中学校全ての普通教室に実物投影機とデジタルテレビを計画的に整備して
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更新し、学校事務の一層の
効率化を進めてまいります。
国際理解教育では、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英語授業の一層の充実に努めてまいります。
また、平成３２年度に実施される小学校英語の教科化に向けて、北海道教育委員会と連携し、指
導力向上を図る取組を推進してまいります。
キャリア教育や環境教育では、職場見学や職場体験などを通して、児童生徒の勤労観・職業観を
育むとともに、環境問題の重要性を理解し、環境保全に配慮して主体的に行動する意欲や態度を育
成してまいります。
特別支援教育では、支援員に加え、医療的ケアが必要な児童生徒に看護師を配置するとともに、
学習指導ができる特別支援教育支援講師を増員するなど、安心して学べる学習環境づくりに努めて
まいります。
小学校と保育園・幼稚園との連携では、幼保小三者協議会など関係部局や関係機関とさらに協議
を深めるとともに、入学児童にかかわる引継ぎシートを活用した情報の共有化を図るなど、就学後
の教育活動が円滑に進められるよう支援してまいります。
（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、社会の一員として成長していくためには、命を大切にする心や思いやりの心を
育むとともに、健康で安全な生活を送るための体づくりを進めることが重要であります。
道徳教育では、自他を尊重し考え議論する道徳の時間の充実に努めてまいります。
いじめ対策では、各学校の「いじめ防止基本方針」に基づき校内体制を充実させるとともに、
「いじめ対応の手引」を活用しながらいじめ防止と早期発見・対応に努めてまいります。中学校に
おいては、「北見市いじめのないまちづくり子ども会議」の開催を通して、生徒が自ら考え、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いります。
不登校対策では、児童生徒・保護者の悩みや課題を解決できるよう、教育専門相談員、いじめ・
不登校対策コーディネーターなどによる教育相談を継続して実施してまいります。
また、適応指導教室に在籍する児童生徒への学習活動を支援する取組を進めてまいります。
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問題行動への対策では、生徒指導担当教員連絡協議会による実践交流や研修などを通して生徒指
導体制を充実させるとともに、関係機関と連携した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。
いじめ・不登校や問題行動の対応は、教職員による児童生徒との日常的なかかわりや教育相談が
重要であることから、学校体制への指導・支援を図ってまいります。
読書活動では、中央図書館が実施している「学校図書運営相談事業」による選書相談を継続する
とともに、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増員配置し、児童生徒の
読書活動を支援してまいります。
健やかな体の育成では、平成２８年度の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」において、小
学校男女及び中学校男子では握力や投球能力などで全国平均を超えているものの、それ以外の種目
では全国平均を下回る結果となっております。
今後の体力向上の取組としては、各学校で作成している「体力向上プラン」により、授業や学校
行事・部活動などを通した取組を進めるとともに、北見市体力向上推進委員会と連携して、年齢や
個に応じた体力向上のスキルを学ぶ講習会を開催してまいります。
健康教育では、児童生徒一人一人が自己の健康について考え生活習慣を見直し、健やかな心身を
育成することが重要であることから、基本的生活習慣を確立させるとともに、性や薬物乱用、心の
問題などの課題に関する学習を充実してまいります。
また、むし歯予防のため、引き続き関係機関と連携を図り、全小学校でのフッ化物洗口実施に向
けて取り組んでまいります。
防災・安全教育では、近年の自然災害の発生状況などを踏まえ「北見市防災教育の手引き」を改
訂し、防災教育の充実に努めるとともに、各学校の「危機管理マニュアル」を活用して、地域の特
性に応じた適切な避難訓練の実施及び安全教育の充実を図ってまいります。
食育では、食の重要性や食文化の理解を深め、食物を大切にする心を育むなど、食に関する教育
活動の充実を図ってまいります。
また、給食の充実では、食材に北見産の農産物や海産物などを積極的に使用していくことで地産
地消を推進するとともに、食物アレルギー対応方針に基づいた取組の徹底を図り、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。
児童生徒が安全安心に学校生活を送るためには、教育環境の充実が不可欠であります。
学校施設の耐震化については、豊地小学校、常呂小学校の耐震改修工事に取り組むほか、継続事
業である留辺蘂小学校の改築事業について、平成３０年２月からの供用開始に向け取り組んでまい
ります。
また、各学校のアスベスト含有断熱材を使用した煙突につきましては、児童生徒の安全対策に万
全を期すため、計画的に改修工事を行ってまいります。
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、児童生徒にとってより良い教育環境を形成していくため、学校を取り巻く地域環境に十分に
配慮しながら、保護者や関係者と協議を重ねてまいります。
児童生徒の安全管理では、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
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リーダーによる通学時の防犯及び交通安全指導等を行うほか、学校や警察などと合同で通学路の安
全点検を行い、通学区域の環境変化に応じた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、学校運営経費や特色ある教育活
動に対し支援を行うほか、高校生への修学支援として、奨学金支給枠の拡充措置を継続してまいり
ます。
また、大学などへ進学する生徒への支援策として、入学準備金貸付制度を継続し、有用な人材を
育成するための取組を推進してまいります。
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。
（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、社会を生き抜く上で必要な自立、協働、創造に向けた力を生涯を通じて身につける
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、自ら学びその成果
を活かすことができるような学習機会を提供するとともに、市民講師の新たな発掘につなげてまい
ります。
公民館や図書館は、暮らしの中に生き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、趣味や教養にとどまらない市民ニーズに応える学習機会の
提供や学習環境の充実に努めてまいります。
図書館では、平成２７年１２月の中央図書館開館以来、来館者数は移転改築前に比べると約３倍、
貸出冊数は約１．７倍になっております。こうした市民の期待に応えるため、調べ物相談等に対応
するレファレンスサービス、地域情報の収集と発信、図書館講座やレコード鑑賞会などの多彩な催
し物により図書館サービスの充実に努めてまいります。
また、中央図書館を核とした持続性と統一性をもった図書館づくりや振興のため、平成２８年度
から検討を進めてきた「北見市立図書館振興計画」を策定いたします。
さらに、高齢者教育では、高齢者大学の充実を図り、自らが学び続け、生きがいのある人生の研
鑽の場となるよう、学習環境を整えてまいります。
（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環境づくりには、家庭や地域の教育力向上が重要であり、身近な
地域での学習機会の提供や相談対応などを行うことが必要であります。
このため、子どもの豊かな心を育てるための言語活動の大切さ、絵本を通して間接経験を積むこ
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」に引き続き取り組んでま
いります。
また、青少年教育では、体験活動が有効であることから、３年目を迎えた「土曜学校」において
は、地域の多様な経験や技能を持つ方々を講師に招き、土曜日を有意義に過ごす魅力あるプログラ
ムづくりに努め、実施学校を端野・常呂・留辺蘂自治区に拡大し６校で実施してまいります。
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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。
市民の皆様が生涯にわたって健康で明るく豊かで活力に満ちた生活を送るためには、日常の中で
スポーツやレクリエーション活動に気軽に取り組める環境づくりが重要であります。
このため、「スポーツ推進計画」に基づき、各種スポーツ教室や学校体育館開放事業など、日頃
からスポーツに親しめる機会を提供するとともに、スポーツ指導者登録制度を活用しながら指導者
の派遣要請に柔軟に対応してまいります。
また、子どもの運動習慣の定着化や体力向上を目的に行う「キッズスポーツ教室」や子どもたち
の持つスポーツの可能性を広げる「ジュニア・アスリートチャレンジアカデミー」に取り組んでま
いります。
さらに、関係団体や学校との連携を図りながらスポーツ施設の利活用を促進し、競技人口の拡大
及び競技力向上につなげるとともに、より利用しやすい施設運営により、市民サービスの向上にも
努めてまいります。
そのほか、スポーツと地域振興に向けた取組では、スポーツ施設を有効活用し、スポーツ合宿事
業の多種目化、通年化に向けて一層の誘致活動に努めてまいります。
特に、「ラグビー・ワールドカップ２０１９」の公認キャンプ地選定を目指した活動を進めるほ
か、「東京オリンピック・パラリンピック」をはじめとする国際大会の事前合宿誘致やプロリーグ
公式戦等の各種大会の誘致にも、関係機関、団体と連携しながら積極的に取り組んでまいります。
また、カーリング振興においても、ロコ・ソラーレや地元チームの競技力向上に向けて、北見市
カーリング支援推進委員会と連携を図りながら引き続き支援を行ってまいります。
（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、楽しく創造、表現する機会や場を増やすことは、市民一人一人が楽しみや充実
感を味わうとともに、芸術文化の感動や体験を通じて、生き生きと暮らすこと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、ふるさとを愛する心や郷土を
誇りに思う気持ちを育みます。
このため、芸術・文化活動の推進では、本年創立５０周年を迎える北見文化連盟の記念事業に助
成するほか、芸術･文化活動を行う団体などへの支援を行ってまいります。
さらに、市民芸術祭や各自治区の特色を活かした文化祭の支援を継続するとともに、北見芸術文
化ホールが開館２０周年を迎えることから「市民ホール自主文化事業」では市民に優れた舞台芸術
を提供するほか、各自治区においても演劇、落語、音楽などの鑑賞機会を提供する「芸術文化鑑賞
事業」を行ってまいります。
また、芸術作品の鑑賞機会を提供する美術企画展では、「トリックアート展」を開催するなど、
芸術文化鑑賞機会を提供いたします。
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」の復元竪穴住居を再建すると
ともに、東京大学文学部と連携した学術研究を進めるほか、同大文学部が発掘調査を開始してから
６０周年となることから、記念講演を開催いたします。
- 59 -

加えて、市内には史跡、建造物、天然記念物などの文化財や豊かな自然環境が存在し、大切な財
産であることから、その保存･継承と活用を図ってまいります。
（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、施設の充実などに対応するソフ
ト、ハード両面の学習環境を整えていくことが必要であります。
このことから、社会教育施設の充実では、各施設の劣化した備品の更新や老朽化した設備の修繕
を行い利用者が安心して利用できる環境を整えるほか、昨年、台風により被災した河川敷のスポー
ツ施設では早期に利用が再開できるようその復旧に努めてまいります。
また、社会教育推進体制の整備では、社会教育事業を充実させるために、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育成と資質向上を図ってまいります。
４．むすび
以上、平成２９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、市民一人一人が学んだ成果を社会の中で活かし、豊かに暮らせる
教育環境の充実と次代を担う子どもたちの健やかな成長のために、教育行政を推進してまいります
ので、市民の皆様並びに議員の皆様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29年4月1日現在）

【 学校教育部関係 】
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事業係
（兼：社会教育係長）

北見市立常呂図書館長
（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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管理係
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事業係
（兼：社会教育係長）

奉仕係

【 資料３ 】

平成２９年度 教育費予算及び決算
（単位：円）

款

・

項

・

目

29 年 度 予 算

29 年 度 決 算

翌年度繰越額

7,656,204,640

6,928,099,264

350,000,000

581,269,000

487,994,839

0

１．教育委員会費

225,623,000

158,721,781

0

２．指導奨励費

355,646,000

329,273,058

3,662,497,640

3,225,512,069

350,000,000

１．学校管理費

643,085,000

629,191,412

0

２．教育振興費

122,537,000

104,399,013

３．学校建設費

2,896,875,640

2,491,921,644

442,877,000

426,662,037

0

１．学校管理費

336,549,000

336,530,489

0

２．教育振興費

106,328,000

90,131,548

３．学校建設費

0

0

0

742,134,000

709,802,084

0

１．社会教育総務費

20,853,000

18,000,205

0

２．生涯学習推進費

16,955,000

16,191,956

704,326,000

675,609,923

2,227,427,000

2,078,128,235

0

１．社会体育総務費

110,639,000

111,220,770

0

２．体育施設費

746,894,000

665,614,798

３．学校保健費

100,741,000

98,571,251

４．学校給食費

1,269,153,000

1,202,721,416

219,686,000

202,414,840

0

219,686,000

202,414,840

0

１．公共災害復旧費

74,886,000

70,812,687

0

２．単独災害復旧費

144,800,000

131,602,153

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

１１．災害復旧費
３．文教災害復旧費
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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
350,000,000 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

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
営管理費等

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

春光町河川敷、相内パークゴル
フ場

0 若松大橋河川敷等
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