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Ⅰ
１

はじめに

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等を踏まえ、
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 27 条の
規定に基づき、全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、地域の学校教育、社会教育等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、様々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かたよることなく、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・評価の対象事業は、前年度である平成２５年度の事業実績を対象とします。
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
教行法第 23 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又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全て
の事務でありますが、平成２５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施策・
事業等を点検・評価します。
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なお、本年度も学校教育部及び社会教育部所管施策から、各々５事業を選定し、「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・事業を継続的に改善・見直しを行う評価方法の取り組みを行いました。

《 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２３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三十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 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 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 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。
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）
(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。
(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
(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) 放課後児童対策事業(児童クラブ)に関する事務
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(19) 北見市青少年問題協議会条例(平成 18 年北見市条例第 73 号)第 6 条の規定により定めるもの
及び協議会の運営並びにこれに付随する事務
(20) 北見市児童館条例(平成 18 年北見市条例第 88 号)第 9 条に規定する使用料の徴収、還付及び
減免、第 10 条の規定により定めるもの並びに児童館の運営管理並びにこれらに付随する事務
(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) 北見市勤労青少年ホーム条例(平成 18 年北見市条例第 127 号)第 14 条に規定する利用料金の
減免、第 16 条の規定による還付、第 19 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
(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
(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
(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
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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)第 5 章及び第 6 章のうち、東陵公園の有
料公園施設及び旭公園の有料公園施設に係る第 15 条に規定する使用の許可、第 21 条及び第 28
条に規定する減免、第 23 条及び第 29 条に規定する還付及び当該有料公園施設、広場及び園路
の運営・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、豊地公園、相内公園
の体育施設等に係る維持管理に関する事務

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２５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、課題等と今後の取組みの方
向性について示し自己評価を行いました。

５

学識経験者の知見の活用
地教行法第 27 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、選任いたしました学識経験者２名から個別に意見を
聴きました。
学識経験者の選定にあたっては、本市に居住し、広い観点の知見を有する教育行政に関わりの
ある方としております。
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【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

鈴 木 よしえ （すずき よしえ）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）
第二十七条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一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（同条第三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。
二

教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、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

第１

点検及び評価の結果

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、５人の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、教育に関する様々な議題について審
議します。
平成２５年度は、次のとおり開催しました。
会議においては、事務局から付議事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等に対応した施策の推進等に向け、十分な論議や審議
を行い、また、学校や教育施設といった教育現場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

ウ

報告事項

エ

傍聴状況

教育委員会の会議

平成 25 年度

平成 24 年度

定例会

１２回（毎月１回）

１２回（毎月１回）

臨時会

１４回

１３回

議決案件

６４件

４３件

報告案件

２１件

３１件

１件

１件

１２人

２１人

傍聴者数
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開催日

付

議

案

件

【議案】
・北見市武道館管理規則の制定について
・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
・北見市入学準備金貸付内定者の決定について
H25. 4. 3
（定例会）

【報告】
・平成 25 年第１回定例北見市議会の経過について
・北見市博物館群基本計画について
・平成 25 年度教職員人事について
・社会教育部の所管する施設に係る指定管理者の新規指定について
【報告事項】
・平成 24 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

付

議

案

件

【議案】
・北見市教育委員会会議規則の一部を改正する規則について
・北見市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則について
H25. 4.25

・北見市教育委員会事務委任規則の一部を改正する規則について

（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
・北見市立学校施設の使用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

開催日

付

議

案

件

【選挙】
H25. 4. 26

・北見市教育委員会委員長の選挙について

（臨時会）

・北見市教育委員会委員長職務代理者の指定について

開催日

付

議

案

件

【議案】
・北見市就学指導委員会委員の委嘱について
H25. 5. 1

・北見市奨学生選考委員会委員の委嘱について

（定例会）

・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
・北見市公民館運営審議会委員の委嘱について
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・北見市図書館協議会委員の委嘱について
・北見市常呂町カーリングホール管理規則の一部を改正する規則について
【報告】
・北見市社会教育施設の利用状況について
・平成 25 年度北見市スポーツ合宿事業について

開催日
H25. 5. 8
（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
H25. 5.31

議

付

議

案

件

付

議

案

件

【議案】
・管理職人事について

開催日
【議案】

・北見市社会教育委員の委嘱について
・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(6 月補正)に同意することについて
【報告】
H25. 6. 5

・平成 25 年度教科書展示会日程について

（定例会）

・平成 25 年度児童生徒数及び学級数等について
・北小学校における感染性胃腸炎等の発生について
・公立高等学校配置計画案（平成 26 年度～28 年度）について
【協議】
・小中学校の規模に関する基本方針の策定について

開催日
H25. 6.14
（臨時会）

付

（臨時会）

案

件

議

案

件

【議案】
・北見市奨学生の決定について

開催日
H25. 6.28

議

付
【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

【議案】
・教育財産の一部用途廃止について
・北見市児童館運営委員会委員の委嘱について
H25. 7.24
（定例会）

【報告】
・平成 25 年第 2 回定例北見市議会の経過について
【協議】
・小中学校の適正規模に関する基本方針の策定について

開催日

付

議

案

件

【議案】
H25. 8. 7
（定例会）

・平成 26 年度に使用する教科用図書の採択について
【協議】
・小中学校の適正規模に関する基本方針の策定について

開催日
H25. 8.21
（臨時会）

付

議

案

件

【議案】
・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】
・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 24 年度事業実績）について
H25. 9. 2
（定例会）

【報告】
・社会教育部の所管する施設に係る指定管理者の指定の更新について
【協議】
・小中学校の規模に関する基本方針の策定について

開催日

付

議

【議案】
H25. 9.27

・管理職人事について

（臨時会）
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案

件

開催日

付

議

案

件

【議案】
・北見市就学指導委員会委員の委嘱について
【報告】
H25.10. 2
（定例会）

・平成 25 年第 3 回定例北見市議会の経過について
・公立高等学校配置計画（平成 26 年度～28 年度）について
・教育財産の取得について
【協議】
・小中学校の規模に関する基本方針の策定について

開催日
H25. 10.24
（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
【報告】

・平成 26 年度文教施策に対する要望について
・教育財産の取得について
H25.11. 6
（定例会）

【協議】
・小中学校の規模に関する基本方針の策定について
・北見市特別支援教育の指針の策定について
・北見市教職員住宅の在り方に関する基本方針の策定について

開催日

付

議

案

件

【議案】
・北見市立小・中学校の適正規模に関する基本方針について
・北見市特別支援教育の指針について
・北見市教職員住宅の在り方に関する基本方針について
H25.11.25
（定例会）

・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

- 10 -

開催日

付

議

案

件

【議案】
・平成 26 年度給食費の額の決定について
・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
H26. 1. 8

・北見市青少年問題協議会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） 【報告】
・平成 25 年第 4 回定例北見市議会の経過について
・平成 26 年度教育費予算案について
・日本赤十字北海道看護大学と北見市教育委員会との連携協定について

開催日

付

議

案

件

【議案】
H26. 1.23

・平成 26 年度教育行政方針（案)について

（臨時会）

・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】
・市長と北見市教育委員会との協議について
H26. 2. 5

・平成 26 年度教育費予算案に同意することについて

（定例会）

・教育費予算案（2 月補正）に同意することについて
・北見市入学準備金貸付内定者の決定について

開催日
H26. 2.24
（臨時会）

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

【議案】
・北見市奨学生選考委員会委員の委嘱について
H26. 3. 5
（定例会）

・北見市就学指導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
・北見市社会教育委員の委嘱について
・北見市スポーツ推進委員の委嘱について
・北見市児童館運営委員会委員の委嘱について
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・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
【報告】
・平成 26 年第 1 回定例北見市議会の経過について

開催日
H26. 3.14
（臨時会）

付

（臨時会）

案

件

付

議

案

件

付

議

案

件

【議案】
・校長･教頭人事について

開催日
H26. 3.20

議

【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
・北見市教育委員会職員の職名及び辞令式に関する規則の一部を改正する規則
H26. 3.28

について

（臨時会）

・北見市教育委員会事務代決規程の一部を改正する訓令について
・北見市教育委員会事務専決規程の全部を改正する訓令について
・北見市教育委員会事務取扱規程の全部を改正する訓令について
・管理職人事について
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２

規則等の制定状況
平成 25 年度に制定した教育委員会の規則は 10 件（H24-6 件）、訓令は 4 件（H24-1 件）です。

ア

規 則
規則番号
（25 年）
第２号

第３号

題

名

北見市武道館管理規則の制定について
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

25. 4. 3

25.10.19

25. 4. 3

25. 4. 3

第４号

北見市教育委員会会議規則の一部を改正する規則

25. 4.25

25. 4.25

第５号

北見市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則

25. 4.25

25. 4.25

第６号

北見市教育委員会事務委任規則の一部を改正する規則

25. 4.25

25. 4.25

第７号

北見市立学校管理規則の一部を改正する規則

25. 4.25

25. 4.25

25. 4.25

25. 4.25

25. 5. 2

25.11. 1

26. 3.28

26. 4. 1

26. 3.28

26. 4. 1

第８号
第９号

北見市立学校施設の使用に関する規則の一部を改正する
規則
北見市常呂町カーリングホール管理規則の一部を改正す
る規則

（26 年） 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
第１号
第２号

イ

公布年月日 施行年月日

する規則の一部を改正する規則
北見市教育委員会職員の職名及び辞令式に関する規則の
一部を改正する規則

訓 令
訓令番号
（25 年）

題

名

公布年月日 施行年月日

北見市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

25. 4.25

25. 4.25

北見市教育委員会事務代決規程の一部を改正する訓令

26. 3.28

26. 4. 1

第２号

北見市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

26. 3.28

26. 4. 1

第３号

北見市教育委員会事務取扱規程の全部を改正する訓令

26. 3.28

26. 4. 1

第１号
（26 年）
第１号
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ウ

条 例
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 ２件（H24-3 件）です。
条例番号
（26 年）
第７号
第８号

題

名

意見

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

なし

北見市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例

なし

- 14 -

３

学校並びに社会教育施設の訪問の状況
４１校ある市内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、授業等、様々な視点で、その学校における教育成果や抱えている課題などを把
握することに努めました。
また、市内の社会教育施設も訪問し、施設における運営状況の把握にも努めました。
・平成２５年１０月２日（水）～３日（木）
訪問校： 常呂・錦水小学校、常呂中学校
瑞穂小中学校、留辺蘂・温根湯小学校、
留辺蘂・温根湯中学校
社会教育施設：北見市常呂町カーリングホール、北見市武道館

- 15 -

４

行事、会議、研修会等への参加状況
市内小中学校の開校周年記念式典に委員長、各委員、教育長が北見市教育委員会を代表して
出席しました。
・南 小 学 校（開校 ６０周年）
・若松小学校（開校１００周年）
・常呂中学校（開校 ４０周年）
各種会議等に各委員が出席しました。会議等の主なものは次のとおりです。
・平成２５年 ６月 ６日
会議名：平成 25 年度オホーツク管内教育委員会協議会役員会（網走市）
平成 25 年度オホーツク管内教育委員会協議会総会（網走市）
・平成２５年 ９月 ３日～４日
会議名：平成 25 年度北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会（富良野市）
・平成２５年１１月１９日
会議名：平成 25 年度北見ブロック教育委員研修会（津別町）
・平成２５年１２月

４日

会議名：平成 25 年度オホーツク管内市町村教育委員大会（網走市）
・平成２６年 １月３１日
会議名：平成 25 年度市町村教育委員会新任委員研修会（札幌市）
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している「北海道都市教育委員会連絡協議会」から北海道教育
委員会に対し、集約した要望事項について、平成２６年度の文教施策に対する要望書にまとめ
提出いたしました。
（要望重点項目）
① 改築事業に係る交付金の確保等
② 地震防災対策に係る対象の拡大
③ 学校給食施設・設備に係る交付金等の改善充実
④ 少人数学級の早期実現と教職員定数等の改善
⑤ 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
⑥ 学校図書館における専任司書の配置
⑦ 通級指導担当教員等の配置基準の緩和
⑧ 栄養教諭の定数改善及び旅費等の予算の確保
⑨ 特別支援教育推進の教員の加配措置
⑩ 就学援助の財源措置拡大
⑪ フッ化物洗口に係る経費負担
⑫ 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
⑬ 幼稚園就園奨励費補助事業の改善について
⑭ 社会教育施設の改修に係る補助制度の創設
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第２
１

「平成２５年度教育行政方針」に基づく管理及び執行状況の評価

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
信頼に応える学校にするためには、学校における児童生徒の様子や教育活動の状況について、
保護者や地域住民に対し、積極的に情報を発信するとともに、保護者や地域住民の思いや願いを
積極的に受信する開かれた学校づくりを推進していく必要があります。そのために、各小中学校
では、学校だよりをはじめ学級だより・部活動だよりなど各種通信を積極的に発行しており、学
校経営方針、児童生徒の様子、一つ一つの教育活動、保護者への協力依頼などについて学校から
の情報発信が行われております。また、学校では、参観日、各種懇談会、学校行事、ＰＴＡ活動
等を通して、保護者等に児童生徒が教育活動に熱心に取り組んでいる様子を見て頂く機会を設定
するとともに、保護者からの意見要望などを交流する場を多く設定するよう努めております。
学校経営や学校運営全般に関わる学校評価では、教職員による「自己評価」、保護者や児童生
徒による「アンケート」を実施し、それを基に、学校評議員やＰＴＡ役員などで構成したメンバ
ーで「学校関係者評価」を行い、学校改善に資する取組をしております。
さらに、地域の人材や企業、団体などと連携し、
その道のプロをゲストティーチャーとして学校に
招くなど、より魅力ある教育活動の創造に取り組
んでおり、より地域に開かれた学校づくりになる
よう取り組んでおります。

【地域の方が教える書写授業】
②教職員の研修と指導力向上
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職員の授業力・指導力などの
専門性の向上が不可欠であります。そのために、教育委員会では、教職員の指導力向上のため情
報紙「エデュカ」を、平成２５年度では年間「３７号」（平成２４年度は３０号）を発行し、学
校経営・学校運営・具体的な指導などについて、情報を提供してまいりました。特に、教育長の
コラムには、最近の教育動向をはじめ、様々な角度から子ども達や教職員に期待していること、
及び日々の雑感を掲載し、多くの教職員に愛読して頂いております。今後も魅力ある情報を掲載
した「エデュカ」の発行に努めてまいります。
教育委員会独自で開催している研修会では、平成
２５年度より、新たに「若手教員研修会」を計画し、
今まで初任者だけ参加する研修会から、採用２年目
の教職員も参加する研修会へと発展させ、「授業の
進め方」「生徒指導の在り方」「レクリエーション
の工夫」「清掃指導」など、より具体的な実践研修
を実施し、参加した２４名の教職員には大変好評で
ありました。

【若手教員研修会】
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また、武道の必修化にともない、柔道の授業をはじめ学校生活における「児童生徒の頭部強
打」に対する防止やその対応について、釧路市星が浦病院の「高谷

了(さとる)」院長を講師に

招き研修会を開催し、体育教師や養護教諭など６０名の教職員の参加を得て、改めて予防と迅速
な対応の重要性を学びました。
各小中学校における研修活動では、学校課題の解決に向け「研究テーマや仮説」をもとに、計
画的に校内研修の推進を積極的に図っております。その成果を市内の小中学校に情報発信するた
めに「研修実践交流会」を２月に開催し、北見市研究指定校である７校の優れた実践発表が行わ
れました。
なお、各種研修講座の参加状況では、各小中学校から網走地方教育研修センターに１３６名、
北海道立教育研究所に１７名の教職員が参加し、指導力の向上を図っております。
北見工業大学との連携では、理数科教育の充実に向けて、「地層と化石」を実際に見学できる
場所までバスで行き、児童生徒の興味関心を高める授業の進め方についての研修会を実施し、市
内の小学校教員「１７名」が参加しました。また、北見工業大学で作成した「おもしろ科学実
験・教材ＤＶＤ」を市内小中学校すべてに配布する取組も昨年に引き続き行われました。
さらに、平成２５年１１月には、新たに「日本赤十
字北海道看護大学」と教育委員会が連携協定を締結す
ることができ、今後、保健教育をはじめ安全教育など
の充実が図られるよう、看護大の有する専門性を活か
し取り組んでまいります。

【看護大との連携協定の調印式】

（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２５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、小学校については、北
海道と同様、全国平均を下回っておりますが、全国平均との差が縮まっており、算数Ａについて
は、全国平均と比べ「やや低い」ものの大きく改善されるなど、小学校での取組の成果が少しず
つ出ていると考えております。
次に、中学校については、基礎・基本の定着に比べ活用する力に課題はあるものの、全国平均
と「同様」の結果となっており、中学校の取組の成果がよく出ていると捉えております。
学力向上の取組としては、本年度新たに、校長会・教頭会・教育委員会で構成した「北見市学
力向上推進員委員会」を立ち上げ、「小学校算数科学習シート」「小学校漢字学習シート」「家
庭学習の手引き」「教職員向け指導資料」を作成し、教育委員会ネットワークの共有フォルダに
入れ、いつでも教職員が活用できるようにするなど、学力向上の具体的な取組を始めたところで
あります。
※【点検・評価シート１ 33～34 頁参照】
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また、多くの学校で、基礎的・基本的な事項を児童生徒に定着させるために、北海道教育委員
会が作成した「チャレンジテスト」の活用をはじめ、放課後や長期休業中における補充学習の取
組を行うなど、積極的に学力向上の取組を進めております。
さらに、基礎学力の確実な定着を図るため、小学校２校、中学校８校に「教育活動支援講師」
を１０名配置して、「ティーム・ティーチング」「少人数指導」「習熟度別指導」「補充的・発
展的な指導」などを取り入れ、指導方法の工夫・改善を図りました。配置された学校からは、理
解するのに困っている児童生徒や配慮が必要な児童生徒に対して、きめ細かな指導を通して学習
意欲を喚起することができたなどの成果が報告されています。
②情報教育の充実
情報教育では、教科や総合的な学習の時間などでＩＣＴ機器を活用した授業が行われており、
児童生徒の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
学習する機会を設けています。
平成２５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「相内中学校」で実施しました。
また、校内ＬＡＮ整備事業につきましては、平成２５～２７年度の３箇年で、全小中学校を完
了させる整備計画となっており、平成２５年度では、小学校の学力向上等を鑑み、小学校５校を
前倒し、計１２校の整備を行ったほか、電子黒板については、「北小、緑小、相内中、東相内中
（寄贈）」の４校に配置を行いました。
今後も計画的にＩＣＴ機器の活用方法に慣れ親しむ環境整備を進め、児童生徒の情報活用能力
を育成し、課題解決に必要な思考力や判断力、表現力の向上に努めてまいります。
※平成 24 年度末校内ＬＡＮ整備率
３０．０％（12／40 校）
平成 25 年度末校内ＬＡＮ整備率
６０．０％（24／40 校）

【電子黒板を使用した公開授業】
③国際理解教育・英語指導助手の活用
平成２５年度におけるＡＬＴについては、昨年同様北見自治区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」の英語指導助手を各学校へ派遣しているところです。
ＡＬＴの活用策としては、小学校では、５・６年生の外国語活動における支援、総合的な学習
の時間における異文化との触れ合い、外国や日本の生活・文化・伝統の違い等国際理解教育の推
進、中学校では、英語教育の充実に向け英会話能力の向上をめざすものであり、平成２５年度の
派遣日数は、１,０２３日（２,６０７時間）（平成２４年度１，１２８日３，２７１時間）とな
っております。
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成果として、「異文化に対する興味や関心が高まった」「英語に対する抵抗感が少なくなっ
た」「英語を使ったゲームが楽しい」「会話ができて自信をもった」「話が通じてうれしかっ
た」などの反応が多くありました。
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において、地域の素材や人材の活用を図りな
がら、「ごみ問題（リサイクル）」「浄水場のしくみ」「自然エネルギー学習」「森林や河川」
などの学習や取組を行い、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心や態
度を養うよう取り組みました｡
⑤キャリア教育の充実
子ども一人一人が生き方についての自覚を深め、目的意識をもって主体的に進路選択するため
の資料として作成した「進路の手引き」をすべての中学校２・３年生に配布し、中学校の進路指
導の充実を図りました。
また、キャリア教育では、総合的な学習の時間や特別活動の時間を活用し、地域の人材や企業
の協力を得ながら、施設・職場見学や職業体験学習、職業講話などをすべての中学校で実施し、
望ましい勤労観や職業観を育みました。
今後も体験活動を重視したキャリア教育の充実に努めます。
⑥特別支援教育の充実
平成２５年度、特別支援学級に配置されている特別支援教育支援員については２２校３２人、
通常学級に配置される特別支援教育支援員については１５校２９人であり、全体で６１名を配置
いたしました。在籍しているＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等により特別な支援が必要な児童生
徒のみならず、学級全体への波及効果もあり、落ち着いて授業に参加し、意欲をもって学習を進
める姿が見られるようになりました。
また、特別支援教育支援員の研修会を実施し、６１人（平成２４年度は５５人）が参加し、子
ども一人一人の教育的ニーズに応じた支援について研修を深めました。保健、福祉、医療などの
関係機関や有識者で構成する特別支援教育連携協議会をはじめ北見支援学校と連携し、教育相談
や指導方法の助言など、必要な支援を行ってきました。
特に、各小中学校の要請に応じて、特別支援教育パートナーティーチャー派遣事業を活用し、
北見支援学校・旭川聾学校の協力を得て、教育上特別の支援を必要とする児童生徒への指導方法
についての助言を頂いており、平成２５年度の活用状況は、１７校４１人（平成２４年度は１８
校２８人）となっております。この派遣事業では、特別支援教育の専門家・実践者から継続して
助言を受けられるとともに、その内容は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
ると、各小中学校から報告を受けております。
平成２５年１１月には、「北見市特別支援教育の指針」を策定し、「一貫した支援をするため
に関係機関の連携」「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」
を３本柱として北見市における特別支援教育の推進に努めております。
※【点検・評価シート２ 35～36 頁参照】
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⑦ 幼保小の連携
小学校と幼稚園・保育園との連携を強化し、小１プロブレムの解消に資するため、「幼保小三
者協議会」を開催し、共通する課題や効果的な指導方法の交流をはじめ、円滑で機動的な引継ぎ
ができる体制をさらに充実させるよう取り組んでおります。特に、放課後や休日の様子も把握す
るために、児童館・児童センターも交え協議会を開催することができたことは、大変有意義であ
りました。

（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
各小中学校では、教育活動全体で取り組む道徳教育の充実を図るため、道徳の時間を要として
各教科や特別活動等の教育活動を通じて、基本的な生活習慣を身に付け、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の充実に努めました。
特に、各学校におけるいじめ問題についての取組では、道徳の時間や学級活動をはじめとする
様々な活動を通し、いじめは卑劣な行為であることや差別をしないで共に協力し合って生活する
ことについて話し合いをするなど、人権を尊重することの大切さを学習しております。
また、総合的な学習の時間において、高齢者との交流、アイマスクや車椅子体験、手話の学習、
施設訪問などの福祉に関する体験的な学習活動や、清掃・募金・リングプル回収・リサイクル活
動などのボランティア活動を実践する学校も多く、豊かな心を育む活動の工夫がみられました。
②生徒指導体制の充実
平成２５年度における児童生徒の問題行動の発生状況では、小学校で１９件、中学校で２４件
となっており、昨年度と比較し小学校で９件の減少、中学校で１３件の減少となりました。
このことは、各学校における生徒指導上の問題行動への対応が、学級担任が一人で抱え込むこ
となく、生徒指導部を中心に校長や教頭を含めた組織的な対応がされており、さらに一つ一つの
事案に対し迅速かつ丁寧に取り組んでいる成果が出ていると捉えております。
さらに、各学校では、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」をしっかりとつくるために、日常における触れ合い活動や教育相談を積極的に実
施するとともに、生徒指導研修や生徒指導交流を実施するなど、児童生徒一人一人についての情
報共有を図り、きめ細かく対応や指導ができるよう取り組んでいることも、問題行動の予防につ
ながっている要因の一つであると考えております。
また、生徒指導における各関係機関との連携では、各学校における児童生徒の様々な問題行動
について情報交流や対応策の協議をおこなっている「生徒指導担当教員連絡協議会」の開催をは
じめ、教育専門相談員の学校訪問、児童相談所・警察・北見市（子育て支援推進室子ども支援
課）・北見保健所・人権擁護委員会・民生委員等の関係機関と連携しながら、問題行動の未然防
止と早期発見・早期対応に努めております。
③いじめ・不登校対策の推進と教育相談体制の充実
いじめについては、平成２４年度は２１件、平成２５年度は２４件であり、３件の増加となり
ました。いじめの発見のきっかけとして、学級担任が発見したのが４２％、当該児童生徒の保護
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者からの訴えが２９％、アンケート調査など学校の取組により発見したのが２１％、本人からの
訴えが８％を占めており、初期段階でいじめが発見されるような環境づくりが進んでいます。い
じめはいつでもどこでも起こりうるという危機意識を常にもち、きめ細かな児童生徒理解や校内
の指導体制づくりに努めています。なお、各学校とも、いじめ調査や教育相談を実施するなど、
早期発見や未然防止に取り組んでおります。
不登校児童生徒数は、平成２４年度は９８名、平成２５年度は１１０名と１２名の増加となり
ました。特に、中学校では６名の減少に対し、小学校では１８名の増加になっており、不登校の
低年齢化が進行しないか危惧しているところです。適応指導教室「あおぞらクラブ」の在籍数は、
平成２４年度１０名、平成２５年度は１３名となっています。
各学校における不登校解消の取組では、「家庭訪問を行い、学業や生活面での相談にのるなど
様々な指導・助言を行った」が７４％、「登校を促すため、電話をかけたり迎えにいくなどし
た」が６５％、「保護者の協力を求めて、家族関係や家庭生活の改善を図った」が５１％、「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」が４２％と様々な取組を実施しておりま
す。しかし、不登校は、「不安などの情緒的混乱」「無気力」「怠学」「保護者の養育姿勢」な
ど、様々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、今後とも学
校と連携を深めてまいります。
携帯電話をめぐる問題では、平成２１年度より携帯電話の学校への持ち込みを原則禁止する措
置をとりました。各学校では、外部講師や担任教師による児童生徒への指導をはじめ、資料の配
布や懇談会での説明など、保護者への啓発活動を実施しています。
インターネットによる大きな問題となる事例は報告されておりませんが、一部には、メールや
ブログでの不適切な記述がみられるなど、情報モラルについて今後も児童生徒への指導、保護者
への啓発活動を継続する必要があります。特に、ＬＩＮＥ（ライン）上での友人などの誹謗中傷
の書き込みでトラブルになるケースが今後一層増加していくことが考えられることから、特別活
動や道徳など教育活動全体を通して、人を思いやる心の育成を図る教育活動の充実に努めてまい
ります。
教育相談体制の充実では、平成２５年度にスクールカウンセラーを１名増員して４名体制にし、
スクールソーシャルワーカー１名とともに、中学校には定期相談日に派遣し、小学校には要請が
あった場合に派遣するなど、教育相談体制の充実を図りました。また、２名の教育専門相談員は、
保護者や教職員からの教育相談をはじめ、各学校でのいじめ、不登校、問題行動などの実態調査
と対応の指導を中心とした学校訪問を年３回実施し、実態把握と改善策の充実に努めました。
相談件数は、平成２４年度は８０２件、平成２５年度は８８８件となり８６件の増加となりまし
た。集団生活への適応が難しい児童生徒の増加、複数の複雑な要因がからみ、解決に時間がかか
る問題が多く、面談回数が多くなったのが特徴的でありました。
④学校図書館活動の充実
児童生徒の多様な興味・関心に応えるため、学校図書館の蔵書数の充実を図っており、すべて
の小中学校における蔵書数は、平成２４年度「２６７，７４９冊（標準蔵書冊数に対する達成率
８２．９％）」から、平成２５年度「２７９，２７９冊（標準蔵書冊数に対する達成率８６．
９％）」と増えています。
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朝読書を実施している学校は、平成２４年度は「３５校」で、平成２５年度は「３７校」とな
っています。朝読書を実施していない学校も、数冊ほどの本を常に手元に置く「学級文庫」の取
組を実施するなど、本に親しむ環境づくりを進めています。また、小学校でボランティア団体に
よる読み聞かせを実施している学校は、「１２校」でとなっています。感性を育み、本を読むお
もしろさや楽しさを体得させるねらいからも、条件を整えながら、学校の実態に応じた読書指導
を推進していく必要があります。
⑤健康・安全教育の充実
体力向上については、平成２５年度の全国体力・運動能力テストの結果では、握力（筋力）に
ついて、全国平均と「ほぼ同様」でありますが、上体起こし（筋パワー・筋持久力）、反復横と
び（敏捷性）、２０ｍシャトルラン（全身持久力）、５０ｍ走（疾走能力）については北海道同
様、全国平均より下回っており、大きな課題と捉えております。
各学校では、保健体育の授業をはじめ、体育的行事や部活動を通して、体を動かす楽しさを実
感し、生涯にわたってスポーツに親しむ基礎となる資質や能力を育成するよう取り組んでおりま
す。今後各学校における「体力向上プラン」を作成するなど、自校の児童生徒の体力の状況を的
確に分析し、具体的な取組を講じるよう指導助言を行ってまいります。
中学校で必修となった武道では、伝統的な考え方や技能、安全な指導方法の実技講習会を実施
するとともに、授業では外部指導者の協力を得て複数で指導するなど安全に十分配慮して実施し
ております。
また、各種スポーツ団体と連携を図り、教育委
員会主催で、水泳・スキー・カーリング・タグラ
グビーの研修会を引き続き開催し、指導力の向上に
努めるとともに、体育のスケート授業における市
民スケートリンクの利活用を図ってまいりました。
健康・安全教育については、「薬物乱用防止教
室」の実施状況では、全ての中学校において警察
署の関係機関等の協力を得て実施するなど、正し
い知識と適切な判断力の育成に努めました。

【剣道実技研修会】

また、自他の生命尊重を基本とする安全意識の高揚を目指して、すべての小学校で交通安全教
室を実施しました。今後も交通ルールの知識が実践に結びつくよう継続的な指導を行ってまいり
ます。さらに、防犯についても、防犯教室や訓練を実施するとともに、日常的な指導の充実に努
めています。
※【点検・評価シート３

37 頁参照】

⑥防災教育の推進
平成２５年度においては、すべての小中学校で地震や火災などの災害に備えた避難訓練を年に
２回以上実施し、危険から身を守り自ら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
ております。
なお、より身近な事例で効果的な学習が展開できるよう、平成２４年度に作成された「北見市
防災教育の手引き」や平成２５年３月に北海道教育委員会が作成した「学校における危機管理の
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手引き（改定２版）」を活用するなど、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、よりよく判断し行動できる能力の基礎を培うよう努めております。
⑦食育指導の推進と学校給食の充実
児童生徒が、食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけるとともに、自らの健康を管
理する力を育成するため、栄養教諭・学校栄養職員を中心に、教職員、家庭が連携・協力して、
給食の時間をはじめ、学校の教育活動を通じて「食に関する指導」に取り組みました。
また、「給食だより」や「献立表」などを通して地場産野菜等の表示、食生活の指導のほか、
学校給食の向上に向け実施している嗜好調査・残食調査結果など、食に関する情報や衛生管理な
どの情報を発信するとともに、食材の産地について北見市ホームページで公表しているほか、保
護者への試食会を通して、安全安心な学校給食の理解を深める取り組みを進めました。
また、地産地消や地域の特産物の食材を利用した献立給食の提供を行なったほか、地域の食文
化を理解する取り組みとして「高知デー」を実施いたしました。
地産地消の推進については、農産物では端境期の対策として、農協、関係業者等との連携・協
力により長期保存が可能となり、地場産品の使用可能な期間の延長により、玉ねぎの使用率は、
前年比６.６％増の９４.３％、馬鈴薯については前年比０.５％増の８１.０％となったほか、葉物
野菜についても生産者等の協力を得ながら、使用率を高めることができました。
また、海産物においても、漁協、関係業者等の協力を得て、学校給食食材使用のための確保・
供給について配慮をいただき、鮭については使用率５２.９％、ホタテは前年比５.６％増の５８.
３％となり、給食食材への地場産品の使用の拡大を図りました。
異物混入等の事故防止対策については各学校の対応マニュアルに基づき、職員研修において徹
底を図りながら再発防止に努めたほか、発生時の情報公開の体制については、保健所等との連携
により、迅速で丁寧な広報等の対応に向け改善を図りました。
今後も安全で安心な給食を提供するため、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、施設の安全性確保の徹底、健全な食生活を実践できる児童生徒の育成に向けて、
給食の内容、食育指導方法等の充実に努めてまいります。

地産地消や地域特産物の
食材を利用した献立給食
・ごはん
・じゃが芋と玉葱の味噌汁
・鮭のネギソースかけ
・北見産ごぼうのきんぴら
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（４）教育環境の整備
①学校施設の耐震化の推進
北見市学校施設整備計画に基づき、南小学校、東小学校は東日本大震災復興特別会計を活用し
繰り越し事業として耐震改修を、緑小学校、北光小学校については、耐震化実施設計を実施しま
した。また北見市学校施設整備計画に基づく耐震化推進計画を前倒しし、耐震二次診断を平成２
６年度までに実施するために相内小学校など８校の耐震二次診断を実施しました。
端野小学校改築事業では、平成２４年度から取り組んできた基本実施設計を終え、平成２７年
度までの継続事業として本格的な工事に着手するとともに、留辺蘂小学校については、現在校舎
の耐力度調査を行い、改築に向けた具体的な取り組みを進めております。
また、市内教職員住宅は、老朽化による入居困難住宅、持ち家率の上昇や交通アクセスの向上
による通勤者の増加などからくる空住宅が増加しており、福利厚生としての必要性も徐々に低下
してきている現状から、教職員住宅の在り方を抜本的に見直すため、平成２５年１１月「北見市
教職員住宅の在り方に関する基本方針」を策定したところです。
耐震化率
耐震二次診断率

耐震化率

未耐震棟数

平成２３年３月３１日

１３．１％

５３．８％

６１棟

平成２４年３月３１日

３６．１％

５６．５％

５７棟

平成２５年３月３１日

４７．５％

６０．５％

５１棟

平成２６年３月３１日

７１．２％

６８．２％

４１棟

※端野小学校５棟は耐力度調査のみのため、耐震二次診断率から除算
※【点検・評価シート４

38 頁参照】

②小中学校の適正配置
北見市では今後６年間で約６００人程度児童生徒数が減少する見込みであり、児童生徒数の減
少による学校の小規模化に伴う教育環境等の影響として規模に起因する様々なデメリットがあり、
教育の機会均等の観点から、全市的な視野として取り組むべき、重要な課題となっております。
こうしたことから、小中学校の適正規模に関して、子どもたちのために教育効果や社会性の育
成を大前提に、通学距離等児童生徒への負担、学校運営のあり方や教職員定数の問題など様々な
要素を勘案し、どのような姿が望ましいのか、という観点で教育委員会において主体的な議論を
行い、平成２５年１１月「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。
今後は、「子どもたちにとって良質な教育環境の形成に寄与するもの」となるよう、それぞれ
の学校を取り巻く地域環境に十分配慮し、「基本方針」を保護者や地域の方々との議論のガイド
ラインとして活用し、北見市の教育環境の向上に努めてまいります
※【点検・評価シート５ 39～40 頁参照】
③児童生徒の安心安全対策の推進
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・学校に対して安全指導及び助言
を行っています。
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また、不審者侵入に対する取り組みでは、防犯カメラやインターホーン、目視などによる来校
者確認のほか、警察などと連携し防犯訓練、防犯教室等を開催し、児童生徒への安全指導を行っ
てきました。また児童・生徒の安全で安心な学校生活の実現のため、不審者情報などを保護者・
学校・地域住民の方々に知らせるメール配信システム「メール＠きたみ」を活用し、速やかに情
報提供することで安全の確保を図りました。今後もメール配信システム「メール＠きたみ」をＰ
Ｒし登録者の拡大に努めるとともに、学校の安全確保に努めてまいります。
〈メール配信システム「メール＠きたみ」(不審者情報)
登録者数〉
平成 24 年度末

２，５５５名

平成 25 年度末

３，６５７名

④私学の振興・就学支援等の充実
北見藤女子高等学校及び北見商科高等専修学校に対し、学級規模等に基づき、経営の健全化へ
の支援を図るとともに、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）に対する支援を行い、私立高等学校教育の振興を図りまし
た。
次に、幼稚園へ就園を奨励するため、国の補助事業に準じ所得階層に応じて補助するほか、独
自に第３子以降の全額補助を行っております。また、教材・教具の補助を行い、保護者の負担の
軽減を図りました。なお、平成２６年度からは、子育て支援に係る事務の一元化により、市長部
局に幼稚園関係事務を移管することとなりました。
高校生への奨学金支給制度については、平成２４年度に受けた寄附金をもとに平成２５年度の
新規募集者から定員を５名増員しました。
また、大学等に入学する者の保護者への入学準備金貸付制度では、応募者が減少傾向にあるた
め、市内高等学校２校の保護者を対象にアンケートを行い、その結果、貸付時期を早めてほしい
という要望が多かったことから、平成２６年度新規入学生分より、貸付時期を従来の４月以降を
２月以降へと制度の見直しを図りました。
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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学習情報の適切な提供
価値観が多様化するなかでは、人々がそれぞれの多様な個性・能力に応じて充実した人生を主
体的に切り開いていくことのできる生涯学習社会の実現が求められ、市民の学習要求も社会の
様々な変化に伴って多様化、高度化しています。こうしたことに的確に応えるため、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の支
援に努めました。
また、市民の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｣の普及に引き続き取り組みました。利用件数は、過去最高となった
平成２４年度をさらに更新し、開催件数３０１件、受講者数は延べ９,６０４人となり、前年比で
は開催件数で５６件の増加、受講者数では９５６人の増加となったところです。
②図書館サービスの充実
図書館では図書に関する「市民講座」や「講演会」、また、「児童・生徒読書感想文コンクー
ル」、「図書館まつり」など市民が図書にふれる行事を企画実施したほか、図書館蔵書検索シス
テムを活用した４自治区間の図書や資料の有効活用を図りました。また、多岐にわたる図書資料
の収集、保存に努めましたほか、平成２５年４月から試行的に中央図書館の平日開館時間を延長
し、利用者へのサービスの充実を図ったところです。
※【点検・評価シート６ 41～42 頁参照】
③公民館講座の充実
市民学園講座や移動公民館講座など、市民の文化活動の底辺拡大や、学ぶきっかけづくりとな
る講座を５２講座開設し、一層の学習環境の充実に努めたところです。また、より多くの市民が
参加できるよう｢広報きたみ｣やホームページなどを活用し学習情報の提供に努めたところです。
（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を支援するため、子育てサークルや地域の子育て支援グループを支
援する「こそだて学級」、幼稚園、小中学校のＰＴＡ、保育所の父母の会を対象とした｢はぐくみ
学級｣を開設しました。｢こそだて学級｣では、７クラブ、４７講座、参加延べ人数５６６人、
「はぐくみ学級」では１１クラブ、４１講座、参加延べ人数１,００４人となっています。
また、青少年を取り巻く社会環境、家庭環境が変化していく中、家庭教育の重要性が強く求め
られていることから、平成２０年より毎月第３日曜日を｢家庭の日ふれあいサンデー｣として、｢家
庭教育５つのふれあい｣を定めて生涯学習課と青少年課で推進プロジェクトを立ち上げ事業に取り
組んでいます。平成２５年度には親子のふれあいや絆を深めるため｢親子ふれあい映画上映会｣
「親子陶芸教室」「親子カーリング教室」「子どものつどい」などの行事を行い、普及・啓発を
行ったところです。
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②青少年の健全育成
少子高齢化，情報化、国際化の進展や経済状況の悪化など、社会情勢の変化に伴い、子どもた
ちの生活体験の機会が減少し、コミュニケーション能力の低下による人間関係の希薄化や規範意
識の低下が指摘されています。こうしたなか、家庭と地域の結びつきを深め、地域全体で子ども
たちを守り育てるため、北見地域子ども会育成連絡協議会をはじめとする関係団体とともに、各
地域での「地域共催事業」「子どものつどい」「青少年国内研修事業」や「少年リーダー養成事
業」等の育成事業を行いました。

③子どもたちの安全・安心な環境づくりの推進
放課後の子どもたちの安全な居場所づくりや健全育成のための拠点となっている児童館では、
「放課後児童クラブ」、また、地域の人材を活用した「まなびたいむ」や「チャイルドアドバイ
ザー」などの事業に取り組みました。また、健全な環境づくりと非行の防止活動として、学校、
民生委員・児童委員、青少年健全育成会など地域ボランティアの協力をいただきながら、巡回指
導や、地域環境マップの点検を行い、育成環境の浄化に取り組みました。
※【点検・評価シート７

43 頁参照】

（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
平成２４年度策定の｢北見市スポーツ推進計画｣に基づき、子どもから高齢者まで、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、スポーツ・レクリエーション活動に親
しみ、心身ともに健康で充実した生活を過ごすことができるよう、「各種スポーツ教室」や「ス
ポーツ指導者養成講座」を開催しました。
また、端野、常呂、留辺蘂自治区においても「少年少女スポーツ教室」「ペタンク交流会」
「初心者・ジュニアカーリング教室」や「ミニバレーボール大会」等を開催したところです。今
後も高齢社会に対応することや市民ニーズの把握に努め、各種スポーツ教室などを通じて、市民
の健康・体力づくりに取り組んでまいります。
②スポーツ合宿の推進
スポーツコンベンションの中核となっている｢スポーツ合宿事業｣は、スポーツの振興と地域経
済の活性化を目的にラグビーを中心に実施し、１３８チーム、延べ１９,１２４人の参加がありま
した。
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また、各自治区の地域特性を活かし、スポーツ種目の多種目化、通年化に向けた合宿誘致を進
めてまいります。
③冬季スポーツの普及振興
心身ともに健康で充実した生活を過ごすためには、積極的にスポーツに親しむことが必要です。
特にスポーツ活動の機会が少なくなる冬季に、屋外での運動に慣れ親しむ意識を育み、取り組
む機会が求められます。このことから、冬の市民スポーツ学校、少年少女スポーツ学校にて、
「カーリング」「スケート」「スキー」などの各種スポーツ教室を開催しました。
また、カーリングについては、平成２５年１１月に供用を開始しました北見市常呂町カーリン
グホール（アドヴィックス常呂カーリングホール）が、通年で利用可能な施設となりましたこと
から、北見カーリング協会や北見市カーリング支援推進委員会とともに、冬季に限らず、大会誘
致や選手育成、競技普及活動などカーリングの振興を図ってまいります。
※【点検・評価シート８ 44～45 頁参照】
（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」に取り組みました。
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。また、市民に優れた音楽や演劇、落語などの舞台芸術の鑑賞機会を提供する
｢市民ホール自主文化事業｣として、「札響北見公演～スプリングコンサート２０１４～」演劇
「あとは野となれ山となれ」のほか、「オホーツクの風土が生んだアーティストシリーズ１６」
「北見寄席１６おもしろ演芸運動会」などを開催しました。
※【点検・評価シート９ 46～47 頁参照】

【伝統文化子ども教室（生け花）】
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【市民俳句大会】

②美術鑑賞事業・博物館活動の充実
より良い美術鑑賞機会を市民に提供することを目的に｢美術企画展｣を開催しました。
地元出身の版画家故景川弘道氏の回顧展「景川弘道展、愛しき日々をたずねて」では、作者が
残した多色木版画、油彩画などを展示した他、展示室の一角にアトリエを再現するなど、景川氏
の多彩な創作の軌跡を紹介しました。この展示会では、関連事業として景川氏とゆかりのあった
方々によるギャラリートーク、木版画体験などを実施し、期間中１,７２２名の入場者がありまし
た。
また、｢心と視覚の迷宮、トリックアートの世界｣では陰影法やライティングを駆使して平面が
立体的に見える絵画・トリックアートを取り上げる展覧会を開催しました。作品に触ることがで
き、写真撮影もできることなどや展示作品の面白さ、不思議な感覚を体験できることから、家族
連れなど展示会では過去最高の１４,１６６名の方々に鑑賞いただきました。

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大変重要かつ文化発
展の基礎をなすものです。特に、史跡常呂遺跡は、縄文文化からアイヌ文化まで、８,０００年に
わたる人々の営みが刻まれ、竪穴住居跡約３,０００軒以上にも及ぶわが国最大規模の遺跡であり、
周辺の海・湖・川・森など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あり、地域
観光の振興にも寄与しているところです。考古学的に貴重なこの遺跡の世界遺産登録推進に向け
た啓発活動を進めたほか、遺跡調査に取り組みました。

【石器づくり体験（常呂遺跡の森）】
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（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
高齢社会がさらに進む中で、様々な学習活動に対する
ニーズも多様化していくことから、より広範な市民の学
習活動を視野にいれた学習機会の企画やコーディネート
が必要となっていきます。
このため、それらを取り扱う職員の資質向上が求めら
れるため、学校、家庭、地域との連携を図る各種行事を
行ったほか、社会教育主事、学芸員、図書館司書などの
専門職員の養成や各種研修機会を活用した職員の資質向
上に努めたところです。
※【点検・評価シート 10

48 頁参照】

②社会教育施設の整備促進
体育施設では、北見市武道館の新築、北見市常呂町カーリングホール(アドヴィックス常呂カー
リングホール)の改築を行ってきましたが、北見市武道館は２５年１１月１９日、北見市常呂町カ
ーリングホールは２５年１１月１日にそれぞれ開館しました。新しい施設を活用し北見市の武道
振興、カーリング振興を図ってまいります。なお、市民スケートリンクアイスホッケー場、並び
に、市民温水プールは、平成２６年度の完成を目指し整備を進めております。
また、文化施設では、北見市立中央図書館について、平成２７年度の完成を目指し整備を進め
ております。

【アドヴィックス常呂カーリングホール】
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【武道館内部（道場１）】

※「点検・評価シート」【１０施策】について
●平成２５年度教育行政方針における重点項目に基づいた主な施策・事業等に関して、
学校教育部及び社会教育部所管各５事業を選定し、「点検・評価シート」を作成しま
した。
（点検・評価シートの記載要領）
●「点検・評価シート」は、１７～３１頁の「第２

「平成２５年度教育行政方針」に基づく管理

及び執行状況の評価」と重複し、平成２５年度の主な施策・事業等に関する実施状況や課題・今後
の取組みの方向など、ＰＤＣＡサイクルの視点で自己点検したものです。
なお、実施状況（Ｄｏ）欄には「成果指標」を、数値化が困難な事業を除き、盛り込むように努
めております。また、施策の目標達成状況について、「評価検証（Ｃｈｅｃｋ）」欄に「目的達成
等の評価欄」を設けています。
●「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、あるいは様々な活動を経て、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。事業により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ます。
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しております。
【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）など
●「評価検証（Ｃｈｅｃｋ）」欄の段階評価について
段階評価の点数は、次のような評価で記載しています。
①評価検証（Ｃｈｅｃｋ）
次の視点で、評価点数を記入。
１＝低い（改善等が必要）、２＝普通、３＝高い（現状が最適）
＜妥当性＞
・施策の目的や目標値達成のために、施策の実施主体（市が行うべきものであるかどうか）や手段、執行体
制等が適しているかどうかを評価。
＜有効性＞
・現在の施策が、上位施策（総合計画など）に対して期待される結果に結びついているかどうかを評価。
＜効率性＞
・施策の実施方法の改善（外部委託や類似事業の統合など）により、今以上の効果が得られないかを評価。
＜公平性＞
・特定の受益者に偏った施策でないか、また、受益者の負担は、受益者以外の市民から納得が得られる水準
であるかを評価。
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点検・評価シート １
平成２５年度教育行政方針（資料編
基本方針

５６ページ）

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

担当課
指導室

学力向上推進委員会の取組
・学力向上に向け、具体的な取組を関係機関と連携し、進めていく必要があるこ

具体施策
（Ｐｌａｎ）

とから、校長会、教頭会、北見市教育委員会が一体となった「北見市学力向上推
進委員会」を立ち上げました。
具体的な取組を５つにしぼり、組織体制を確立させ、実効性のある取組を各学
校に提案することができました。
●「家庭学習の手引き」の作成と配布
・小学校から中学校までを見通した家庭学習の具体的な方法を発達段階に応じ
て紹介した A4 版で 12 ページの手引きを作成しました。11 月上旬にすべての児
童生徒へ配布しております。
●中学校でも活用できる『小学校算
数科学習シート』の作成と活用
・小学校「数と計算」領域の各単
元ごとに３枚程度の学習シート
を作成し、データで提供しまし
た。
・学習シートは、各単元で特に重
要な内容に厳選し、計算技能の
みならず、考え方を学ぶ問題も

実施状況
（Ｄｏ）

含めて工夫しました。
・中学校での学び直しの教材としても活用できます。
●中学校でも活用できる『小学校漢字学習シート』の作成と活用
・小学校各学年で学習する漢字について、新出漢字の書き取りの学習シートを
作成し、データで提供しました。
・日常の復習や長期休業中の課題などでの活用ができます。
・高校入試でも小学校高学年の漢字が出題されることから中学校での活用も可
能です。
●教職員向け指導資料の作成と活用
・学級経営や学習指導、保護者との対応などについて、テーマごとに指導資料
を作成し、そのデータを提供します。校内研修や初任者研修、教育実習生の
指導などで活用できます
●校務用パソコンを活用した「教材」や「実践事例（指導案）」の共有
・自作教材や効果的な実践事例（指導案）を広く各学校研究集録などから収集
し、データを「全校共用フォルダ」で閲覧できるようにしました。
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・指導案や指導資料、学習シートなどの実践資料の市全体での共有は、多様な指
導方法を学び、実際に生かすことにつながっています。また、「学力向上」が今
日的課題であるという意識の共有化を、市内の教職員全体で確認する良いきっか
けとなりました。
評価検証
（Ｃｈｅｃｋ）

１．妥当性

３

授業改善にむけた貴重な資料提供の場となっている。

２．有効性

３

児童生徒の基礎学力の向上に大変有効である。

３．効率性

３

４．公平性

３

共有フォルダの活用で、実態にあった教材作成が可能と
なった。
すべての児童生徒を対象とした。

・推進委員会の論議のなかで、どう学校現場に浸透させていくべきかが課題であ
るとういう意見が出されました。
このことから、第一に、手引きや指導資料について、学校（教職員）から優れ
た事例をより多く収集することが必要であります。
第二に、教材の作成にあたっては、より使い勝手のよい教材を作っていくこと
今後の
方 針
（Ａｃｔｉｏｎ）

であります。そして、「本校では、こんな場面でこのように活用できる」ことを
校長･教頭が自校の実態や実践に合わせて、自らの言葉で教職員にどう指導性を発
揮できるかがポイントとなると考えております。このことを踏まえ、各学校に対
して指導してまいります。
・昨今の児童生徒の実態や時代の流れに即した授業の構築が、現在の教職員に求
められる大きな課題であります。日常授業の豊かな実践に向けて、教師も学び直
しが必要であり、授業のイロハを学ぶことも大切です。
このことから、より有益な提示資料として、三ヵ年計画で改定を図りながら、
児童生徒の学力向上に向けて、推進委員会としての機能を充実させていきます。
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点検・評価シート ２
平成２５年度教育行政方針（資料編５６～５７ページ）
基本方針

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

担当課
指導室

「北見市特別支援教育の指針」と具現化について
・特別支援教育では、個別の障がいや教育的ニーズに応じた指導が必要である。
このことにより平成２５年１１月に「北見市特別支援教育の指針」を作成し､この

具体施策

指針をもとに特別支援教育担当教職員、支援員の研修を実施するとともに、特別

（Ｐｌａｎ）

支援教育連携協議会や北見支援学校と連携し、教育相談や研修会の実施、学校へ
の指導方法の助言など、必要な支援が行えるようにしました。この指針をもと
に、一層児童生徒の教育の充実を図ります。
●特別支援教育支援員の研修
・今年度初めて支援員となる職員を対象
に４月に特別支援教育の支援員の役割に
ついて研修会を行っております。
・６月には全ての支援員を対象に障がい
種別の支援の在り方について研修を行っ
ております。
・１２月に「特別支援教育支援員の役割
と学校体制」と題して､２校の支援員の活用
に関する学校体制、成果、課題について発
表を行い、校内について支援員の役割、活
用法について研修が行われております。
●幼保小三者協議会

実施状況
（Ｄｏ）

・北見市内の保育園、幼稚園、小学校の関係三者が集まり、心豊かでたくまし
い子どもの育成を目指し、幼児期からの保育や教育の在り方について相互理
解を深める協議会を年２回行っております。
・７月の第一回協議会において「新入学児童について」「小学校・保育園・幼
稚園・児童センターの連携について」について協議を行い、連携を図ってお
ります。
・１月の第二回協議会において「困り感のある子への支援について」グループ
別に討議を行い､小学校への引継を含め、今後の就学に関わる支援・引継体制
の改善を行っております。
●特別支援教育連携協議会
・「専門家チーム部会」（ＬＤ、ＡＤＨＤ・高機能自閉症等か否かの判断、望
ましい教育的対応等に関する指導・助言を行う）「巡回相談部会」（専門家
チーム部会と連携を図りながら学校等への助言を行う）を組織し、各学校の
ニーズに沿った支援活動が行え、各学校において指導に困難さを感じたとき
には、いつでも各部会を活用できます。
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・特別支援教育支援員研修会、幼保小三者協議会、特別支援教育連携協議会のそ
れぞれが障がいを抱えている幼児・児童・生徒が心豊かにたくましく成長するた
めに相互に連携し合い、共通認識を持ち、各学校における特別支援教育を推進す
るための基本的な考え方と施策の方向性を見いだす良いきっかけとなりました。
評価検証
（Ｃｈｅｃｋ）

１．妥当性

３

指導法改善にむけた貴重な研修の場となっている。

２．有効性

３

障がいを持った児童生徒理解に有効である。

３．効率性

３

北見市の特別支援教育に関する内容をまとめている。

４．公平性

３

すべての小中学校において指針を閲覧し、各学校の指導
に活用することができる。

・北見市特別支援教育の指針に示されている内容を北見市教育委員会、各学校、
今後の

関係機関が連携を図り、障がいを持った児童生徒が自己の能力や可能性を伸ば

方 針

し、自立や社会参加が図れるように､一層充実した取組を行っていきます。

（Ａｃｔｉｏｎ）
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点検・評価シート ３
平成２５年度教育行政方針（資料編
基本方針

５７ページ）

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

担当課
学校教育課

学校体育授業等の事故防止及び救急対応講習会の開催について
・平成２４年度から、中学校での新学習指導要領の全面実施に伴い、中学校体育
授業において武道が必修化されました。

具体施策
（Ｐｌａｎ）

特に柔道においては、活動中に頭部損傷をするなど重大事故に至るケースもあ
り、事故の防止や安全に関する知識が必要となっていることから、脳神経外科の
専門医を講師に招き、体育授業等における、事故防止と事故発生時の救急対応に
ついて学ぶ、講習会を開催しました。
●平成２５年度 学校体育授業等の事故防止及び救急対応講習会
テ ー マ

実施状況

「学校体育授業等における事故防止及び救急対応について」

日

時

平成２５年１１月８日（金） １５時～１６時３０分

会

場

端野総合支所２階 大会議室

講

師

高谷 了 氏

（Ｄｏ）

（釧路市星が浦病院 院長）
・上記講習会には、中学校保健体育担当教員、小
学校教諭、小中学校養護教諭などの学校関係者
６０名が参加しました。
・講習会では特に柔道の投げ技などで生じやすい頭頚部のけがや障害の発生原因
などについて触れ、頭頚部の構造などの説明も交え、わかりやすい内容でありま
した。また、指導者が常に「最悪の事態」を想定することが何よりも重要との指
摘もあり、事故が発生した場合でも適切な行動をとるための心構えや、脳震盪を

評価検証

起こした場合の評価ツールなどを用い、安全指導や対処法について理解を深める

（Ｃｈｅｃｋ）

ことができました。
１．妥当性

３

武道授業の必修化に伴い、安全に授業遂行のため必要である。

２．有効性

３

教員が安全講習を受けることは、生徒の安全確保のため有効である。

３．効率性

３

専門医を招いた講習会であり、分かりやすく学ぶことができた。

４．公平性

３

市内すべての小中学校を対象に実施した。

・学校体育授業や部活動中では、柔道に関わる事故が多く、けがの事象や部位な
今後の

ども多岐であるため、今後も柔道（武道）に特化した安全講習会や実技講習会を

方

引き続き実施していきます。

針

（Ａｃｔｉｏｎ）
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点検・評価シート ４
平成２５年度教育行政方針（資料編
基本方針

５８ページ）

担当課

２．教育環境の整備

総 務 課

（４）教育環境の整備
重点施策

学校施設の耐震化の推進
１．東小学校、南小学校の耐震化工事を実施します。

具体施策
（Ｐｌａｎ）

２．緑小学校、北光小学校の耐震化実施設計を実施します。
３．耐震二次診断未実施校についてを平成２６年度までに耐震二次診断を実施す
ることとし、平成２５年度は小学校３校、中学校５校の耐震二次診断を実施しま
す。
１．東小学校・南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屋根及び外壁の改修や高圧受電装置の改
修を行いました。
２．緑小学校・北光小学校の耐震化実施設計

実施状況
（Ｄｏ）

耐震補強が必要な、校舎、屋内運動場について、屋根及び外壁などを含む耐
震改修に向けた実施設計を行いました。
３．小学校３校、中学校５校の耐震二次診断
耐震二次診断の結果、小学校２校及び中学校１校の校舎は耐震性能があると
判断されましたが、小学校１校及び中学校４校の校舎及び旧耐震基準の屋内運動
場の全棟について耐震補強が必要と判断されました。
・耐震化推進計画に基づき、耐震化を進めること
により、計画的に学校施設の安全な学習環境を整
えることができました。
今後は、耐震補強が必要と判断された学校の耐
震改修について、次年度以降に耐震性能を踏まえ
た補強工法などを検討し、早期の耐震化に取り組

評価検証

むことが必要です。

【東小耐震工事】

（Ｃｈｅｃｋ）
耐震化率

今後の
方

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

H23.3.31

H24.3.31

H25.3.31

H26.3.31

53.8％

56.5％

60.5％

68.2％

１．妥当性

３

学校施設の安全確保のための耐震性能の確保が必要である。

２．有効性

３

児童生徒の安全、避難所としての安全が図られている。

３．効率性

３

耐震化推進計画に基づき実施している。

４．公平性

３

耐震二次診断結果を基に耐震補強を実施している。

・平成２６年度に全校の耐震二次診断を終えることから、耐震性能がないと判断
された学校について、耐震化推進計画に基づき耐震補強を実施するとともに、早
期の耐震化に向けて計画の前倒しを含め検討していきます。
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点検・評価シート ５
平成２５年度教育行政方針（資料編
基本方針

５８ページ）

２．教育環境の整備

総務課

（４）教育環境の整備
重点施策

担当課

小中学校の適正配置
【基本方針策定の趣旨】
①児童生徒数の減少、小規模化の進行
・１校あたり平均児童生徒数
・小規模校（複式学級）

約 250 人（Ｈ15 年度）→約 200 人（25 年度）
小学校８校、中学校１校（Ｈ25 年度）

②教育効果の面で様々な課題（小規模校化のデメリット）
・多様な人間関係の中、互いに学び合い、交流し合うことが困難となり、グルー
プでの協同学習や意見交流など、学習形態の多様性に欠ける。
具体施策
（Ｐｌａｎ）

・集団活動を通して社会性を育成するという観点から、学校規模や学級集団が小
さくなると、教育効果を高めることが困難など
③小・中学校の適正な規模・配置の基本的な考え方
・教育機関として、学校が果たすべき役割を踏まえた学校の在り方の長期的検討
１．将来的な児童生徒数の減少に対応しながら、教育の機会均等を確保してい
く必要があること
２．児童生徒に、望ましい教育環境のもとで、目指すべき効果がしっかりと得
られるような教育活動を行っていく必要があること から
→「北見市立小・中学校の適正規模に関する基本方針」を策定します。
「北見市立小・中学校の適正規模に関する基本方針」（平成 25 年 11 月）
・教育委員会協議会（延べ１４回）、定例教育委員会（延べ６回）で検討を重
ねました。
望ましい教育環境・学校規模としては、
【ア．教育活動・学習指導面での望ましい学校規模】
・グループ学習や部活動、学校行事など一定の規模の集団による教育活動が
成立する規模

実施状況
（Ｄｏ）

【イ．人間関係面での望ましい学校規模】
・児童・生徒間、教師間において多様な人間関係を育み、理解を深め、切磋
琢磨し合いながら社会性を養っていく規模
【ウ．学校運営面での望ましい学校規模】
・教科研究や指導の充実が日常的に可能となる適正な数の教師集団で構成さ
れる規模
・上記ア～ウの３点の「望ましい学校規模」を確保していくこととして、適正
規模の対象を「望ましい学校規模に満たない学校(小規模校)」としました。
※参考（国の適正規模基準（小学校 12～18 学級、中学校 9 学級以上）
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・全国的な少子化の進展に伴い、児童生徒が減少し、市立小・中学校の児童生徒
数は、平成１５年から平成２５年までを比較すると、小学校で約１，８００人
（約２５％）の減少、中学校で約８００人（約２０％）の減少となっています。
また、多くの学校で学級数が減少し、教育効果の面で様々な課題が生じてお
り、小・中学校の適正な規模・配置の基本的な考え方を教育委員会として、①将
来的な児童生徒数の減少に対応しながら、教育の機会均等を確保していく必要が
あること、②児童生徒に、望ましい教育環境のもとで、目指すべき効果がしっか
りと得られるような教育活動を行っていく必要があることなどから、「小・中学
評価検証

校の適正規模に関する基本方針」を策定するに至ったものであり、精力的に教育

（Ｃｈｅｃｋ）

委員会としての協議検討を行い、迅速に基本方針の策定を行ったところです。
１．妥当性

３

２．有効性

３

３．効率性

３

適正規模の推進にむけた市民へのガイドラインである。
子どもの良質な教育環境の形成のため、有効な施策であ
る。
望ましい学校規模に満たない小規模校を対象とする。
市民が、適切な学校規模を議論するガイドラインとし

４．公平性

３

て、ＨＰ等に公開し共通認識を持つよう周知を図り、公
平性を担保している。

・適正規模とするための具体的な方法として、「学校の統合」と「通学区域の見
直し再編」があります。当面は、小規模校のうち「複式学級を有する学校」を対
象に、基本方針をガイドラインとして「どのように子どもたちにより良い教育環
境を提供していくのか」をテーマに、関係する保護者等と協議を進めていきま
今後の
方

す。

針

（Ａｃｔｉｏｎ）
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点検・評価シート ６
平成２５年度教育行政方針（資料編
基本方針

５９ページ）

２．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

担当課

図書館サービスの充実
・市民の多様な要求に応え、多岐にわたる図書や資料の収集、保存、利用に供す

具体施策

るため図書館法で規定される各種サービスを提供していきます。

（Ｐｌａｎ）

・図書館蔵書検索システムを活用した４自治区間の図書や資料の有効活用を図り
ました。
・児童・生徒読書感想文コンクールや児童文学者の講演会、市民講座、読み聞か
せ、図書館まつりなどを開催しました。
・他の図書館との資料の相互貸借や複写サービスを行いました。
・中央図書館の平日開館時間を延長（17 時→19 時）しました。
実施状況
（Ｄｏ）

(成果指標

貸出冊数)

平成 25 年度貸出冊数
北見自治区

599,903 冊

端野自治区

54,511 冊

常呂自治区

39,341 冊

留辺蘂自治区

91,461 冊

合計

785,216 冊

【図書館まつり】

・図書館蔵書検索システムを活用することにより図書や資料の有効活用が行われ
利用者の利便が図られました。
・児童・生徒読書感想文コンクールや児童文学者の講演会、市民講座、読み聞か
せ、図書館まつりなどを開催し読書の普及に努めました。
・中央図書館の平日開館時間を延長し利用者の利便性を高めることができまし
評価検証
（Ｃｈｅｃｋ）

た。
・絵本の読み聞かせや紙芝居などを行っているボランティアの協力を得て読書の
普及をさらに進めていきます。

１．妥当性

３

２．有効性

３

中央館のほか、分館・分室を設置していることから、地域に密着
したサービスを行っている。
図書館蔵書検索システムの活用により、自治区図書館との連携が
図られ資料提供の充実が図られている。
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貸出・返却業務を始め、レファレンスサービス(図書館利用者に

３．効率性

３

対し、必要とする情報ないし情報源を効率よく入手できるように
援助するサービス)の経験を積んだ職員が対応し効率的に進めてい
る。

４．公平性

今後の
方

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

３

中央館、分館・分室の連携が図られ、来館者は同じサービスを受
けることができている。

・市民が生涯にわたり自由に学習機会を選択し、自ら学ぶことのできる生涯学習
の充実に向けて、図書館はその拠点施設として、機能の充実や資料を通してサー
ビスの向上を目指していきます。
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点検・評価シート ７
平成２５年度教育行政方針（資料編
基本方針

５９ページ）

担当課

２．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

青少年課

進
重点施策

チャイルドアドバイザー事業の推進
・特技・経験をもった地域の高齢者や専門知識を持つ方々の協力をいただきチャ

具体施策
（Ｐｌａｎ）

イルドアドバイザーに登録し、伝承あそびや自然体験・スポーツ・音楽等のプロ
グラムを実施します。

・各自治区の児童館・児童センター・児童クラブ・フレンドセンターにおいて各
プログラムを実施しました。
・読み聞かせ ・スポーツ

・木工 ・伝承遊び

・自然体験、活動 ・音楽鑑賞、演奏
実施状況
（Ｄｏ）
(成果指標 実施回数 参加者数)
実施回数 ２５９回

参加人数 ６,２４３人

【お話広場（紙しばい）】

・児童館、児童センター、フレンドセンター、児童クラブを利用する児童や乳幼
児を対象に、チャイルドアドバイザーの協力で様々なプログラムを行い、その体
験をとおして次代を担う児童の健全育成が図られています。

評価検証
（Ｃｈｅｃｋ）

今後の
方

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

１．妥当性

３

２．有効性

３

３．効率性

３

４．公平性

３

児童の健全育成につながっている。
児童に幅広く、遊びや文化を伝えることができ、様々な体験を通
し成長がうかがえる。
各児童センター等で実施し、チャイルドアドバイザーは実費弁償
だけで対応している。
児童館などの利用者に幅広く利用されている。

・チャイルドアドバイザー事業による様々なプログラムの体験をとおして児童の
健全育成が図られ、子どもを育てる環境づくりの推進が図られていることから、
チャイルドアドバイザーの協力を得ながら今後も継続して進めていきます。
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点検・評価シート ８
平成２５年度教育行政方針（資料編
基本方針

６０ページ）

２．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

スポーツ課
常呂教育事務所

推進
重点施策

担当課

冬季スポーツの普及振興
・市民の健康増進と生涯スポーツの振興を目指して、市民スケートリンクや北見

具体施策
（Ｐｌａｎ）

市常呂町カーリングホールを積極的に活用し、競技普及活動の支援や冬季大会誘
致、選手育成など冬季スポーツに親しむ機会の充実を図ります。
・平成２４年１２月１９日にオープンした北見市民スケートリンクや平成２５年
１１月１日に開館した北見市常呂町カーリングホール等を活用した冬季スポーツ
の普及、振興を図りました。
(成果指標 教室・大会の開催回数、参加者数)
・冬の市民スポーツ学校
親子ビクス教室 ４回 ３９組 延べ７８人

実施状況
（Ｄｏ）

初心者カーリング教室

4 回 延べ５６人

初心者歩くスキー教室 ４回 延べ３１人
男の体幹エクササイズ教室

【ＮＨＫ杯カーリング選手権大会】

４回 延べ２９人

・冬の少年少女スポーツ学校
初心者スピードスケート教室 １７回 延べ２１３人
・初心者カーリング教室 ２回 延べ９７人
・ジュニアカーリング教室

２８回 延べ１,１２０人

・常呂自治区ジュニアカーリング大会 ９チーム ３４人
・ＮＨＫ杯カーリング選手権大会 ６０チーム ３００人
・冬季スポーツの機会提供を通じて市民の健康増進につながっています。また、
新設したスケートリンク、カーリングホールを活用した冬季スポーツの普及、振
興につながっています。

評価検証
（Ｃｈｅｃｋ）

【北見市民スケートリンク】

- 44 -

１．妥当性

３

開催時期や回数、メニューなど概ね参加者の要望に沿った内容と
なっているが、より一層の参加者の拡大を図る必要がある。
健康志向の高い方やスポーツに親しむ機会のない人たちにスポー

２．有効性

３

ツの場を提供し、スポーツの日常化を図り健康で充実した生活を
営むことができるほか、冬季スポーツの普及振興に有効である。

３．効率性

３

４．公平性

３

他の部署でも健康増進に向けた教室があるため、より効率的な実
施に向けた検討が必要。
より多くの市民の参加を呼びかけている。

・市民の健康増進と生涯スポーツの振興を目指した各種事業は定着しています
今後の
方

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

が、今後も、北見市民スケートリンクや北見市常呂町カーリングホールを積極的
に活用し、競技普及活動の支援や冬季大会誘致、選手育成など冬季スポーツに親
しむ機会の充実を図っていきます。
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点検・評価シート ９
平成２５年度教育行政方針（資料編
基本方針

６０ページ）

２．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

担当課
生涯学習課

伝統文化子ども教室の開催
・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。これら伝統文化・生活文化は、わが国の文化の基盤であるとともに、人々の

具体施策
（Ｐｌａｎ）

心豊かな生活を実現するために欠くことのできない貴重な財産であり、確実に次
世代へ継承していく必要があります。また、子どもたちが、これら伝統文化・生
活文化に触れ、体験することは、子どもたちの豊かな人間性を涵養することにつ
ながります。このことから、次代を担う子どもたちに民俗芸能、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を提供する事業
として「伝統文化子ども教室」に取り組むことが重要であります。
・北見市における伝統文化の継承及び奨励を
目的に、小学校１年生から中学校３年生まで
を対象として各教室を実施しました。

実施状況
（Ｄｏ）

(成果指標 実施回数 参加者数)
(1)北見市和太鼓子ども教室

５１回 延べ１,０１４人【和太鼓子ども教室】

(2)こどものための和太鼓体験教室５０回 延べ４８２人
(3)北見地区こども民謡教室

２６回 延べ２８４人

(4)いけばなこども教室 １２回 延べ１４１人
(5)北見市いけばなこども教室 １１回 延べ３４５人
(6)和楽器スクール １１回

延べ１１０人

・次代を担う子どもたちに伝統文化を継承していくことは、子どもたちの歴史、
伝統、文化に対する関心や理解を深めることにつながり、伝統文化を尊重する心
を育て、豊かな人間性を育むことにつながっています。
評価検証
（Ｃｈｅｃｋ）

１．妥当性

３

社会教育法の精神に則り、必要な支援となっている。

２．有効性

３

北見市の芸術文化の振興、伝統文化の継承につながっている。

３．効率性

３

各種文化団体の協力を得ながら実施している。

４．公平性

３

小中学校を通じた生徒の募集をするなど公平性に配慮している。
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今後の
方

針

・次代を担う子どもたちに伝統文化、生活文化を継承していくことの重要性に鑑
み、教室を開催する団体に対し支援を行っていきます。

（Ａｃｔｉｏｎ）
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点検・評価シート １０
平成２５年度教育行政方針（資料編６０～６１ページ）
基本方針

担当課

２．社会教育の充実

生涯学習課

（５）社会教育を充実させる学習環境づくりの推進
重点施策

専門職員の育成、資質の向上

具体施策

・社会教育行政にかかる職員の資質向上に努めるとともに、専門職員の養成に努

（Ｐｌａｎ）

め、まちづくりにつながる学習環境の整備を進めていきます。
・北見地区広域社会教育推進協議会、オホーツク管内社会教育主事会など社会教
育主事の相互理解と連携を図り、専門性を高め、知識力、企画力の養成に努めま
した。また、社会教育主事資格者の確保、増員を図りました。
・博物・科学・美術等の専門研修に参加し、学芸員としての見識を高めました。
・図書館では、図書館職員の資質向上や各館の連携充実を図るため職員研修(司書
部会などの専門職研修など)を実施するとともに、各種研修会などへの職員派遣を

実施状況
（Ｄｏ）

行いました。
(成果指標 研修回数など)
・社会教育主事資格取得者

１名

・北見地区広域社会教育推進協議会
社会教育研究委員会 ７回

社会体育研究委員会

９回

・学芸員職員研修
北海道博物館協会研修、北海道美術館研究協議会研修など
・図書館司書、職員研修
全道図書館専門研修、市町村図書館職員レファレンス体験研修など
・各種研修などを通じて、生涯学習社会における社会教育を推進する上で重要な
役割を担う、社会教育主事、学芸員及び司書の資質向上と専門性の養成を図るこ
とができました。
評価検証

社会教育を推進して行く上で、専門職員の資質向上は欠かすこと

１．妥当性

３

２．有効性

３

３．効率性

３

外部の専門性を有した講師による研修機会等を活用している。

４．公平性

３

各種研修や資格取得などの機会を提供して実施している。

（Ｃｈｅｃｋ）

ができない。
職員の資質向上により、多様化する学習ニーズに対応するための
知識や企画力などの向上が図られている。

・社会教育の一層の推進と社会の様々な変化への対応という視点から、リカレン
ト教育（学校での社会人再教育）の推進、ボランティア活動の支援・推進、青少
今後の

年の学校外活動の充実等、現代的課題に関する学習機会の充実に努めていく必要

方

があると考えております。こうした課題に対応し、社会教育を推進する上で重要

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

な役割を担う、社会教育主事、学芸員及び司書の資質向上と専門性の養成を図る
ため、今後も、職場内研修、専門研修や広域での関係職員による研修などの機会
を通して、職員の資質向上を図っていきます。
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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
鈴

木

よしえ （すずき よしえ）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２７条第２項の規定により、平成２５年度の教育
行政方針に掲げた重要施策１０項目を中心に成果と課題を検証した。

２ 点検及び評価に関する意見

点検・評価シート１「学力向上推進委員会の取組」
33～34 頁参照
・学力向上に向け、校長会、教頭会、北見市教育委員会の関係機関が連携し、「学力向上推進委員
会」を立ち上げたことは、評価される取り組みであります。
特に教師向け指導案や指導資料、小学校の算数や漢字の学習シートなどを市全体で共有していく
ことは、極めて実践的な取り組みといえます。北見市においても「学力向上」が今日的課題である
という意識を共有化し、市内学校・教職員全体で、着実に進展させていく事を大いに期待していま
す。

点検・評価シート２「北見市特別支援教育の指針」と具現化について」

35～36 頁参照
・小中学校における特別支援学級在籍児童生徒が、平成１９年度から平成２５年度までに約２倍と
大きく増加しており、特別支援教育に対するニーズが急速に高まっております。こうした中、障が
いのある児童生徒が、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、支援体制を整
備し、一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな教育を推進していくため、基本方針を策定した
事は評価すべき取り組みです。この基本方針を着実に進展させていくことは勿論、普通学級を含め
学校全体で浸透させていく取り組みについて期待しております。
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点検・評価シート３「学校体育授業等の事故防止及び救急対応講習会の開催について」

37 頁参照
・新学習指導要領の全面実施に伴い、中学校体育授業における武道が必修化となり、特に柔道では、
活動中に死亡事故や重傷事故の報道がされています。これからも事故防止や安全に関する知識を共
有し、事故防止や救急対応について学べる講習会の開催等の取り組みについては、しっかりと持続
的に実施していくことが重要と考えます。

点検・評価シート４「学校施設の耐震化の推進」

38 頁参照
・北見市立学校の耐震化率は、平成２５年度末で６８．２％となっており、全国平均を下回ってい
ます。財政的には厳しい状況も理解できますが、子どもの安全・安心に関わる課題であり、国・道
の施策を上手に活用し、前倒ししながら早期完了できるよう、着実に耐震化の進展をしていただき
たいと考えております。
また、大規模改修については老朽校舎も多く学校が待ち望んでいることであり、改修実施に当た
っては十分な協議を行いながら進めていただきたいと思います。

点検・評価シート５「小中学校の適正配置」

39～40 頁参照
・市立小・中学校の児童生徒数・学級数が減少していく中、子どもたちの教育の機会均等の確保や、
望ましい教育環境の下目指すべき教育効果がしっかりと得られるよう、この基本方針を活用し、関
係する小規模校保護者・地域住民等関係者と十分に協議を交わしていただきたいと考えております。
また、現在は小規模校であっても、それぞれの学校は長い歴史を持ち、昔から地域の文化の拠り
所となっておりますので、適正化の進展については、強制的な統廃合にならないよう、状況に応じ
て丁寧な対応で取り進めていただきたいと思います。

点検・評価シート６「図書館サービスの充実」

41～42 頁参照
・図書館は、生涯学習の拠点施設として、機能の充実やサービスの向上が求められております。
そのような中、図書館蔵書検索システムの活用や、中央図書館の平日開館時間延長など利便性を図
り、図書館サービスの向上に努めていることは、大いに評価できるものです。
現在建設中の新図書館の利用拡大に向けて、図書館サービスのさらなる向上を進めていただきた
いと考えております。
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点検・評価シート７「チャイルドアドバイザー事業の推進」

43 頁参照
・特技・経験をもった地域の高齢者や専門知識を持ったチャイルドアドバイザーと連携しながら、
伝承あそびや自然体験・スポーツ・音楽等の様々なプログラムを提供し、児童の健全育成を図る取
り組みは時期に応じた取り組みと考えます。今後もチャイルドアドバイザーの登録拡大を進め、児
童館等の利用促進が図られるよう、事業の創意工夫などに努めていただきますよう期待しておりま
す。

点検・評価シート８「冬季スポーツの普及振興」

44～45 頁参照
・Ｈ２６ソチ冬季オリンピックには、女子カーリングに４名、男子スピードスケートに１名の北見
市出身選手が出場し、パブリックビューイングなどに多くの市民が詰めかけ、声援をしている姿が
記憶にも新しいところです。こうした中、北見市民スケートリンク、北見市常呂町カーリングホー
ルが新設され、北見を代表する冬季スポーツの拠点として、将来のオリンピック選手を育てていく
ことを大いに期待しております。
また、競技力だけではなく、通年型の体育施設として、市民の健康の保持増進につながるよう、
各種スポーツ教室の開催などに工夫を凝らし、利用拡大を図るよう努めていただきたいと考えてお
ります。

点検・評価シート９「伝統文化子ども教室の開催」

46～47 頁参照
・民謡、和太鼓、いけばななど、日本の伝統文化の継承及び奨励を目的に、小中学生対象の伝統文
化子ども教室を、教育委員会が取り組んでいることは大変意義のあるものと考えます。
今後は、学校教育とも連携しながら、積極的に情報発信を図るなどの取り組みを期待しておりま
す。

点検・評価シート１０「専門職員の育成、資質の向上」

48 頁参照
・社会教育行政に関しては、社会教育主事、学芸員、図書館司書等の専門職員を配置するだけで
なく、広域的なネットワークにより連携を図るほか、専門性を高めるための各種研修等の研鑽が
必要不可欠と考えております。また、地域には、優れた知見を持つ大学や、文化・芸術、スポー
ツに取り組む団体活動もあり、市内で展開される様々な社会教育活動を有機的に結びつけるよう、
コーディネーターとしての役割が期待されますので、専門職員が積極的に市民との交流の拡大に
努めていただきたいと思います。
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３ 総評
○

相 場 雄 幸 氏

１ 教育委員会の活動状況について
定例教育委員会等の開催や教育委員会の取り組みを広報やホームページ等で情報発信し、市民
へ教育の現状や課題を積極的に周知し、「開かれた教育委員会」として推進を図っていくことを
期待しております。
また、教育委員会制度が改正されていく重要な時期ですので、市民へ具体的に分かりやすい周
知を行う事も必要ではないかと考えております。
２

点検・評価の手法について
評価・点検の手法については、本年度も、主要な１０事業の「点検・評価シート」の自己評価
を行われましたが、施策の目標達成状況について段階評価となっていますが、施策毎の達成状況
の微妙な差が、市民から客観的に分かり易いものとなるよう、創意工夫が必要ではないかと考え
ます。

３

教育委員会施策について

（１）学校教育部
・学力向上に向け、校長会、教頭会、北見市教育委員会の関係機関が連携し、「学力向上推進委
員会」を立ち上げたことは、評価される取り組みであります。
特に教師向け指導案や指導資料、小学校の算数や漢字の学習シートなどを市全体で共有してい
くことは、極めて実践的な取り組みといえます。北見市においても「学力向上」が今日的課題で
あるという意識を共有化し、市内学校・教職員全体で、着実に進展させていく事を大いに期待し
ています。
・小中学校における特別支援学級在籍児童生徒が、平成１９年度から平成２５年度までに約２倍
と大きく増加しており、特別支援教育に対するニーズが急速に高まっております。こうした中、
障がいのある児童生徒が、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、支援体
制を整備し、一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな教育を推進していくため、基本方針を
策定した事は評価すべき取り組みです。この基本方針を着実に進展させていくことは勿論、普通
学級を含め学校全体で浸透させていく取り組みについて期待しております。
・北見市立学校の耐震化率は、平成２５年度末で６８．２％となっており、全国平均を下回ってい
ます。財政的には厳しい状況も理解できますが、子どもの安全・安心に関わる課題であり、国・
道の施策を上手に活用し、前倒ししながら早期完了できるよう、着実に耐震化の進展をしていた
だきたいと考えております。また、大規模改修については老朽校舎も多く学校が待ち望んでいる
ことであり、改修実施に当たっては十分な協議を行いながら進めていただきたいと思います。
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（２）社会教育部
・Ｈ２６ソチ冬季オリンピックには、女子カーリングに４名、男子スピードスケートに１名の北
見市出身選手が出場し、パブリックビューイングなどに多くの市民が詰めかけ、声援をしている
姿が記憶にも新しいところです。こうした中、北見市民スケートリンク、北見市常呂町カーリン
グホールが新設され、北見を代表する冬季スポーツの拠点として、将来のオリンピック選手を育
てていくことを大いに期待しております。
また、競技力だけではなく、通年型の体育施設として、市民の健康の保持増進につながるよ
う、各種スポーツ教室の開催などに工夫を凝らし、利用拡大を図るよう努めていただきたいと考
えております。
・社会教育行政に関しては、社会教育主事、学芸員、図書館司書等の専門職員を配置するだけで
なく、広域的なネットワークにより連携を図るほか、専門性を高めるための各種研修等の研鑽が
必要不可欠と考えております。また、地域には、優れた知見を持つ大学や、文化・芸術、スポー
ツに取り組む団体活動もあり、市内で展開される様々な社会教育活動を有機的に結びつけるよ
う、コーディネーターとしての役割が期待されますので、専門職員が積極的に市民との交流の拡
大に努めていただきたいと思います。

○

鈴 木 よしえ 氏

１

教育委員会の活動状況について
平成２５年度の教育委員会会議の開催状況は，定例会１２回，臨時会１４回の計２６回（平成
２４年度は計２５回）となっておりますが、定例会の傍聴者が前年度の２１人から、１２人と減
少しております。昨年度も前年度比で減少していることから、傍聴への関心を高める取り組みの
検討が必要ではないかと考えます。また、教育委員会の開催結果のホームページで公開する取り
組みなど、教育委員会活動の広報活動について、市民理解を深める取り組みを期待します。

２

点検・評価の手法について
昨年度も述べましたが、点検・評価シートについては、「評価検証（Ｃｈｅｃｋ）欄」におけ
る評価結果としては、その理由や根拠を具体かつ、分かりやすく記述していただくよう、全シー
トでの工夫改善を期待します。

３

教育委員会の施策について

（１）学校教育部
・新学習指導要領の全面実施に伴い、中学校体育授業における武道が必修化となり、特に柔道
では、活動中に死亡事故や重傷事故の報道がされています。これからも事故防止や安全に関す
る知識を共有し、事故防止や救急対応について学べる講習会の開催等の取り組みについては、
しっかりと持続的に実施していくことが重要と考えます。
・市立小・中学校の児童生徒数・学級数が減少していく中、子どもたちの教育の機会均等の確
保や、望ましい教育環境の下目指すべき教育効果がしっかりと得られるよう、この基本方針を
活用し、関係する小規模校保護者・地域住民等関係者と十分に協議を交わしていただきたいと
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考えております。
また、現在は小規模校であっても、それぞれの学校は長い歴史を持ち、昔から地域の文化の
拠り所となっておりますので、適正化の進展については、強制的な統廃合にならないよう、状
況に応じて丁寧な対応で執り進めていただきたいと思います。
（２）社会教育部
・図書館は、生涯学習の拠点施設として、機能の充実やサービスの向上を求められておりま
す。そのような中、図書館蔵書検索システムの活用や、中央図書館の平日開館時間延長など利
便性を図り、図書館サービスの向上に努めていることは、大いに評価できるものです。現在建
設中の新図書館の利用拡大に向けて、図書館サービスのさらなる向上を進めていただきたいと
考えております。
・特技・経験をもった地域の高齢者や専門知識を持ったチャイルドアドバイザーと連携しなが
ら、伝承あそびや自然体験・スポーツ・音楽等の様々なプログラムを提供し、児童の健全育成
を図る取り組みは、時期に応じた取り組みと考えます。今後もチャイルドアドバイザーの登録
拡大を進め、児童館等の利用促進が図られるよう、事業の創意工夫などに努めていただきます
よう期待しております。
・民謡、和太鼓、いけばななど、日本の伝統文化の継承及び奨励を目的に、小中学生対象の
伝統文化子ども教室を、教育委員会が取り組んでいることは大変意義のあるものと考えます。
今後は、学校教育とも連携しながら、積極的に情報発信を図るなどの取り組みを期待してお
ります。
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資

料

編

資料１ 平成２５年度教育行政方針

１．はじめに
平成２５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、我が国では、教育基本法の改正を踏まえた教育改革が進められ、教育の普遍的な使命であ
る人格の完成や社会的自立を果たす人間の育成をめざした施策が打ち出されております。
このような状況のもと、本市においては、自らの夢や希望の実現に向けて、ふるさと北見に誇り
をもち、心豊かに、ともに支え合って生きる児童生徒の育成が求められております。また、北見の
自然、特色ある産業や文化を生かし、市民が生涯にわたって、ともに学び、育み、高めあいながら、
生涯学習社会の実現に努める必要があります。
教育委員会といたしましては、教育が地域の未来を担う人材育成の基盤であるとの認識に立ち、
関係部局や関係機関、団体との連携を図りながら、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。
学校教育では、これからの社会を担う児童生徒が個性や能力を最大限に発揮しながら、自立した
人間として生きていくために必要となる基礎的な力を育んでいくことが求められております。その
ためには、「北見市学校教育推進計画」に基づき、確かな学力、豊かな心、たくましい体の育成な
どの「生きる力」を育む教育を推進し、活力ある学校づくりを展開することが重要であります。
（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。
信頼される学校であるためには、保護者や地域住民に開かれた学校運営を推進するとともに、さ
まざまな教育課題に対応できるよう、教職員の資質・能力向上に努めることが求められております。
そのため、学校運営や教育活動の状況について適切に評価し改善するために、学校評価の充実に
努め、その対応や結果について学校だよりなどで保護者や地域住民への情報発信に努めてまいりま
す。また、引き続き、授業や部活動などにおいて、地域の人材や企業、団体と連携した教育活動を
推進してまいります。
教職員の指導力向上では、各学校の優れた実践事例などを掲載した教職員向け情報紙「エデュカ
北見」の定期的な配信により、具体的な改善策が各学校へ浸透するよう指導助言に努めてまいりま
す。
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また、教育委員会が開催する研修会では、学校のニーズや今日的な課題を踏まえ、取り上げるテ
ーマの幅を広げ、学習指導や生徒指導などの課題解決につながるよう、内容や方法を工夫してまい
ります。
さらに、北見工業大学との連携協力協定に基づき、これまで指導事例集の配布や理科実験研修会
を開催しているところであり、今後におきましても、大学の専門性を生かした新たな連携を推進し
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。
児童生徒が生涯にわたり学び続ける基礎を培うためには、学ぶ意欲を高め、基礎学力の確実な定
着を図る指導が重要であります。
全国学力・学習状況調査における本市の状況は、過去の調査結果と比較して一定の成果が見られ
る一方で、習得した知識・技能を活用したり、自分の考えを表現する力に課題が見られたところで
あります。
このような状況を踏まえ、校長会、教頭会や教育研究団体とも連携し、経年分析の結果を各学校
での授業改善に活かす取り組みを推進してまいります。
また、学習効果を高めるため、北海道教育委員会が作成する「チャレンジテスト」の活用を図り
ながら、家庭学習の習慣化に向けた児童生徒への指導や生活習慣の改善について、保護者との懇談
会や家庭訪問などの機会を活用した啓発に努めるとともに、夏、冬の長期休業など授業以外の時間
も活用した学習機会を確保してまいります。
指導方法の工夫改善では、個に応じたきめ細やかな指導を充実するため、引き続き、教育活動支
援講師を配置し、複数の教員が役割分担しながら授業を進めるティーム・ティーチングや少人数指
導、習熟度別指導、補充的・発展的な指導などを取り入れ、基礎学力の向上を図ってまいります。
情報教育では、学校ＩＣＴの進展に対応するため、引き続き、教育用コンピュータ―機器などの
更新を実施してまいります。また、平成２５年度以降、計画的に全小中学校の校内ＬＡＮ整備や電
子黒板などＩＣＴ機器の活用方法に慣れ親しむ環境整備を進め、児童生徒の情報活用能力を育成し、
課題解決に必要な思考力や判断力、表現力の向上に努めるとともに、情報モラル・マナーを身に付
ける指導の充実を引き続き図ってまいります。さらに、校務支援システムによる学校間及び教育委
員会との情報共有など、校務の効率化に努め、教職員の負担軽減により児童生徒に向き合う時間の
確保を図ってまいります。
国際理解教育では、英語指導助手を派遣し、中学校英語及び小学校外国語活動のみならず、特別
活動や総合的な学習の時間においても積極的に活用し、コミュニケーション能力の育成や外国の言
語・文化について理解を深める活動を工夫してまいります。
環境教育では、理科、社会科や総合的な学習の時間などで、関係部局とも連携し、地域の特色を
活かした題材を取り入れた探求学習を実践し、身近な環境や環境問題について主体的に学び、自然
や資源を大切にする心や態度を養うよう取り組んでまいります｡
キャリア教育では、地域の人材による職業講話や企業の協力を得て実施する職場体験学習、施
設・職場見学などの実践をとおして、勤労の意義や働く人々の思いを学び、自己実現を図るために
必要な能力や態度を育んでまいります。
特別支援教育では、個別の障がいや教育的ニーズに応じた指導を充実させるため、特別支援教育
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支援員を配置し、介助、学習支援、安全確保などの役割を担うとともに、効果的な支援をめざした
研修の充実に努めてまいります。また、新たに「北見市特別支援教育の指針」を作成し、教職員の
研修に活用するとともに、特別支援教育連携協議会や北見支援学校と連携し、教育相談や研修会の
実施、指導方法の助言など、必要な支援を継続してまいります。
小学校と幼稚園・保育園との連携では、放課後や休日の様子も把握するため、児童館・児童セン
ターも交えた幼保小三者協議会を開催し、小学校入学前後の指導のあり方や引継ぎについて情報の
共有を図り、円滑な就学に努めてまいります。
（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。
児童生徒が規範意識や思いやりの心をもち、活力ある人間に成長するためには、豊かな心と健や
かな体を育むことが重要であります。
そのため、豊かな人間性の育成に向けて、学校の教育活動全体で取り組む道徳教育の充実ととも
に、体験をとおして豊かな心を育む取り組みが重要であり、その一環として、園児や高齢者などと
の交流活動やボランティア活動、芸術鑑賞などの体験活動を充実してまいります。
いじめや問題行動、不登校、有害情報から子どもを守る対策では、生徒指導担当者連絡協議会を
開催し、各学校の情報交流や対応策の協議を進めてまいります。特に、いじめにつきましては、定
期的な実態調査、教育専門相談員による学校訪問などにより、その未然防止と早期発見・早期対応
に努めてまいります。また、いじめの未然防止には、学校や保護者、地域全体がいじめについて正
しく認識し、社会全体でいじめ防止教育を進めることが重要であります。今後におきましても、国
の動向を注視しながら、きめ細やかな対策を進め、いじめを絶対に許さない学校づくりに努めてま
いります。
教育相談では、教育専門相談員をはじめ、臨床心理士などの資格を有するスクールカウンセラー、
社会福祉士の資格を有するスクールソーシャルワーカーを学校へ派遣するほか、スクールカウンセ
ラーを増員し、すべての中学校で予約相談のみならず、随時相談を受けることができるよう相談体
制を整備するとともに、課題解決へ向け、引き続き、関係機関との連携を強化してまいります。
また、不登校対策では、適応指導教室「あおぞらくらぶ」での体験活動や集団活動をとおして、
コミュニケーション能力や集団への適応能力を高め、一日も早い学校復帰をめざすとともに、適応
指導教室と学校、スクールカウンセラーが連携して、家庭訪問や相談・支援を行う機能の充実を図
ってまいります。
読書は、児童生徒の豊かな感性が養われ、ひいては、よりよい人間形成や言語能力の育成に結び
つくことから、引き続き、学校図書館の蔵書数を充実するとともに、朝読書や読み聞かせなど、本
に親しむ活動を充実し、読書習慣の確立に努めてまいります。
児童生徒の体力の向上では、体を動かす楽しさを実感し、生涯にわたりスポーツに親しむ基礎と
なる資質や能力の育成が重要であります。
中学校で必修となった武道では、伝統的な考え方や技能、安全な指導方法の講習会を実施すると
ともに、授業での外部指導者活用など、専門家からの指導助言をいただきながら武道の指導を実施
してまいります。また、これまで水泳、スキー、カーリング、タグラグビーの研修会を実施してお
りますが、引き続き、各種スポーツ団体と連携を図り、指導力の向上に努めるとともに、体育科の
授業における市民スケートリンクの積極的な利活用を図ってまいります。
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児童生徒の健康・安全では、薬物乱用防止教室をはじめ関係部局と連携した健康教室、交通安全
教室や防犯教室などを実施し、健康の保持増進に向けた実践力や安全に関する知識や危機予測、危
険回避能力を身につけることができるよう指導してまいります。
防災教育では、昨年度作成した「北見市防災教育の手引き」を活用し、災害図上訓練など、地域
の実態に応じた防災学習や条件設定を工夫した避難訓練などを実施し、児童生徒が災害時によりよ
く判断し、行動できる能力の基礎を培ってまいります。
食育では、栄養教諭を中心に、栄養のバランスなど、食についての知識や関心を広げ、望ましい
食習慣や自己管理能力を身につける指導に取り組んでまいります。また、「こだわり給食デー」
「高知デー」の実施など、地域の食文化を理解する取り組みを推進するとともに、引き続き、地産
地消の観点から地域の特産物を活用した献立を工夫してまいります。さらに、給食だよりや試食会
などで食についての情報を保護者へ発信し、学校と家庭の連携した指導を推進するとともに、より
充実し、安全・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。
子どもたちの学ぶ意欲を高め、学校生活に夢と潤いを与え、生きる力を育む教育活動を支えるた
めには、時代の要請に応え、安全で快適な教育環境の整備が必要であります。
学校施設の耐震化をさらに推進していくため、新年度は、東小学校、南小学校の耐震化工事に取
り組むほか、緑小学校、北光小学校の耐震化工事に向けた実施設計、さらには、小学校３校、中学
校５校の耐震二次診断を実施してまいります。また、耐震二次診断結果を受け、留辺蘂小学校につ
いては、改築に向けて取り組んでまいります。
小中学校の適正配置については、少子化の進展を見据え、通学距離・通学時間など児童生徒に与
える負担や地域性などを総合的に勘案し、児童生徒にとって教育条件をより良いものにするとの観
点から検討を重ねてまいります。
通学路や学校の安全管理では、関係機関と連携を図り、児童生徒が安全に登下校できるよう、学
校・家庭・地域が一体となった取り組みを進めるとともに、不審者対策では、保護者への情報提供
を行う、不審者情報メール配信サービスの登録者の拡大に努めてまいります。
私学の振興・就学支援では、私立高等学校の振興及び幼稚園の就園を支援し、また、高校生への
奨学金支給や大学生などへの入学準備金貸付を引き続き取り組んでまいります。
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。
市民一人ひとりが主体的に学び続け、それぞれが持つ様々な知恵・知識を広げていくことは、豊
かな地域社会を形成する上で、大変重要であります。現在、国際化や情報化、そして価値観の多様
化など，社会の変化が急速に進んでおり、これまでは、行政が公平で均一的な公共サービスを提供
してきましたが、これからは、市民が主体となって行うもの、市民と行政が協力して行うものなど、
役割分担を見直し、互いに協力し合うという｢新しい公共｣の考え方によるまちづくりが求められて
おります。
本市におきましては、こうした状況を受け、平成２３年３月に「新北見市社会教育計画」を策定
したところであり、推進目標を「オホーツクブルーの空の下、共に学び・育み・高めあおう」とす
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る本計画に基づき、すべての人々がそれぞれの目的に沿って学ぶことができるよう、ＮＰＯ、ボラ
ンティア団体などと連携し、市民の自主的な社会教育活動の推進と学習環境の整備に努めてまいり
ます。
また、次代を担う子どもたちが、安心して楽しく学び、健やかに成長していくことは、市民共通
の願いであり、様々な体験・交流機会の充実や、青少年の健全育成の推進など、地域全体で子ども
を守り育てる環境づくりに取り組んでまいります。
以下、社会教育における主要な施策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。
市民一人ひとりが持つ課題に対応した学習支援を行うことは、学んだ成果が地域社会で活かされ、
優れたコミュニティの形成につながるなど、生涯学習によるまちづくりを推進する上で重要であり
ます。
地域の特性に応じ、市民自らが培った知識や経験を活かす「出前講座ミント宅配便」のさらなる
充実を図るとともに、市民生活やまちづくりの活動に必要な学習に関する情報の提供に努めてまい
ります。
図書館サービスでは、市民の多様な要求に応え、多岐にわたる資料を収集・保存し利用に供する
ため、地域の情報拠点として、さらなるサービスの充実を図ってまいります。
また、公民館講座では、開設の目的や効果等を検証し、市民ニーズに応える学習機会の提供に努
めてまいります。高齢者教育においては、高齢者大学の開催などをとおしての仲間づくりや、地域
づくりの場を提供してまいります。
（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。
家庭教育の支援では、乳幼児が本に触れる機会を拡充し、親子の感性豊かな絆づくりを進めるた
め、先進事例なども参考にしながら、絵本を身近に親しんでもらえる取り組みを進めてまいります。
また、早寝・早起き・朝ごはん運動の推進などを定めた「家庭教育５つのふれあい」の普及・啓
発をはじめ、「親子ふれあい体験事業」として親子ふれあい映画上映会や親子カーリング体験など
に取り組んでまいります。
子どもたちの健全育成を図るための取り組みとして、育成団体と連携し「子どものつどい」を開
催するほか、青少年を対象とした様々な研修事業を実施し、青少年が地域の中で健やかに育つ環境
づくりに取り組んでまいります。
子どもたちの安全・安心な居場所づくりとして、児童センターを拠点に、家庭学習の指導などを
行う｢まなびたいむ事業｣や地域の人材を活用した自然体験活動など、その体験を通じ児童の健全育
成を図る「チャイルドアドバイザー事業」の実施などに取り組んでまいります。
子どもたちが安心して生活できる環境づくりとして、学校をはじめ、関係団体の協力による巡回
指導のほか、地域の有害環境実態調査の支援や青少年の不安・悩みに対する相談活動を引き続き行
ってまいります。
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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。
生涯スポーツ振興施策の推進については、平成２４年度策定の｢北見市スポーツ推進計画｣に基づ
き、子どもから高齢者まで、それぞれのライフスタイル・ニーズ・実情に合わせて、いつでも・ど
こでも・いつまでも、スポーツ・レクリエーション活動に親しむことができるよう、各種スポーツ
教室、スポーツ指導者養成講座などを開催してまいります。
スポーツ合宿事業は、引き続き、受け入れ態勢等を充実させるとともに、新たに建設されたスポ
ーツ施設及び建設予定の施設を活用した合宿事業についても可能性を検証し、通年化に向けた誘致
活動に取り組んでまいります。
スポーツによる青少年の健全育成のため、合宿などで訪れる国内トップアスリートとの交流やス
ポーツ少年団に対する支援など、次代を担う子どもたちが夢や希望を持てる事業を積極的に行って
まいります。
また、冬季スポーツの普及振興として、常呂町カーリングホールやアイスホッケーリンクなど新
たな施設の整備を行うとともに、昨年の１２月にオープンしたスケートリンクを積極的に活用し、
大会誘致や選手育成、競技普及活動の支援を行うなど、長い冬の期間でもスポーツを楽しむ機会の
充実に努めてまいります。
（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。
優れた芸術文化に触れることは、豊かな文化の創造と、地域社会の活性化に重要な役割を果たし
ます。また、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を育てるとともに、郷土に
誇りを持ち、魅力ある地域社会を創造することにつながります。このため、芸術・文化活動におい
ては、伝統文化を継承する「伝統文化子ども教室」の開催をはじめ、芸術・文化活動の発表の場と
して歴史を積み重ねた「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。
また、市民ホール自主文化事業などの実施により、幅広い分野での舞台芸術を市民の皆様に提供し
てまいります。
美術鑑賞事業として、美術企画展や収蔵品展、講座を開催するほか、芸術・文化活動の担い手で
ある各種団体・グループが行う自主的な活動の支援に努めてまいります。
次に、博物館活動については、地域の自然や歴史、郷土の文化を理解する上で重要なものである
ことから、北見市博物館群基本計画に基づき、調査･研究などを充実してまいります。また、文化財
の保護と活用は、優れた文化の創造と発展の基礎となることから、国指定史跡「常呂遺跡」の世界
文化遺産登録に向け、関係市町、東京大学と連携した学術研究の一層の推進を図るとともに、出土
品が国の重要文化財に指定されるよう引き続き調査を実施してまいります。さらに、｢(仮称)北見市
史跡常呂遺跡公園｣の整備に向け、同公園整備計画に基づき、基本設計の策定に向けた検討を行って
まいります。また、希少な植物である端野町のカタクリや温根湯エゾムラサキツツジ群落、緋牛内
の大カシワの保全、ワッカ植生環境調査についても、継続して実施してまいります。
（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。
社会教育の充実を図るためには、社会教育行政にかかる職員の資質向上や指導者養成をはじめ自
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主グループの育成援助など、まちづくりにつながる学習環境の整備を進めていくことが重要であり
ます。
近年では、様々な学習活動において、そのニーズも多様化してきており、より広範な市民の学習
活動を視野に入れ、学習活動全般にわたる企画・コーディネート機能を充実してまいります。
社会教育施設の環境整備では、常呂町カーリングホールや武道館が平成２５年度にそれぞれ供用
開始を予定していることから、さらなる利用促進と市民サービスの充実に努めるとともに、市民温
水プール及び中央図書館の整備についても引き続き取り組んでまいります。

４．むすび
以上、平成２５年度の教育行政方針について申し上げました。
子どもたちをはじめ、あらゆる世代が、あたたかな心で触れ合い、北見に生まれ育ったことに誇り
を持てるような地域を創りあげていけるよう、本市教育の振興と発展に全力を挙げて取り組んでま
いりますので、議員の皆様並びに市民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、新年度の
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25年4月1日現在）
【学校教育部関係】

指導室主幹

指導室長

(兼：特別支援教育推進主幹）

北見市教育委員会

委

員

長

指導室主幹

委員長職務代理者

委

員

学 校 教 育 推 進 員

委

員

教 育 専 門 相 談 員

長

適応指導教室専任指導員

教

育

英 語 指 導 助 手

学校教育部主幹
（学校整備）

総 務 担 当
庶 務 担 当
教職員担当

総務課長
施 設 担 当
教育長

学校教育部長

学校教育部次長

学校教育担当
学校教育課長
学事保健担当

学校給食担当
学校給食課長
（兼：北見市学校給食ｾﾝﾀｰ所長）

学校給食担当

北見市常呂学校給食センター所長

北見市留辺蘂学校給食センター所長
（事：留辺蘂教育事務所長）

端野教育事務所長
（事：端野教育事務所総務課長）

学校給食担当

総務担当

総務担当

常呂教育事務所長
（事：常呂教育事務所総務課長）

留辺蘂教育事務所長
（事：留辺蘂教育事務所総務課長）
（事：留辺蘂学校給食センター所長）
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総務担当

【社会教育部関係】

社会教育施設整備推進室長

社会教育施設整備推進
室主幹 ３名

社会教育施設整備
推

進

室

係

長

社会教育部主幹（ところ遺跡の森）

社会教育部主幹
（事：端野教育事務所生涯学習課長）
（北見市端野町歴史民俗資料館）
庶 務 担 当

生涯学習課長

生涯学習担当
社会教育担当

生涯学習推進員

庶 務 担 当

教育長

社会教育部長

社会教育部次長
（兼：社会教育部調整室長）
（事：生涯学習推進主幹）

スポーツ課長

施 設 担 当

指 導 担 当
育 成 担 当
青少年課長

児童館担当
相談指導担当

青少年相談センター専任指導員
青少年相談センター少年相談員

事業推進課長

管理事業担当
文 化 財 担 当

文化財課長
（兼：北網圏北見文化センター館長）
（兼：北見市端野町歴史民俗資料館長）
（事：北見市留辺蘂町開拓資料館長）

（兼：北網圏北見文化センター係長）

科学・美術担当
（兼：北網圏北見文化センター係長）

博 物 担 当
北見市中央公民館長
（兼：北地区公民館長）
（兼：東地区公民館長）
（兼：西地区公民館長）

（兼：北網圏北見文化センター係長）

事 業 担 当
庶 務 担 当

北見市立中央図書館長
奉 仕 担 当
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社会教育担当

端野教育事務所長

生涯学習課長
社会体育担当
北見市端野町公民館長
（兼：端野教育事務所生涯学習課長）

北見市立端野図書館長
（兼：端野教育事務所生涯学習課長）

常呂教育事務所長

生涯学習課長

事 業 担 当
（兼：社会教育担当係長）

奉 仕 担 当
（兼：北見市端野町歴史民俗資料館管理担当係長）

社会体育担当
社会教育担当

北見市常呂町公民館長
（兼：常呂教育事務所生涯学習課長）

北見市立常呂図書館長
（兼：常呂教育事務所生涯学習課長）

事 業 担 当
（兼：社会教育担当係長）

奉 仕 担 当
（兼：社会教育担当係長）

社会教育担当

留辺蘂教育事務所長

生涯学習課長
社会体育担当

北見市留辺蘂町中央公民館長
（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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事 業 担 当
（兼：社会教育担当係長）

奉 仕 担 当

資料３ 平成２５年度教育費予算及び決算

（単位：円）
款

項

目年 度 予 算
25

25 年 度 決 算

翌年度繰越額

9,099,086,000

7,678,434,509

1,128,696,219

691,094,000

612,661,003

0

１．教育委員会費

427,356,000

372,554,527

0

２．指導奨励費

263,738,000

240,106,476

2,767,317,000

1,590,501,059

１．学校管理費

768,176,000

736,887,914

２．教育振興費

118,523,000

111,233,362

３．学校建設費

1,880,618,000

742,379,783

486,915,000

457,722,274

0

１．学校管理費

357,001,000

339,623,878

0

２．教育振興費

99,014,000

90,388,896

３．学校建設費

30,900,000

27,709,500

988,647,500

960,695,554

0

１．社会教育総務費

22,316,000

19,508,518

0

２．生涯学習推進費

16,506,000

14,855,579

0

678,361,500

662,585,546

0

17,590,000

16,103,303

0

226,419,000

220,212,679

0

27,455,000

27,429,929

0

4,165,112,500

4,056,854,619

17,886,219

103,039,000

99,246,542

２．体育施設費

2,875,608,500

2,809,598,918

３．学校保健費

109,536,000

102,693,580

４．学校給食費

1,076,929,000

1,045,315,579

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
４．青少年育成費
５．児童館費
６．青少年施設費
５．保健体育費
１．社会体育総務費
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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・就学指導業務
0
費、学校図書整備事業費等
1,110,810,000
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機器更新･ﾘｰｽ料経費等
小学校耐震診断調査費、緑･北
1,110,810,000
光・端野小学校改修事業費等
0

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
0 中学校耐震診断調査費

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、
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
子ども会育成連絡協議会補助、青
少年相談ｾﾝﾀｰ運営管理費等
児童館運営･施設整備事業費、ﾌﾚﾝ
ﾄﾞｾﾝﾀｰ業務費等
勤労青少年ﾎｰﾑ・留辺蘂町青少年
会館運営管理費等

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
17,886,219
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
0
ﾀｰ運営管理費等
0

表紙：生涯学習マスコット「マナビィ」
生涯学習の「学ぶ」と、みつばちの＝ＢＥＥ＝とを
合わせ、「マナビィ」と名づけれられました。
ハチの触角は２本ですが、「学」という字の頭に角
が３本あるように、触角が３本あります。
故石ノ森章太郎さんのデザインで、生涯学習のマス
コットして全国で親しまれています。

平成２５年度（２０１３年度）実績

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２６年（２０１４年）９月
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