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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、前年度である令和元年（平成３１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３１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）
※令和元年度末現在

(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
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
(2)

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３１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 】
植

松

人

美

（うえまつ

ひとみ）氏

元北見市立光西中学校長
元北見市教育委員会学校教育部指導室長
吉

田

哲

（よしだ

さとし）氏

北見市ＰＴＡ連合会 会長
《

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

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、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。
令和元年（平成３１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

令和元年（平成 31 年）度

平成 30 年度

定例会

１２回（毎月１回）

１２回（毎月１回）

臨時会

１１回

１４回

議決案件

６４件

７７件

報告案件

１７件

１３件

協議案件

１件

０件

ウ

報告事項

その他報告事項

０件

０件

エ

傍聴状況

傍聴者数

７人

６人

【 第 8 回 定例北見市教育委員会（R1.12.4）】
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開催日

付

議

案

件

【報告】
・平成３１年第１回定例北見市議会の経過について
・平成３０年度北見市小・中学校の問題行動等の概況について
H31. 4. 3
・平成３１年度教職員人事について
（定例会）
【協議】
・温根湯小学校と温根湯中学校の校舎統合にあわせた「義務教育学校」の導入
について

開催日
H31. 4.26
（臨時会）

付

議

案

件

案

件

【報告】
・教育長職務代理者の指名について

開催日

付

議

【報告】
・北見市社会教育施設等の利用状況について
・北見市スポーツ合宿事業について
【議案】
R1. 5. 8
（定例会）

・教育財産の用途廃止について
・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
・北見市図書館協議会委員の委嘱について

開催日

付

議

案

件

【報告】
・令和元年度児童生徒数及び学級数等について
・令和元年度教科書展示会日程について
R1. 6. 5
（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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開催日

付

議

案

件

【議案】
・校長人事について
R1. 6.20
（臨時会）

・北見市公民館運営審議会委員の委嘱について
・北見市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する
条例施行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】
・令和元年第１回定例北見市議会の経過について
R1. 7.10
（定例会）

【議案】
・令和元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
・令和元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

催日
R1. 8. 7
（定例会）

付

議

案

件

【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

開催日

付

議

案

件

【報告】
R1. 8.26
（臨時会）

・上仁頃小学校の閉校に関する要望について
【議案】
・令和２年度に使用する教科用図書の採択について

開催日

付

議

案

件

【報告】
・平成３１年度（令和元年度）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
R1. 9. 4
（定例会）

【議案】
・教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価の結果報告
書（平成３０年度事業実績）について
・北見市立小学校及び北見市立中学校の廃止並びに義務教育学校の設置について
・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
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・北見市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について
・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
・北見市奨学生選考委員会規則の一部を改正する規則について
・北見市外国語指導助手設置規則の一部を改正する規則について
・北見市外国語指導助手任用規則の一部を改正する規則について
・北見市奨学生の決定について
・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

【報告】
R1.10.18
（定例会）

・令和元年第２回定例北見市議会の経過について
【議案】
・史跡常呂遺跡整備基本計画について

開催日

付

議

案

件

【議案】
R1.11.13
（定例会）

・北網圏北見文化センター条例の一部を改正する条例に同意することについて
・北見市常呂町カーリングホール条例の一部を改正する条例に同意することについて
・教育費予算案（１２月補正）に同意することについて

開催日
R1.12. 4
（定例会）

付

議

案

件

【議案】
・令和 2 年度学校給食費の額の決定について

開催日

付

議

案

件

【報告】
R2. 1. 8
（定例会）

・令和元年第３回定例北見市議会の経過について
【議案】
・学校運営協議会を設置する学校（コミュニティ・スクール）の指定について
・北見市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
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開催日
R2. 1.15
（臨時会）

付

（臨時会）

（臨時会）

件

・北見市入学準備金貸付内定者の決定について

付

議

案

件

案

件

【報告】
・教育長職務代理者の指名について

開催日
R2. 1.24

案

【議案】

開催日
R2. 1.21

議

付

議

【議案】
・北見市入学準備金貸付内定者の決定について

開催日

付

議

案

件

【報告】
・令和元年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果報告について
【議案】
・「北見市特別支援教育の指針」の改定について
・北見市端野町農業者トレーニングセンター管理規則の一部を改正する規則について
・北見市立体育センター等管理規則の一部を改正する規則について
R2. 2. 5
（定例会）

・北見市常呂町スポーツセンター管理規則の一部を改正する規則について
・北見市民温水プール管理規則の一部を改正する規則について
・北見市常呂町屋内多目的競技場管理規則の一部を改正する規則について
・北見市留辺蘂町体育館管理規則の一部を改正する規則について
・北見市民スケートリンク管理規則の一部を改正する規則について
・北見市武道館管理規則の一部を改正する規則について
・教育費予算案（２月補正）に同意することについて
・令和２年度教育費予算案に同意することについて

開催日

付

議

案

件

【議案】
R2. 2.25
（臨時会）

・教育費予算案（３月補正）に同意することについて
・令和２年度教育行政方針について
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開催日

付

議

案

件

【報告】
・指定管理者の公募について
・北見カーリングホールのネーミングライツについて
【議案】
・北見市奨学生選考委員会委員の委嘱について
R2. 3. 3
（臨時会）

・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
・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

開催日

付

議

案

件

【議案】
R2. 3.10
（臨時会）

・教育費予算案（３月補正）に同意することについて
・校長・教頭人事について

開催日
R2. 3.13
（定例会）

付

（臨時会）

案

件

【議案】
・学校運営協議会を設置する学校（コミュニティ・スクール）の指定について

開催日
R2. 3.19

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】
R2. 3.26
（臨時会）

・管理職人事について
・北見市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の制定について
・北見市立学校における働き方改革推進計画の改定について
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２. 規則等の制定状況
令和元年（平成３１年）度に制定した教育委員会の規則は１７件（H30-32 件）です。
訓令は該当がありません（H30-2 件）。
ア.

規

則

規則番号

題

名

(R1 年)
第1号

北見市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公

第2号
第3号
第4号

公布年月日 施行年月日
R1. 6.20

R1. 7. 1

北見市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

R1. 9. 4

R2. 4. 1

北見市立学校管理規則の一部を改正する規則

R1. 9. 4

R2. 4. 1

R1. 9. 4

R2. 4. 1

務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則

北見市立学校通学区域に関する規則の一部を改正する規
則

第5号

北見市奨学生選考委員会規則の一部を改正する規則

R1. 9. 4

R2. 4. 1

第6号

北見市外国語指導助手設置規則の一部を改正する規則

R1. 9. 4

R2. 4. 1

第7号

北見市外国語指導助手任用規則の一部を改正する規則

R1. 9. 4

R2. 4. 1

(R2 年)

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

第1号

る規則

第2号
第3号
第4号
第5号
第6号

北見市端野町農業者トレーニングセンター管理規則の一
部を改正する規則
北見市立体育センター等管理規則の一部を改正する規則
北見市常呂町スポーツセンター管理規則の一部を改正す
る規則
北見市民温水プール管理規則の一部を改正する規則
北見市常呂町屋内多目的競技場管理規則の一部を改正す
る規則

R2. 1. 8

R2.10.31
予定

R2. 2. 5

R2. 4. 1

R2. 2. 5

R2. 4. 1

R2. 2. 5

R2. 4. 1

R2. 2. 5

R2. 4. 1

R2. 2. 5

R2. 4. 1

第7号

北見市留辺蘂町体育館管理規則の一部を改正する規則

R2. 2. 5

R2. 4. 1

第8号

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

R2. 2. 5

R2. 4. 1

第9号

北見市武道館管理規則の一部を改正する規則

R2. 2. 5

R2. 4. 1

R2. 3.26

R2. 4. 1

第 10 号

北見市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関す
る規則
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「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（H30-4 件）です。
イ.

条

例

条例番号
（R1 年）
第 16 号
第 22 号
第 23 号

題

名

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
北網圏北見文化センター条例の一部を改正する条例に同意すること
について
北見市常呂町カーリングホール条例の一部を改正する条例に同意す
ることについて

意見
なし
なし
なし

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

令和元年７月１０日（水）～１１日（木）
〔 訪

問 校 〕

若松小学校、東小学校、東陵中学校
上仁頃小学校、相内小学校、相内中学校
東相内小学校
〔 社会教育施設 〕
東陵公園、中央図書館、ピアソン記念館
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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

令和元年 ８月２２日

令和元年度 北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会

函館市

令和元年１１月１１日

令和元年度 北見ブロック教育委員研修会

美幌町

令和元年１２月

令和元年度 オホーツク管内市町村教育委員大会

網走市

９日

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「令和２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 学校における働き方改革の推進について
② 学校施設環境改善交付金の確保
③ 少人数学級の早期実現と教職員定数等の改善
④ 不登校児童生徒の適応指導教室等の設置及び運営費の補助制度の創設
⑤ 学校図書館に係る支援措置の拡充
⑥ ＡＬＴに係る地方交付税措置の拡充
⑦ コミュニティ・スクールの推進のための財政措置及び加配措置の確保
⑧ 部活動指導員制度への支援
⑨ 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
⑩ 特別支援教育推進のための教員の加配措置
⑪ 特別支援学級担当教諭の加配措置
⑫ 通級指導担当教員等の適正配置及び配置基準の緩和
⑬ 市町村配置の支援員や補助員等に係る財政措置の拡充
⑭ 全国学力・学習状況調査等の学力向上策の推進
⑮ 就学援助の財源措置拡充
⑯ 教育の情報化を着実に推進するための支援措置の拡充
⑰ 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
⑱ 学校給食施設・設備に係る交付金等の改善充実
⑲ 栄養教諭の定数改善及び旅費等の予算の確保
⑳ 食物アレルギー対応食の提供等に必要な学校生活管理指導表の文書料に係る補助制度の創設
㉑ 地方財政措置（光熱水費）の増額
○ 北海道に対する要望事項
① 児童相談所の機能強化と体制の充実
② 私学助成の充実
③ 文化財の保存整備事業に対する助成の確保
④ 社会体育施設の設備整備に係る補助制度・起債制度の拡充
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第２ 「平成３１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 地域とともにある学校づくりの推進
一人一人の子どもが心豊かで健やかに育ち、将来に向けて自立できる力を身につけることが重
要です。このことから、学校、家庭、地域が連携・協働しながら、学校運営の改善に取り組む体
制づくりを構築するために、コミュニティ・スクールを導入しました。（※点検・評価シート１

Ｐ26 参照）

また、各学校では、家庭や地域との信頼を得るために、各種懇談会や学校公開、学校だより、
ブログなどを通して、さまざまな教育活動における児童生徒の様子について、積極的な情報発信
に努めています。
② 教職員の研修と指導力向上
各小・中学校では、校内研修体制を整え、研究授業や研究協議を実施し、互いの指導力向上や
授業改善に努めるとともに、オホーツク教育局の指導主事や教育委員会の指導室職員が、年に複
数回学校を訪問し、具体的な指導・助言を行っています。
また、学校に対する信頼を高めるには、児童生徒へ直
接指導に当たる教員の授業力・指導力などの専門性の向
上が求められることから、学力向上などに実績をもつ道
内外の講師を招き、授業力や学級経営力を高める「指導
力向上研修会」を計４回開催し、延べ３４８人の教員が
参加しました。各学校においては、講師から指導助言を
受けたことを授業に取り入れて実践するなど指導力の向
【 指導力向上にかかわる研修会 】

上に努めています。
「北見市研究指定校」の取組では、小学校６校、中学

校１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１７人、網走地方教育研修セ
ンターに１７６人の教員が参加し、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７４人、「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６１人、冬季４９人の参加があり、
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５人、「剣道実技研修
会」に５人の教員がそれぞれ参加し、事故を防ぐ安全な指導方法について研修しました。
また、教員の指導力を向上させるため、北海道教育委員会から「学校力向上に関する総合実践
事業」「地域連携研修事業」「授業改善推進チーム活用事業」「ふるさと教育・観光教育等推進
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。
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③ 北見工業大学・日本赤十字北海道看護大学との連携協定
北見工業大学との連携では、理数科教育の充実に向
けて、教員対象の研修会「地震に強い地域づくり」に
１０人、「化学実験」に８人の参加があり、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
ました。
また、同大学で例年開催されている「おもしろ科学
実験教室」にも、５５４人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、校長会が
いしざき と も こ

石崎智子特任教授を講師に招き、「こころを病む人との

【 北見工業大学との連携 】

付き合い方」と題し研修会を開催し、３６人の参加の
もと、学校における組織マネジメントについて学びました。

（２）確かな学力を育成する教育の推進
①

学力向上の取組
令和元年（平成３１年）度の「全国学力・学習状況調査」は、毎年実施している国語、算数・

数学に、初めて中学校英語を加えた小・中学校 5 教科で実施され、本市における状況としては、
全国平均（正答数）と比較して、小学校では、国語が全 14 問中「－0.8 問」、算数が全 14 問中
「－0.8 問」、中学校では、国語が全 10 問中「－0.2 問」、数学が全 16 問中「－0.4 問」、英語
が全 21 問中「－0.3 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、国語や英語においては「書
くこと」、算数においては「量と測定」「数と計算」、数学においては「関数」について課題が
みられます。一方、児童生徒質問紙調査では、家庭で勉強をする時間が昨年度と比較すると高く
なっているものの、全国と比較すると依然低くなっており、課題が残っています。
各学校では、自校の調査結果を踏まえた学力向上プランを作成し、ＩＣＴを積極的に活用した
授業づくりや授業と関連を図った家庭学習の充実、長期休業中の補充学習の実施など、実効性の
ある取組を推進しています。
なお、「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いては、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。
また、学習規律の徹底や指導方法の工夫など、学力向上を図る上での重要な基盤となる取組を
まとめた「北見市学力向上３つのスタンダード」（※点検・評価シート２ Ｐ27～28 参照）については、これまで
同様、全小・中共通の重点化・焦点化した取組を進めています。
さらに、教育活動支援講師を引き続き１０人配置し、ティームティーチングや習熟度別学習な
ど、個々の学習状況に応じた指導を充実させ、学力の定着を図っています。
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② 情報教育の充実
情報教育では、各教科や特別活動、総合的な学習の時間において、パソコンなど情報通信技術
（ＩＣＴ）機器を活用した授業が行われており、児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、発達
の段階に沿った内容・方法で情報モラル・マナーについて学習しています。
令和元年（平成３１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（※点検・評価シート 3 Ｐ29 参照）を小学校１２校、中学校５校で行いました。
また、新たに文部科学省のＧＩＧＡスクール構想により、児童生徒 1 人 1 台端末と高速大容量
の校内通信ネットワークを一体的に整備する方針が示されたことから、整備に向けた準備を進め
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
国際理解教育では、外国語指導助手（ＡＬＴ）を１人増員し、北見・端野自治区６人、常呂自
治区１人、留辺蘂自治区１人の合計８人を配置し、各学校へ派遣しました。
ＡＬＴの派遣により、小学校では、３・４年生の外国語活動や５・６年生の外国語における担
任の支援などを通じ、言語や文化について体験的に理解を深める国際理解教育を推進（※点検・評価シート
４

し、中学校では、外国語教育で求められている「聞くこと」「話すこと」を中心にコミ

Ｐ30 参照）

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、令和元年（平成３１年）
度における派遣日数は小・中学校合わせて１,１５４日（３,６７５時間）となっています。
小学校では英語に親しみ、積極的に聞いたり話したりする児童が増え、中学校では聞くこと・話す
ことなどのコミュニケーションスキルの向上が図られました。
④ 環境教育の充実
環境教育では、理科・社会・総合的な学習の時間などで、省エネルギーの取組（節電、節水、用
紙の再利用など）、牛乳パックのリサイクル、北見河川事務所の協力を得て行う無加川の水質調査、
学校周辺などの清掃活動、森林学習など自然体験活動、太陽光発電などの新エネルギーに関わる
施設の活用などを通し、持続可能な循環型社会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引き続き取り組みました。
⑤ キャリア教育の充実
児童生徒が自分の個性や特性を知り、将来に向けて働くこ
との意義や目的などについて理解するため、各小・中学校で
は、地域の事業所や関係機関の協力を得て、職場体験学習、
職場見学学習、社会人を招いた講演会などを実施し、望まし
い勤労観や職業観を学んでいます。
また、選挙で使用される投票箱を活用し、模擬選挙や生徒
会役員選挙等を行うなど、主権者としての自覚を持たせること
ができるよう「主権者教育」を推進しています。
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【 薬局での職場体験学習 】

⑥ 特別支援教育の充実
特別支援教育では、「一貫した支援を進めるための関係機関の連携」「小・中学校における特
別支援教育体制の充実」「教職員の専門性の向上」について、取組の充実を図っています。
教育環境の整備として、平成３０年度から特別支援学級及び通級指導教室にタブレットパソコ
ンとデジタルテレビ（※点検・評価シート５

Ｐ31 参照）

を計画的に導入し、児童生徒の障がいの特性に応じた

わかりやすい授業の実施に努めています。
これらＩＣＴ機器の効果的な活用、さらには児童生徒一人ひとりの教育的ニーズと支援の充実
を図ることを目的に、教職員を対象とした特別支援学級におけるＩＣＴ活用研修会を年２回実施
しました。
また、教員免許を有する特別支援教育活動支援講師（※点検・評価シート５

を令和元年（平成

Ｐ31 参照））

３１年）度はさらに１人増員して５校５人配置し、ティームティーチングや障がいに応じたきめ細か
な指導を行っています。
支援を必要とする児童生徒が安全安心で充実した学校生活を送ることができるよう、「特別支
援教育支援員」は７１人を３７校（特別支援学級３２人１９校、通常学級３９人１８校）に、「医療
的ケア等を行う看護師」２人を２校に配置しています。
加えて、特別支援教育コーディネーターについても１人増員し、２人体制で随時、学校訪問及
び教育相談を行い、支援を必要とする児童生徒の実態把握と特別支援教育にかかわる指導・助言
を通し、各学校の指導体制や教育活動の改善充実を図っています。
「北見市特別支援教育連携協議会」では、支援を必要とする児童生徒の指導方法や授業等に関
する相談を行う「巡回相談」を年１２回実施するとともに、同協議会が主催する６月の「特別支
援教育支援員・支援講師研修会」では、小・中学校の教職員・支援員・支援講師７０人が参加し、
北見市教育委員会特別支援教育コーディネーターが「発達障がいの理解と支援」をテーマに講義
を行い、その後参加者が普段の悩みや取組を交流しました。
また、１２月の「特別支援教育研修会」では、オホ
ーツク障がい者就業・生活支援センターあおぞらセン
あも う

ター長の天羽

ひとし

仁 氏を講師に迎え、「就労までを見通

した特別支援教育と連携について」と題し、講演をい
ただきました。小・中学校の教職員や放課後デイサー
ビスの職員など５６人が参加し、北見市及びオホーツ
ク管内における特別な支援を必要とする児童生徒の進
路の現状を理解することができました。
【 特別支援教育研修会 】

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」「旭川聾学校」２校の専門機関の協
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、令和元年
（平成３１年）度の活用状況は、１９校１０１人となっています。同事業は、特別支援教育の専
門家・実践者から継続して具体的な助言を受けられ、個々の児童生徒への指導や家庭との連携に
大変有効です。
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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
接続を行うための情報交流を行っています。
また、保育から教育へ円滑な接続を図るため、幼小接続期における指導計画の在り方「アプロ
ーチカリキュラム」「スタートカリキュラム」について、実践発表やグループ討議を通して研修
を深めるとともに、「小学校授業見学会」「保育園活動見学会」を開催し、双方の現場を直接見
て学ぶ機会をつくるなど、連携を強化しています。
さらに、「北見市特別支援教育連携協議会」が開催した「特別支援教育研修会」では、北海道
教育大学釧路校教授

にのみや

二宮

しんいち

信一 氏を講師に迎え、「インクルーシブ教育から考える学級づく

り」について、特別支援学級担任、支援員、養護教諭、幼稚園・認定こども園・保育園の職員、
児童館職員、放課後デイサービス職員など１７８人が、職種の枠を越えて学び合いました。
５歳児健康相談を実施している「健康推進課」、支援の必要な子どもたちが通う「子ども総合
支援センターきらり」とも引き続き連携し、小学校へ必要な情報を提供するなど、円滑な接続に
努めています。
⑧ 小中連携
小中連携は、９年間の学びを一体のもとのとらえ、発達段階を踏まえた一貫性のある継続的な
指導を行うことです。児童生徒の「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、各校の教育課程や児童生徒の様子に
ついて、情報交流を図りました。
また、中１ギャップを防ぐため、特に小学校６年生に
関する情報交換を随時行うとともに、入学前の小・中学
校の担当者によるきめ細かな引継ぎやＰＴＡ合同研修会
や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進

【 小学校の外国語活動の乗り入れ授業 】

めました。

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

道徳」は、意見を交流することにより、さまざまな考え方があることに気付か

せ、価値意識を築き上げていく「考え議論する道徳」の実現に向け、指導方法の工夫改善に取り
組んでいます。
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また、家庭と連携した道徳教育を目指し、すべての学
校の参観日等で道徳の公開授業を実施し、道徳の授業内
容を保護者や地域の方たちに知っていただくとともに、
体験的な学習（特別活動、総合的な学習の時間、宿泊研
修、修学旅行）において、自然体験、高齢者との交流、
妊婦体験学習、車いす体験、募金活動、ボランティア活
動など多様な体験を通して、人とのふれあいを大切にし
【 高齢者体験学習 】

②

ながら、豊かな心を育む取組を行っています。

生徒指導体制の充実
令和元年（平成３１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１２件、中学

校で２７件となっており、平成３０年度と比較し、小学校で２件の増加、中学校で１３件の減少
となりました。小学校、中学校どちらにおいても「家出・無断外泊」「ネットトラブル」の事案
が増加しています。
問題行動の発生件数は、年度によって大きく変動しますが、問題行動を未然に防止するため、
日頃から「児童生徒理解」を深め、「教職員と児童生徒との信頼関係」を築くための「教育相
談」を積極的に実施し、生徒指導研修や情報交流を行うことで児童生徒一人一人についての情報
を共有し、きめ細かい対応や指導ができるよう取り組んでいます。また、管理職・主幹教諭や生徒指導主
事を中心に、学校全体で迅速かつ適切な対応ができる指導体制づくりを進めるとともに、すべて
の教育活動において日常的に規範意識を育む活動を行っています。
また、児童生徒のさまざまな問題行動について情報交流や対応策の協議を行う「生徒指導担当
教員連絡協議会」の開催、教育専門相談員等による学校訪問を行い、さらには児童相談所・警
察・北見市（子ども支援課）・人権擁護委員会・民生委員児童委員協議会などの関係機関・部局
と連携しながら、問題行動の未然防止・早期発見・早期対応に努めています。
③

いじめ・不登校対策の推進と教育相談体制の充実
令和元年（平成３１年）度におけるいじめの件数は、小学校６３件、中学校３８件の合計１０

１件となっており、平成３０年度と比較して、小学校は１６件の増加、中学校で１７件の増加と
なりました。軽微な事案に対しても危機感を持って「いじめ」と認知し、児童生徒への指導及び
長期における経過観察を行っています。
いじめの態様では、「冷やかし・からかい・悪口や脅し文句・いやなことを言われる」が全体
の７４％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３４％、「仲間はずれ、集団から無視される」が１４％、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７８％と大半を占め、「本人からの訴え」が９％、「保護者からの訴
え」が８％となっています。
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いじめは、いつでもどこでも起こりうることから、平成３０年１０月に改定した「北見市いじ
め防止基本方針」を基に、いじめの防止・早期発見・対処のための対策を総合的かつ効果的に取
り組んでいます。また、「いじめ・不登校対策コーディネーター」が、各学校と関係機関との連
携を図りながら、家庭や学校との相談・支援を行っています。
６回目になる教育委員会主催の「いじめのないまち
づくり子ども会議」を１２月に開催し、小学校児童会
（８校）２０人の参加者を加え、市内全中学校の生徒
会を中心とした代表者が集まり、いじめ根絶に向けて
どのような取組ができるか協議を行い、その結果を各
学校の取組に生かしています。
令和元年（平成３１年）度の不登校児童生徒数は、
１６２人（小学生６０人、中学生１０２人）で、平成

【 いじめのないまちづくり子ども会議 】

３０年度と比較して２８人の増加となっています。
適応指導教室「あおぞらくらぶ」の在籍数は１５人（小学生５人、中学生１０人）となってお
り、在籍する児童生徒の専門的な教科指導体制を整え、学習支援の強化を目的とした、適応指導
教室学習支援事業により、令和元年（平成３１年）度においては、児童生徒の要望に合わせ、教
員ＯＢの学習サポーターが国語の学習支援を実施しました。
不登校解消に向けては、「家庭訪問を行い、学業や生活面での相談を行うなど、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」「教師との触れ合いを多くするなど、教師との関係を改善し
た」などの取組を実施しています。（複数回答あり）
しかし、不登校は、「いじめを除く友人関係の問題」「不安など情緒的混乱」「学業不振」
「学校における人間関係」「無気力」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、今後も学校や家庭と連携を深め取り組みます。
教育相談体制の充実では、４人のスクールカウンセラーと１人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９７３件（１，４０７人）であり、前年度よりも６１件（２４４人）の増加
となっています。
また、教育専門相談員といじめ・不登校対策コーディネーターは、保護者や教員から１００件
の相談に対応したほか、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。
近年は、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、解決に時間がかかるケースが増えており、いじめや不登校の原因が複
雑・多様化している状況から、教職員が現場ですぐに活用できる各種手引書を配付するほか、関
係機関との連携を図りながら、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支援を
しています。
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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し、

令和元年（平成３１年）度における全小・中学校の蔵書総数は、２７５，７７４冊（標準蔵書冊数に対
する達成率 ８９.５７％）となっています。
また、「学校司書」を配置したことにより、学校図書館を訪れる児童生徒が増えるとともに、
読書習慣の定着など、一定の成果が現れていることから、令和元年（平成３１年）度においては、
２人の学校司書を増員し、８人体制で１９校への支援を行いました。なお、令和２年度から令和
４年度においても、毎年２人ずつ学校司書を増員していく予定です。
あわせて、学校司書を配置した学校図書館には、図書を管理するための専用パソコンを設置し、
図書台帳のデータベース化による適切な管理と貸出しなどの手続きの効率化を図りました。
また、「朝読書」の実施や「学級文庫」を教室に設置して読書活動を全校で推進するほか、教
員や学校司書、ボランティアの方々の「読み聞かせ」により、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、豊かな感性を育むことを目指し、
継続して児童生徒の読書活動の支援に努めます。
⑤

体力向上の取組
令和元年（平成３１年）度の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果では、小学校男

子では「握力、反復横とび、ソフトボール投げ」の３種目、小学校女子では「握力、上体起こし、
反復横とび、ソフトボール投げ」の４種目が全国平均を上回りました。
一方、中学校男子では「握力、反復横とび、ハンドボール投げ」の３種目、中学校女子では全
国平均を上回った種目はありませんでした。小学校男子においては、平成３０年度よりも上回っ
ている種目が多く、中学校女子の体力・運動能力に課題が見られます。
すべての小・中学校の全学年で、新体力テストの全種目を実施しており、その結果を踏まえ学
校独自の「体力向上プラン」を作成し、体育の授業をはじめ行事や部活動など教育活動全体を通
して体力向上の取組（※点検・評価シート２

Ｐ27 参照））

を進めてい

ます。
また、「北見市体力向上推進委員会」主催の年２回
（夏季・冬季）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います。
幼児期から中学校時期まで継続して、発達段階に応
じた運動の楽しさを体感する指導方法や声のかけ方を
共有するとともに、体力向上を進めるための体育授業
【 体力向上推進委員会主催の研修会 】

⑥

の改善について、広く発信する取組を行っています。

健康・安全教育の充実
健康・安全教育では、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
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防署の協力を得て、交通安全教室、防犯教室、薬物乱用防止教室、救急救命教室等を実施するな
ど、児童生徒一人一人が健康や安全について考え、自らが実践できる力の育成に努めています。
また、子どもたちの健康増進に向け、平成２９年度から全小学校に拡大した「フッ化物洗口」
を継続して取り組んでいます。
⑦ 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年２回実施することで、自らが危険を察知・回避し、身を守り安全な行動
をとることができる態度や能力の育成に努めています。
また、網走地方気象台や北見市防災危機管理室の協力のもとで作成した「北見市防災教育の手
引き」を活用し、防災教育に関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っています。
⑧ 食育指導の推進と学校給食の充実
「北見市健康づくり計画」のうち、「食育推進計画」における『食を通した健康の維持・増
進』『食への感謝と食関連産業への理解と支援』『多様な暮らしに対応した食と、食文化の継
承』『食育を推進する基盤づくり』の４つの柱に基づき、学校給食が担う取組を進めました。
食に関する指導では、児童生徒が、健やかで心豊かに
生きるための基礎として、命の源である食の重要性、食
を通じた地域等の理解、食文化の継承など、食に関する
正しい知識や望ましい食習慣を身に付け、自然の恵みや
生産者への感謝の気持ちを育むよう、栄養教諭・学校栄
養職員が他の教職員と連携し、各教科や特別活動などの
教育活動を通じて取組を行いました。
地産地消推進の取組では、地元企業に協力をいただき、
学校栄養士が考案した北見地方産玉ねぎとじゃがいもと
高知県産にらを使用した給食用コロッケを提供したほか、
これまでと同様に市の主要農産物である玉ねぎとじゃが
いも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、給食施設への納入
などで農協、市場、納入業者等の協力をいただき、地場
産農産物の使用率は、玉ねぎが９６．４％、じゃがいも
【 中学校の食育授業 】

が９０．１％となりました。その他の野菜についても、

市場に出回る時期には積極的に地場産を使用し、使用率の向上に努めました。
安全で安心な学校給食の提供では、学校給食で使用される食材を抽出し、その食材について微
生物検査（２回１４検体）、食材残留農薬検査（１回２検体）を行ったほか、「学校給食におけ
る食物アレルギー対応マニュアル」の運用による医師の診断と指示に基づいた食物アレルギーの
対応、校内での教職員間の情報共有や対応などの取組により、学校給食の安全性の確認及び確保
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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ます。

（４）教育環境の整備
①

安全で安心な教育環境の整備
温根湯中学校改修事業では、温根湯小学校と温根湯中学校を統合し、新たに「義務教育学校」

を設置するための校舎等改修工事を実施しました。旧耐震基準の温根湯小学校校舎を用途廃止す
ることで、すべての市立学校において耐震化が完了しました。
旧端野中学校解体事業では、地域住民の安全な生活環境を確保するため、令和元年度に解体実
施設計を行い、令和２年度に屋内運動場、令和３年度には校舎の解体工事を進めることとしてい
ます。
また、児童生徒の安全安心な学習環境の整備を図るため、国の交付金事業を活用しながら、屋
内運動場における照明やバスケットゴールの非構造部材の落下防止対策を計画的に進めており、
小・中学校それぞれ２校の改修工事を実施しました。
本市の学校は、昭和 50 年代に建てられた施設が最も多く老朽化が進んでいますが、求められる
学習環境機能の多様化やバリアフリー化などを維持しつつ、中長期的な視点で施設整備に係るト
ータルコストを抑え、予算の平準化を図りながら学校施設を延命化させるための長寿命化計画を
令和２年度までに策定することとしています。
② 小・中学校の適正配置
「北見市立小・中学校の適正規模に関する基本方針」では、望ましい学校規模を、①教育活
動・学習指導面、②人間関係面、③学校運営面の３つの視点で考え、当面は小規模校のうち「複
式学級を有する学校」を対象に、どのようにして子どもたちにより良い教育環境を提供していく
のか、教育委員会の考え方を具体的に示しながら協議を進めていくこととしています。
平成３０年３月に、温根湯地域のＰＴＡと地域関係者の代表から、温根湯地域の子どもたちの環
境整備に関する要望書が提出されたことから、要望の主となる温根湯小学校と温根湯中学校の校
舎統合に合わせた義務教育学校の導入に向けて、ＰＴＡや地域関係者との協議検討を進めた結果、
令和２年３月３１日をもって温根湯小学校と温根湯中学校をそれぞれ廃止し、令和２年４月１日
より新たな義務教育学校「おんねゆ学園」を設置することとしました。
また、令和元年８月には、上仁頃小学校のＰＴＡと地域関係者の代表から、今後の児童数の推
移を踏まえ、令和３年度をもって同校を閉校し、令和４年度から端野小学校へ通学移行を希望す
る内容の要望書が提出されたことから、ＰＴＡや地域関係者との協議検討を進めています。
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今後も、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、交通安全教室や正しい
自転車の乗り方などの安全指導を実施したほか、警察官ＯＢ２人をスクールガード・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
び助言を行いました。
隔年で学校や警察などの５者で実施している通学路の安全点検では、平成３０年度からは、新たに
防犯の観点での点検も加え、危険箇所の把握と児童生徒への安全指導及び関係機関との連携によ
る環境整備を行っています。
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。
令和元年（平成３１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１９件
配信し、平成３０年度と比較し３件減少しています。
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ます。
④ 私学の振興・修学支援等の充実
私学の振興では、平成３１年４月から男女共学化された北見藤高等学校のほか、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、さらに北見藤高等学
校に対しては、これまでと同様に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）に対する支援も行いました。
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附金をもとに、支給
対象者の拡充を図り、令和元年（平成３１年）度の新規募集においても１５人分の予算を増額措
置し、修学機会の確保に寄与しました。
また、大学などに入学する生徒の保護者に対する入学準備金貸付制度についても、金融機関か
ら有利な条件で借りられる本制度に基づき、例年どおり貸付事業を実施し、修学支援の継続に努
めました。
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点検・評価シート １
平成３１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

重点施策

指導室

①コミュニティ・スクールの導入（管理及び執行状況の評価 15 ページ）
一人一人の子どもが心豊かで健やかに育ち、将来に向けて自立できる力を身に

具体施策

つけるには、学校、家庭、地域が連携・協働していくことが重要です。

（Ｐｌａｎ）

このことから、コミュニティ・スクールとしての機能を生かし、学校運営の改
善を図り、「地域とともにある学校づくり」を推進します。
●令和元年（平成３１年）度は、小学校２２校、中学校１４校、あわせて３６校
から学校運営協議会の設置申請があり、コミュニティ・スクールとして指定をし
ました。
●各学校の実情に応じ、学校運営協議会を適宜開催しています。

実施状況
（Ｄｏ）

●学校間の実践内容の交流を目的に、各学校の運営委員や管理職を対象に「コミ
ュニティ・スクール実施状況交流会」を実施しました。
この交流会では、中央小学校からの実践発表の後、グループ毎の協議を行い、
協議内容の発表及び質疑応答を行い、コミュニティ・スクールについての理解を
深めました。

児童生徒の登下校の見守りや「総合的な学習」の講師の手配など、これま

成

で教員が担っていた業務の他、学校と地域が一体となった行事への支援な
ど、学校の応援団としての機能を担っていただいています。

果
評価検証
（Ｃｈｅｃｋ）

スタートして間もないこともあり、地域によって取組の温度差は否めない
ところです。

課

期待される機能は「校長の学校運営の基本方針の承認や意見表明」ですの

題

で、各校長が適切に自校の実態を踏まえ、その課題解決に向けた方針をわか
りやすく示し、より多くの意見をいただくことが必要です。

今後の
方

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

今後も「コミュニティ・スクール実施状況交流会」を実施し、さまざまな実践
の交流を図るとともに、運営委員の研修機会となるような内容の充実に努めま
す。
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点検・評価シート ２
平成３１年度 教育行政方針
基本方針

担当課

２．学校教育の充実
（２）確かな学力を育成する教育の推進

指導室

（３）豊かな心や健やかな体を育成する教育の推進
重点施策

（２）－①学力向上の取組（管理及び執行状況の評価 16 ページ）
（３）－⑤体力向上の取組（管理及び執行状況の評価 22 ページ）
●全小・中学校で「北見市学力向上３つのスタンダード」の取組をより一層推進します。

具体施策
（Ｐｌａｎ）

●児童生徒の体力向上を図るためには、幼児から発達段階に応じた系統的な指導が不
可欠であり、教員の指導力及び指導方法を高めるための取組を進めます。

●「北見市学力向上３つのスタンダード」の推進
全小・中学校が、学習環境の整備、指導技術の向上、指導方法の工夫の３つの視点
で、自校の課題に応じて学力向上プランを作成し、日常的に ICT を積極的に活用する
授業づくりなど、実効性のある取組を推進し、授業改善を行いました。
また、「北見市学力向上推進委員会」と連携し、年度当初に「家庭学習の手引き」を全
小・中学校の保護者に配布するとともに、授業と関連させた家庭学習の充実や長期休
実施状況
（Ｄｏ）

業中の補充学習などに取り組み、学習習慣の確立に努めました。
●体力向上の取組について
「北見市体力向上推進委員会」と連携し、夏季及び冬季の年２回幼・保・小・中の教
職員を対象とした講習会を開催しました。夏季は「鉄棒運動や跳び箱運動に必要な基
礎感覚づくり」をテーマに講座を開催し、４３人が受講。また、冬季は「ボール遊び」をテ
ーマに講座を開催し、６０人が受講しました。
また、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」に向け、各校における児童生徒の課
題を把握し向上させるため、調査種目の複数回の事前練習の実施を推進しました。

「全国学力・学習状況調査」の結果から、小学校では、国語で「読むこと」、算数
で「図形」が全国平均に最も近くなっています。また、「授業で ICT を活用したいと
思う」と回答した児童の割合が、全国平均を上回っています。中学校では、国語で
「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」、数学で「資料の活用」、英語で
評価検証

成

（Ｃｈｅｃｋ）

果

「聞くこと」が全国平均を上回っているほか、「家で、自分で計画を立てて勉強して
いる」と回答した生徒の割合が、全国及び全道平均を上回っています。
「北見市体力向上推進委員会」による講習会においては、発達段階における子
どもの「体つくり運動」の方法を学ぶとともに、上級学年につながるために必要な運
動能力を把握し、系統的な指導について理解を深めることができました。
また、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」に向けては、事前練習を複数回
実施することで、４月から７月までに数値として体力向上の成果が見られました。
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さらなる学力向上のためには、各校の課題に応じた取組をより重点化・焦

課
題

点化し、質の高い指導と評価を積み重ねることが必要です。
さらなる体力向上を図るために、児童生徒が自分の課題を把握し、自主的・自発
的に運動する態度を育てることが必要であり、各学校では、発達段階に応じた指導
方法の工夫と指導力の向上、体力調査に向けた調査種目の複数回の事前練習が
重要です。
学校教育指導訪問や指導力向上研修会等を通し校内研修を活性化させるとともに、

日常の授業改善のポイントの適切な指導・助言を行います。
今後の

子どもの意欲を高める手法や指導技術向上のための研修を一層充実させます。

方

「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」に向けた複数回の事前練習の実施を全市

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

立学校において行えるよう啓発するとともに、各学校が家庭や地域と連携を図り、児童
生徒が運動やスポーツに対する意欲を今まで以上に高め、運動習慣が定着するよう取
組を推進します。
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点検・評価シート ３
平成３１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

具体施策
（Ｐｌａｎ）

総務課

②情報教育の充実（管理及び執行状況の評価 17 ページ）
国が掲げる整備方針を目標として環境整備を進め、ＩＣＴ機器を積極的に活用
して児童生徒にわかりやすい授業を提供し、学習環境の向上を図ります。
●更新時期を迎えた学校の教育用コンピュータ機器の更新を進めます。
●教育用コンピュータの計画的な更新
配置から８年を経過し、学校のコンピュータ教室などに配置する更新時期を
迎えた教育用コンピュータについて、小学校１２校、中学校５校の更新を行う
とともに、併せて教育用デジタル教材の更新についても、校長会や教職員等の
意見を聞きながら進めました。
更新にあたっては、平成２５年度に文科省が策定した「第２期教育振興基本

実施状況

計画」における１校あたり４０台の目標水準を満たすよう、平成２７年度の更

（Ｄｏ）

新分から増台しており、各校の今後６年間の児童生徒の推計数の最大値で積算
し、不足が生じないよう進めました。
＜令和元年（平成３１年）度 更新実施校＞
小学校：中央、北、高栄、緑、相内、上仁頃、端野、常呂、錦水、川沿
留辺蘂、温根湯
中学校：東陵、端野、常呂、留辺蘂、温根湯

成

機器の更新により、日進月歩で進化する機器に対応し、児童生徒が良好な
環境の下、最新機器が使用できるようになり、さらに広がりのある授業展開

果

が可能になりました。

評価検証
令和元年度に文科省が新たに示した「ＧＩＧＡスクール構想」では、多様

（Ｃｈｅｃｋ）

課
題

な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びを実
現するため、児童生徒１人１台端末の整備と高速大容量の校内通信ネットワ
ークの整備が求められているほか、整備した機器について、教員が有効に活
用するためのＩＣＴ技術の向上等、総合的に環境整備を進めていく必要があ
ります。

今後の
方

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

「ＧＩＧＡスクール構想」における国の補助制度を活用しながら、計画的に整
備を進めるほか、授業への効果的な活用に係る研修会を開催するなど、教員の
ＩＣＴを活用した指導力の向上に努めます。

- 29 -

点検・評価シート ４
平成３１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

③国際理解教育・外国語指導助手（ＡＬＴ）の活用
（管理及び執行状況の評価 17 ページ）

国際理解教育において、小学校の外国語活動及び外国語、中学校の英語をはじ
具体施策

めとしてさまざまな教育活動において、ＡＬＴを学校に派遣し、日本と外国の言

（Ｐｌａｎ）

語や文化の相違についての体験的理解を深めるとともに、コミュニケーション能
力の向上を図ります。
●外国語指導助手（ALT）の小中学校への派遣
学習指導要領の改訂により、小学校に外国語が導入され、大幅に授業時数が増
加したことから１人増員し、北見・端野自治区６人、常呂自治区１人、留辺蘂自
治区１人と合計８人のＡＬＴを派遣しています。なお、増員した１人は、姉妹都
市エリザベス市から招へいしています。

実施状況
（Ｄｏ）

令和元年（平成３１年）度は、小学校へ６７３日、中学校へ４８１日の派遣を
行いました。小学校の外国語活動及び外国語で２，３００時間、中学校の英語で
は、１，３７５時間の授業を行いました。
●ＡＬＴと教員が連携した教育活動
児童生徒が主体的に英語を用いてコミュニケーションを図る活動を中心とした
授業を構築するとともに、異文化や生活習慣、歴史などにも興味・関心を持たせ
ることで、グローバル化に対応した取組を推進しました。
ＡＬＴと担任、教科担任が協力し授業を行うことにより小学校の外国語活

成

動及び外国語、中学校の英語において、異文化を視覚的な教材教具を使いな
がら言語の違いの認識を深め、児童生徒の興味・関心を高めるきっかけとな

果
評価検証

りました。

（Ｃｈｅｃｋ）

昨今の国内は、公立義務教育段階の学校に、外国人児童生徒が多数在籍し

課

ており、学校の多国籍化・多文化化が進んでいます。
本市にも在籍していますが、教科の学習内容を十分に理解するレベルの日

題

本語能力が十分ではありません。
外国人児童生徒の特性を生かした指導の在り方が課題です。
小学校の外国語活動及び外国語、中学校の英語において、児童生徒が異なる言

今後の

語、異文化に興味・関心を持ち、英語のコミュニケーション能力が向上するよう

方

一層充実した取組を行ってまいります。

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

また、外国人児童生徒への指導についての情報提供を積極的に行ってまいりま
す。
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点検・評価シート ５
平成３１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 18 ページ）
●特別支援学級及び通級指導教室に、タブレットパソコンとデジタルテレビを計画的に導

具体施策
（Ｐｌａｎ）

入します。
●支援員及び医療的ケア等を行う看護師の配置に加え、特別支援教育活動支援講師を
増員します。
●タブレットパソコンとデジタルテレビの計画的な導入
各学校において、特別な支援を必要とする児童生徒が増加しており、障がいの特性に
応じた支援や学習効果を高める指導方法の工夫が急務となっていることから、平成３０年
度からタブレットパソコンとデジタルテレビを特別支援学級及び通級指導教室に導入して
います。
平成３０年度は特別支援学級設置の小・中学校に１セット、令和元年度は肢体不自由

実施状況

学級及び小学校の自閉・情緒学級、令和２年度は中学校の自閉・情緒学級、病弱、言

（Ｄｏ）

語、難聴学級、令和３年度は知的学級に配置し、４年間ですべての特別支援学級及び通
級指導教室へ配置する計画です。
●特別支援教育活動支援講師の増員
これまで生活介助を行う支援員や医療的ケア等を行う看護師に加え、教員免許を所持
し学習指導が可能な「特別支援教育活動支援講師」を配置してきました。
特別支援学級に在籍する児童生徒の増加に伴い、より一層、児童生徒への学習支援
のニーズが高いことから、教育活動支援講師を１人増員し、５校に５人配置しました。
発達障がいなどにより、学習に困難を抱える児童生徒への支援におけるＩＣＴの活

成
評価検証

果

用は、子ども一人一人のニーズに合わせ、さまざまな困難を取り除き、減らすなどの
大きな教育的効果が得られ、学習の積み上げが可能となっています。
また、直接児童生徒に教えることができる教員免許を保有する「特別支援教育活
動支援講師」の増員により、障がいから起因する苦手な学習の克服の面で成果が上

（Ｃｈｅｃｋ）

がっています。

課

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

題
今後の
方

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

動支援講師等の研修も引き続き実施することが重要です。
成果が上がっている学校の実践事例を紹介し、特別支援教育コーディネーターや実

践経験の多い教員が講師となり、実効性ある研修会を工夫して実施するなど、特別支援
教育を担当しているすべての教員、支援員等の指導力の向上を図ります。
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２. 社会教育部
（１）自ら学び成果を活かす社会教育活動の推進
①

生涯学習機会や学習情報の提供

明るく豊かな地域づくりを進めるため、自発的な学習と充実
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
の実現が求められています。こうしたニーズに応えるため、各
種社会教育団体、サークル、指導者等の生涯学習情報を一元的
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、市民の自主的な生涯

【出前講座「ミント宅配便」市民編公開講座】

学習活動の支援に努めました。
また、市民への学習機会の提供、市民自らが培った知識や経験を活かす場となる出前講座「ミン
ト宅配便」では、新型コロナウイルスの影響により、多くの講座が中止となりましたが、開催件数
は過去最高の４０８件となり、生きがい、まちづくり、地域活動につながる取り組みはより一層の
向上が図られています。しかしながら、受講者数については減少傾向にあるため、社会情勢の変化
に応じた一人一人の生涯学習への取り組みを支援し、活力ある社会の形成へとつなげる必要があり
ます。
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② 公民館事業の充実
公民館は地域住民のために社会教育を推進する拠点施設として中心的な役割を担う施設であり、
各種公民館講座を全７６回開設し、延べ８６４人の参加者が学ぶきっかけづくりとなり、教養の
向上、健康の増進、生活文化の振興が図られました。
「小・中学生俳句コンクール」では、計２５校から１，９０４句が集まり、俳句づくりを通し
て、豊かな心を育むことにつながりました。
「新春小・中学生下の句かるた大会」では、３９人の
参加があり、北海道の伝統的な遊びを通して、正しいル
ールやマナーを身につけながらチームワークを養うとと
もに、青少年の健全育成が図られました。
「新春文芸大会」では、川柳４０句、短歌１２首、
俳句１１２句の作品が集まり、延べ８８人の参加があり、
文芸愛好者の作品発表の機会を提供し、作品を通して、
【新春小・中学生下の句かるた大会】

交流を深めることで、伝承文化の承継を図ることができ
ました。

③ 高齢者教育の充実
公民館では、高齢者が生きがいのある人生やうるおいのあ
る地域づくりを目指して自ら学び続け、社会の変化にも対応
できるよう、６０歳以上の方を対象とした「高齢者大学」
(※点検・評価シート６

P39 参照)

を開設し、学ぶ機会と交流機会を提供し

ています。
中央公民館の「ことぶき大学」では１７９人、端野町公民
館の「しらかば大学」では１０５人、常呂町公民館の「オホーツ

【北見ことぶき大学 運動会】

ク大学」では９１人、留辺蘂町公民館の「るべしべ寿大学」では
５７人の学生が、現代に生きる高齢者として、社会の事象を正しく理解するための高齢期の生き
方をはじめ、食と健康・生活文化などを学びました。
また、大学祭やパークゴルフ大会により、各自治区の高齢者大学間の交流を深めました。
④ 図書館サービスの充実
北見市立図書館振興計画に基づき、講演会や講座などの自
主事業を行うとともに、ボランティア団体との共催や協力に
よる図書館まつり、読み聞かせイベント、児童文学者講演会
など市民が図書にふれるきっかけとなる行事を実施しました。
また、各自治区の地区館では移動図書館車の運行により、来
館が困難な子どもたちへの貸し出しや地域住民への資料提供
【 中央図書館「角野 栄子氏 講演会」 】

を行いました。
さらに、雑誌を広告媒体として活用することにより、雑誌

購入のための財源を確保するとともに民間事業者などに情報発信の場を提供する雑誌スポンサー
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事業の拡充に引き続き取り組みました。
そのほか、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための臨時休館中は、特例で電話により電子
書籍利用登録を受け付けるとともに、特定コンテンツの読み放題を実施するなど、図書館サービ
スの充実に努めました。

（２）学校・家庭・地域が連携し子どもを育てる環境づくりの推進
① 家庭教育の支援
子育てに関する悩み・不安・喜びを、地域・学校と連携した学
習活動や子育て支援を通して共有し、子どもたちの健やかな成長
を見守る環境づくりを目的に、２つの学級を開設しています。
こそだて学級（１１学級）では、市内で活動する子育てサーク
ルや支援グループを対象に、食育や野外活動といった子どもたち
の学習機会を各団体が目標に沿って企画し、多彩な体験活動を行
【はぐくみ学級】

いました。また、育児に対する不安や悩みを分かち合い、相談が
できる場として相互交流を深めました。

はぐくみ学級（７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
に、子どもたちの豊かな心・生きる力を育むことを目的に、地域・学校と連携した集団による家
庭教育に取り組みました。親子で参加する運動教室や工作教室など多岐に渡る活動が展開され、
子ども同士の交流と併せ、保護者同士の交流の場としても活用されました。
実施回数は、こそだて学級９３講座、はぐくみ学級２６講座を実施し、団体ごとにそれぞれ特
色のある目標を掲げ、精力的な学習活動に年間を通して取り組みました。
また、児童の土曜日の教育環境を充実させ、学校・家庭・地域が連携する多様な学習や体験活
動の機会を提供する「土曜学校」を市内５つの小学校で実施しました。市内で活動する講師によ
る折り紙工作や体操教室をはじめ、地元：北見工業大学の協力のもと企画した科学実験教室を実
施し、延べ１４２人の児童が参加しました。
図書館では、第３次北見市子どもの読書活動推進計画に基づき、北見市学校図書館協会との共
催による児童・生徒読書感想文コンクールの実施、図書館司書が学校図書室の環境整備を支援す
る学校図書館運営相談事業、朝の読書や授業に活用できる学校支援セットの貸し出しなど、子ど
もが自ら読書を楽しみ、考える力を育む環境づくりの整備・充実に取り組みました。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、乳幼児健康診査時に絵本の読み聞かせや紹介を行うとともに、図書館カードの登録を呼びか
け、登録した親子を図書館デビューイベントに招待する「乳幼児絵本スタート事業」(※点検・評価シート
7 P40 参照)

を引き続き実施しました。
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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
① 生涯スポーツの推進
スポーツは、日常生活を充実させるとともに、地域に活力をもたらすものであり、豊かな市民
生活実現には継続的な推進が必要です。このため、地域におけるスポーツの活性化に向け、障が
い者を含め幼少期から高齢期までのすべての人々が、それぞれのライフスタイルに合わせて、だ
れでも・いつでも・どこでも・いつまでもスポーツやレクリエーション活動に親しめるよう、
「北見市スポーツ推進計画」に基づき、１歳児からの幼児と親が参加できる「コアラくらぶ」を
はじめ、「キッズスポーツ教室」「ジュニア・アスリートチャレンジアカデミー」「ヘルシース
ポーツ教室」「水泳教室」「ペタンク教室」「スキー教室」や「カーリング教室」などのスポー
ツ教室の開催や指導者の派遣を行いました。また、２年目の継続事業として、パラアスリートを
講師に招き、パラスポーツを体験し、講師の体験談を聞く機会を提供することで、小・中学校の
児童・生徒に夢や勇気を持つ力を学んでもらう「あすチャレ！スクール」

(※点検・評価シート８

P41 参照)

を行いました。
② スポーツ合宿の推進
スポーツ合宿事業は、国内の第一線で活躍するトップアスリートのプレーを直接感じることが
できることや、少年団・高校生など選手へのクリニック、マネージャー向けのセミナーなどで交
流を図ることで、関係者の意識や技術レベルが向上する効果があり、地域の活性化にもつながる
ものです。令和元年度はラグビーワールドカップ日本開催の影響で、社会人ラグビーチームの本
市での合宿はほぼ見送られたもの
の、学生ラグビーをはじめ、バレ
ーボール、バスケットボール、陸
上、サッカー、スキー、カーリングな
ど年間を通じバランスよく合宿が行わ
れるよう誘致を進めた結果、１６
３チームが訪れ、参加者としては延
べ１６，３３５人となりました。
【 スポーツ合宿 】

（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
北見市における伝統文化の継承及び奨励を目的とし、
次世代を担う子どもたちに芸能や生活文化に関する活動に
参加する機会として「伝統文化子ども教室」を実施しまし
た。令和元年度は和太鼓２団体・民謡１団体・和楽器１団
体・華道１団体 計５団体による教室を計１３３回開催し、
練習や発表会を通して、伝統文化に対する理解や関心を深
【 きたみ市民芸術祭 第３８回総合芸術祭】

めました。
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また、市民が携わる文化活動への興味関心や理解を深めることを目的に、文芸・芸術・舞台による発表
の機会を設ける「きたみ市民芸術祭」(※点検・評価シート 9 P42

参照)

を実施しました。大人から子どもまで幅広

い年代の市民が延べ４，５４０人参加し、日頃の活動の成果を発表することと併せ、参加者同士
の交流を深める場にもなりました。
また、北見・端野・常呂・留辺蘂の各自治区では１１月に文化祭を開催し、地域の特色を活か
した舞台や展示の発表を行っています。４自治区交流事業として、北見自治区で開催する『美術
展』に出品された絵画・水墨画・工芸部門の作品を計９点、３自治区の文化祭の展示発表に参加
する機会を設け、地域間文化交流を行いました。
さらに、市民に優れた音楽や演劇、落語など、舞台芸術の鑑
賞機会を提供する「北見市民ホール自主文化事業」として、音
楽では「川井郁子

１００年の音楽コンサート」、「鍵盤男子

コンサート２０１９

Freedom」、落語では「北見寄席２２

納涼競演会」、演劇では「世襲戦隊カゾクマンⅢ」、「劇団
イナダ組北見公演『talk talk』」、「人形劇団ひとみ座『リア
王』」また、他機関との共催事業として「大野雄二＆ルパンテ
【 北見市民ホール自主文化事業
川井郁子 １００年の音楽コンサート】

ィックシックス with Fujikochans『ルパンジャズライブ』」、
「きかんしゃトーマス

クリスマスコンサート『ソドー島のメ

リークリスマス』」、「NHK『弾き語りフォーユー』公開録音」の全９事業を実施し、その他の
自治区においても演劇、落語、音楽などの「芸術文化鑑賞事業」を実施しました。しかし、新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点から「松田華音ピアノ・リサイタル」及び常呂町公民館芸術
文化鑑賞事業「山田姉妹コンサート」の２事業の公演を中止しました。
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、木版画からカ
ラーコピーに至るまでの幅広いプリントアートを紹介する
『版画って何だ！？

―木版からコピー機まで―』

（入場者数１，０６４人）と、浮世絵師・歌川広重による
複数の版を見ることができる『歌川広重

二つの東海道五

拾三次』（入場者数２，８０８人）を開催しました。また、
北見市高校生美術展（入場者数３５１人）や美術館講座合
同作品展（入場者数２４８人）なども実施し、さまざまな
分野・切り口から市民へ美術鑑賞機会の提供に努めました。

【美術企画展
「歌川広重

二つの東海道五拾三次」 】

博物館活動では、ロビー展で『博物資料・新規収集品展』、企画展示では『真空管ラジオの世
界』、『絵葉書コレクション』、『中ノ島遺跡～半世紀のあゆみ～』を実施しました。
さらに、市内各所をフィールドとし現場で実物を体感する「自然観察会・自然体験教室」、ど
んなものが博物館で収集されてきたのかを知ってもらう「収蔵庫公開」などを実施し、これら各
種展示や事業を通じ、地域の歴史・自然・風土への市民理解を深め、未来への継承に努めました。
科学館活動では、実験や工作で創造工夫する喜びを体感する「少年少女発明クラブ」や「科学
の祭典」、天文宇宙に関する知識興味の普及を図る「天体観望会」や「中垣哲也オーロラトーク
ライブ」を開催したほか、小さなお子様連れや障がい者の方にも安心して観覧いただける「きら
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きらプラネタリウム」を毎週日曜日の１０時に設定し、幅広いニーズに応え、自然科学への興味
関心の向上を図りました。
③ 文化財の保護と活用
文化財は郷土の歴史や文化を理解するために欠かせないものです。人類の長い歴史の中で生ま
れ、文化発展の基礎となるもので、歴史・文化や風土・自然を後世に伝え豊かなまちづくりを行
うため、各種文化財の保護と活用に取り組んでいます。中でも先史時代から開拓期・近代にわた
る歴史的な資料や建造物、地域の特色を示す植物など計１３件を市指定文化財とし、保全を図っ
ています。ハッカ記念館、ピアソン記念館は展示活動や事業を通じて普及啓発を行い、ハッカの
蒸溜実演やピアソン記念館グリーンコンサートなどを実施しました。
留辺蘂の温根湯エゾムラサキツツジ群落は昨年と同様につつじ祭りでの公開を行い、端野町で
はカタクリ及び周囲の北方性落葉広葉樹林について、NPO カタクリと森の会によるカタクリの観
察会を実施しました。
地域の歴史や風土を実感してもらう「文化財めぐり」では、『北見・網走の国指定史跡をめぐ
る』と『留辺蘂の文化財を見にいこう』を実施しました。
また、文化財保護法に基づく埋蔵文化財保護調査を実施し、開発事業者からの照会に随時対応
しています。
「史跡常呂遺跡」(※点検・評価シート 10 P43 参照)は、縄文時代からアイヌ文化期まで８，０００年にわた
る人々の営みが刻まれ、竪穴住居跡約３，０００軒にも及ぶわが国最大級の遺跡です。周辺の豊
かな自然環境と一体となって残されていることも魅力で、学校
教育や生涯学習、観光などに資する貴重な地域資源となってい
ます。
この遺跡を後世へ適切に継承するための事業として、前年度
ぞくじょうもん

に工事を開始したところ遺跡の森６号復元竪穴住居(続 縄 文 時
代)の再建を完成したほか、遺跡見学会などを通じて地域の歴
史の普及啓発に努めるとともに、史跡常呂遺跡の東部地区
【 再建された 6 号復元竪穴住居 】

(トコロチャシ跡遺跡群)を保存･活用するための新たな整備の基
本設計を行いました。

また、常呂遺跡の世界遺産登録も視野に入れ、遺跡の特徴と価値を広く知ってもらうための
リーフレット(中国語版)の作成や発掘調査出土品展・記念物１００年展を開催したほか、東京大
学と連携した遺跡調査にも取り組んでいます。

（５）社会教育を充実させる学習環境づくりの推進
①

専門職員の育成、資質の向上
市民の学習活動に対するニーズが高度化していることから、多様な学習機会の提供やコーディ

ネートが重要となります。
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
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館講座、北海道美術館学芸員研究協議会、JPA 北海道プラネタリウム研修会などの研修へ派遣し、
専門性と資質の向上に努めました。
② 社会教育施設の整備促進
体育施設では、東陵公園陸上競技場の日本陸連３種公認のルール改正に伴う改修、各地区トレ
ーニングセンターの長寿命化にかかる改修、東地区トレーニングセンターの解体及び跡地駐車場
整備を行ったほか、最先端のスポーツ科学に基づく高度な競技力向上への支援機能を有する通年
型カーリングホール【愛称名：アルゴグラフィックス北見カーリングホール】の令和２年１０月
下旬供用開始を目指して整備を進めているところです。
文化施設では、図書館システムの更新や端野町公民館の和式トイレを洋式へ改修する工事を実
施したほか、北見市公共施設マネジメント基本計画に基づき、共に老朽化が著しい西地区公民館
と働く婦人の家の２施設を機能集約し、西地区公民館１施設として改築することを決定し、令和
４年度からの供用開始に向けた取り組みを進めています。
また、北網圏北見文化センター内に常設美術展示室を令和２年４月のオープンに向けて整備し
たほか、ハッカ記念館の屋根改修及びピアソン記念館の軒天改修を行い、来館者の利便性向上を
図りました。
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点検・評価シート ６
平成３１年度 教育行政方針
基本方針

担当課

３．社会教育の充実

中央公民館

（１）自ら学び成果を生かす社会教育活動の推進
重点施策

具体施策
（Ｐｌａｎ）

③ 高齢者教育の充実（管理及び執行状況の評価 33 ページ）
「高齢者大学」
高齢者が生きがいのある人生やうるおいのある地域づくりを目指して自ら学び
研鑽することを目的に講義、クラブ活動及び自治会活動等を行うと共に、各自治
区にある高齢者大学同士の交流を実施します。
〇講義、クラブ活動、行事及び自治会活動を実施しました。
〇自治区間交流として「４自治区大学交流パークゴルフ大会」を実施。
また、各自治区大学祭の相互参加により、自治区間の学生同士の交流を図りま
した。

実施状況

【令和元年（平成３１年）度実績】

（Ｄｏ）

学生数

講義回数

学び舎

北見自治区

１７９

２０

北見芸術文化ホール

端野自治区

１０５

１１

端野町公民館

常呂自治区

９１

１２

常呂町多目的研修センター

留辺蘂自治区

５７

１３

留辺蘂町公民館

講義やクラブ活動は事務局で調整等を行っていますが、大学祭や運動会な

成

どの行事は、学生による実行委員会方式で実施しており、学生同士の意見交
換や、良いものにしようという創作意欲の向上につながっています。

果
評価検証

意欲的にさまざまな取り組みを行うことで、学生間の交流が深まり、仲間
意識が向上していると考えます。

（Ｃｈｅｃｋ）

北見自治区では入学者が減少しているとともに、入学者の高年齢化が近年

課

顕著になっています。
また、端野・常呂・留辺蘂自治区においても学生の高年齢化が進んでお

題

り、学生の確保、年齢層に合った事業、活動を考え検討していく必要があり
ます。

今後の
方

針

高齢者の学習活動や社会参加、仲間づくりなど有効な活動の場であることか
ら、課題解消に努めながら、今後も継続して実施します。

（Ａｃｔｉｏｎ）
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点検・評価シート ７
平成３１年度 教育行政方針
基本方針

担当課

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

重点施策

具体施策
（Ｐｌａｎ）

中央図書館

① 家庭教育の支援（管理及び執行状況の評価 34 ページ）
「乳幼児絵本スタート事業」
子育て支援と読書習慣の早期形成を図るとともに、親子で気軽に図書館を利用で
きる環境を提供します。

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

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

登録者４１２人
７月１３日

１１月 ９日

２７組

３１組

合

計

５８組

絵本を通じて子どもの心や知性を育み、乳幼児からの読書習慣を醸成する

成

評価検証

とともに、図書館を利用するきっかけづくりとなりました。

果

（Ｃｈｅｃｋ）

課

事業再開にあたっては、新型コロナウイルスの感染を防止するための対策
など、具体的な実施方法について慎重に検討する必要があります。

題

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

基づき、読書活動の普及や支援に係る関係機関との連携を含め、市民の多様なニ

方

ーズに応えられるよう事業内容の充実を図ります。

針

（Ａｃｔｉｏｎ）
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点検・評価シート 8
平成３１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 35 ページ）
「あすチャレ！スクール」
パラリンピアンをはじめとするパラアスリートを講師に招き、パラスポーツ体験

具体施策

や講師の実体験を聞く機会を小・中学校の児童・生徒に提供することで「社会の障

（Ｐｌａｎ）

がい」とは何かを考え、他者のことを自分のこととして考える心、可能性に挑戦す
る勇気、夢や目標を持つ力を養い、共生社会の実現につなげます。
平成３０年度から２年目の継続事業として、小・中学校６校を対象に、「車いす
バスケットボール」を行い、パラスポーツの体験や講師の体験談を聞くことで、パ
ラスポーツを推進することができました。
◎講師
ね

ぎ

しん じ

根木 慎志
実施状況
（Ｄｏ）

氏（シドニーパラリンピック車いすバスケ日本代表キャプテン）

【令和元年（平成 31 年）度実績】
留辺蘂中学校

実施校

東相内中学校

光西中学校

留辺蘂小学校

種 目

車いすﾊﾞｽｹ

車いすﾊﾞｽｹ

車いすﾊﾞｽｹ

車いすﾊﾞｽｹ

車いすﾊﾞｽｹ

学 年

３年生

１年生

４～６年生

１～３年生

１～６年生

人 数

６３人

１１８人

６９人

９３人

３４人

ね

温根湯中学校

温根湯小学校

ぎ

※根木講師による教員研修を実施し、１７人の教員が参加。
パラアスリートとともに競技を体験し、講師の生の声を聞くことで、参加し
た児童・生徒は、社会がつくり出す障がいについて学び、普段体験することの

成
評価検証

ないパラスポーツに触れることで、新たな気づきや学びを得ることができまし
た。また、教員研修後のアンケートでは、「道徳や総合的な学習の時間で内容

果

（Ｃｈｅｃｋ）

充実につなげたい」「障がいとなる社会の仕組みを意識して生徒に指導してい
きたい」など、前向きな意見が多く寄せられ、教員に対してもパラスポーツへ
の関心を高めることができました。

課

パラリンピックサポートセンター及び学校との調整により、より多くの児
童・生徒が参加できる体制を整える必要があります。

題

今後の
方

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

事業主体のパラリンピックサポートセンターと調整しながら、多くの児童・生徒
が参加できるよう実施校を増やしてまいります。
今後も、より多くの市民がパラスポーツに触れる機会が得られるよう、事業の継
続に努めます。
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点検・評価シート ９
平成３１年度 教育行政方針
基本方針

担当課

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

重点施策
具体施策

生涯学習課

①芸術・文化の振興（管理及び執行状況の評価 35～36 ページ）
「きたみ市民芸術祭」
○市民が携わる文化活動への興味関心や理解を深めることを目的に、舞台や展示

（Ｐｌａｎ）

発表等の機会を設け、幅広い世代の交流の場を広げます。
市内で文化活動に携わる１２団体へ開催を委託し、下記項目の大会・舞台・展
示発表の運営に協力をいただきました。
◎きたみ市民芸術祭開催内容
川柳大会・短歌大会・俳句大会・きたみ市民音楽祭・吟道大会・第６０回北見
合唱祭・児童生徒合同音楽会・北見地方アンサンブルフェスティバル・２０２０

実施状況
（Ｄｏ）

フレッシュコンサート・小中学校美術書道展・美術展・総合芸術祭（書道写真
展・華道展・絵手紙展・押花展・文芸展・お茶会・舞台発表）
事業全体の参加者数は４，５４０人、入場者数は７，４６７人でした。
このほか、端野・常呂・留辺蘂自治区で開催している各文化祭へ北見自治区の
美術展出品作品を展示する「３自治区移動展」を実施したほか、姉妹都市・高知
県高知市との交流事業である「姉妹都市交流作品展」を美術展・書道写真展と同
時開催し、地域間の文化交流を図りました。
大会・演目ごとに団体の特色や地域に根付いてきた歴史を実感できる内容

成
果
評価検証

が多く、参加者同士の世代間交流が活発に行われる機会となりました。
また、入場者数では市内のみならず、近隣の自治体から足を運んでいただ
いた実績もあり、管内規模の芸術祭としても定着しています。

（Ｃｈｅｃｋ）
高齢化の進行により、事業参加者数が年々減少しています。

課
題

開催委託団体についても同様で、活動の減少や休止といった事業運営が難
しくなる場面も少なからず見えています。若年層への周知やきっかけ作りを
検討し、文化活動への興味関心を高められるような取り組みが必要です。

今後の
方

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

関係団体との連携を密に図りながら、今後も事業継続に向けた情報共有に努め
ます。
「市民芸術祭」として、誰もが参加・鑑賞できる場となるよう広く情報を発信
し、多くの市民に魅力を感じてもらえるような内容や取り組みに努めます。
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点検・評価シート 10
平成３１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 37 ページ）
「史跡常呂遺跡整備」
○国指定史跡常呂遺跡の西部に位置する「ところ遺跡の森」において、復元竪穴

具体施策
（Ｐｌａｎ）

住居などの老朽化した施設の再整備を進めます。
○史跡常呂遺跡の東部に位置する「トコロチャシ跡遺跡群」を中核として遺跡の
保存と活用を推進するための新たな整備を進めます。
○史跡常呂遺跡に関する調査研究及び整備の成果や価値の情報発信に努めます。
●老朽化した施設の再整備
「ところ遺跡の森」において、６号復元竪穴住居(続縄文時代：約２，０００年前)を再建
(令和元年１０月供用開始)したほか、遺跡の館音響設備改修など、施設の再整備を順次
進めました。
●史跡常呂遺跡整備の基本計画及び基本設計
史跡常呂遺跡整備専門委員会議での検討や文化庁･道教育庁の指導･助言をいただ

実施状況
（Ｄｏ）

きながら、「トコロチャシ跡遺跡群」を中核とした整備の基本計画を策定(令和元年１０月)
し、基本設計を行いました。
●情報発信
ホームページやリーフレットなどによる継続的な発信のほか、遺跡見学会(２回)を開催
するとともに、学校などの各種団体の見学及びレクチャーに随時対応(３９回)し、遺跡や
地域の歴史を身近に感じていただくための機会の提供に努めました。
６号復元竪穴住居の再建や音響設備改修により、「ところ遺跡の森」来訪者の遺
跡の理解を促すとともに、様々な団体の見学や体験学習などに活用することが可能

成
果

となりました。
また、「トコロチャシ跡遺跡群」を中核とした史跡整備を着実に進め、実施設計を行

評価検証

うための基礎とすることができました。情報発信は、生涯学習・学校教育や観光の資

（Ｃｈｅｃｋ）

源としての遺跡の活用にもつながっています。
ところ遺跡の森の開設から２７年が経過し、施設の再整備･改修が今後順次必要と

課

なります。
史跡常呂遺跡の整備については、厳しい財政状況の中で、貴重な遺跡をどのよう

題

に保存･活用し地域の財産として継承していくか、地域の歴史や文化の調査研究の
成果をどのように社会に還元するか検討していく必要があります。
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

今後の
方

針

（Ａｃｔｉｏｎ）

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を目指します。
また、常呂に教育研究拠点を持つ東京大学とも連携しながら、長期的な展望にたっ
て、遺跡及び文化財を郷土への愛着、教育、観光などに資する地域の宝として磨き上げ
ていきます。
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「点検・評価シート」【１０事業】について

平成３１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、１５ページから２５ページの学校教育部及び３２ペ
ージから３８ページの社会教育部の『 第２「平成３１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、令和元年（平成３１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（Ａ
ｃｔｉｏｎ）」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
植 松

人

美

（うえまつ ひとみ）氏

元北見市立光西中学校長
元北見市教育委員会学校教育部指導室長
吉 田

哲

（よしだ

さとし）氏

北見市ＰＴＡ連合会 会長
「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３１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
○

植

松

人

美

氏

１．教育委員会の活動状況について
各方面でご活躍の教育委員の方々が教育委員会会議に出席し教育行政に関する重要事項等
についての審議を行うほか、教育現場への視察による課題の把握や国への要望等の提出な
ど、多様かつ活発な活動は、広く市民の意向を反映した責任ある教育行政の実現を目指した
表れでもあります。
このような教育委員会の活動を市民への説明責任を果たしつつ効果的なものとするため、
この報告書では、教育行政に関する審議事項が詳らかに掲載されているほか、ホームページ
での会議議事録の公開や年２回の広報誌の特集記事の掲載からも、着実に情報発信が進めら
れていることがうかがえます。
本年は、コロナ禍の中、教育を取り巻く環境も、これまでに無い大きな変化を見せており
ますが、子どもたちの健全な成長に向け、より一層、学校教育と社会教育が一体となり、教
育行政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
教育委員会が所掌する各種事業は、主要施策によって体系的に構成されていますが、多岐
にわたっているため、教育を取り巻く状況に応じ、各年度の特定の事業を焦点化し、詳細に
検討することよって、成果や課題が明確化となり、事業や取組全体の妥当性や今後の取組の
在り方が検討できるものと考えます。
このことから「点検・評価シート」を活用した重点事業に照射する手法は効果的でありま
すので、引き続き改善を加えながら進めていただきたいと思います。
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３．教育委員会の施策について
（１） 学校教育部
点検・評価シート １

「コミュニティ・スクールの導入」（26 ページ）

これまで「開かれた学校」というのが求められていました。コミュニティ・スクールの導
入は「開かれた」から「ともにある」への質的転換を十分に感じさせてくれます。
スタートしたばかりですので地域の実態に応じて、無理をせず、息の長い取組をお願いし
たいと考えます。
校長職というものは、ある意味孤独なものです。この制度導入が、学校の最高の応援団と
して機能することを願っています。

点検・評価シート ２

「学力向上の取組」・「健康・安全教育の充実」（27～28 ページ）

さまざまな学力向上の取組が進められているなか、平成３１年度の「全国学力・学習状況
調査」の結果は、全国平均より下回ってはおりますが、正当問題数でマイナス１問の差もな
いとの結果から、今後も取組を継続していくことが重要と考えます。
特に、ＩＣＴを積極的に活用したわかりやすい授業づくりは、北見市の特徴的な取組であ
り、学力向上に資するものと、大いに評価できます。今後も家庭学習の重要性を保護者に啓
発し、課題解決を図っていただきたいと思います。
体力向上については、北見市体力向上推進委員会による研修会は、幼保小が一体となった
取組となっていて、大いに評価できます。
今後も、子どもたちの生涯にわたって必要となる体力の向上に向けて、工夫した取組を継
続してほしいと思います。

点検・評価シート ３

「情報教育の充実」（29 ページ）

ＩＣＴ機器を活用した児童生徒にわかりやすい授業を展開するため、更新計画に沿った機
器の整備を着実に進め、年々、学習環境が向上してい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、整備した機器を効果的に活用するための技術等を各学校
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ために必
要と考えます。

点検・評価シート ４

「国際理解教育・外国語指導助手（ＡＬＴ）の活用」（30 ページ）

学習指導要領の改訂は、小学校３年生以上から英語の学習が行われることになり、現場の
先生方のご苦労は相当なものと考えます。
国際理解教育は「外国語教育」だけで完結するものではありませんので、人的資源である
ＡＬＴにさまざまなかたちで学校に関わっていただき、子ども達のグローバルな視点が育ま
れることを期待しています。
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点検・評価シート ５

「特別支援教育の充実」（31 ページ）

教育環境の整備としての「タブレットパソコン」や「デジタルテレビ」を配置は、子ども
のたちの可能性を伸ばすことにつながると考え、大いに評価できます。
また、「特別支援教育活動支援講師」の増員は、個に応じたきめ細かな指導につながって
いると考えます。
これらの取組はあくまでも「手段」であり、「目的」は社会的自立であります。今後も支
援を要する子どもたちが増加していくことを想定し、一人一人の教育ニーズに応じた指導や
支援の充実を願っています。
（2） 社会教育部
点検・評価シート ６

「高齢者教育の充実」（39 ページ）
○高齢者大学

人生１００年時代を迎え、高齢者の「孤立化」や「無縁化」などが深刻化する中、少しで
も多くの高齢者が家から外出し、社会的なつながりを持つことが必要となってきます。
生涯学習の学びの場として各自治区に設置している高齢者大学は、高齢者にとって、生き
がいのある心豊かな生活やうるおいのある地域づくりを目指した活動が行われていて大いに
評価できます。
今後も学生数の確保に努めながら、社会変化に対応した魅力あるプログラムづくりや学習
内容のさらなる充実に期待します。
点検・評価シート ７

「家庭教育の支援」（40 ページ）
○乳幼児絵本スタート事業

図書館での乳幼児事業は、子どもを育てる環境づくりの一つとして大変重要なことだと認
識します。
「乳幼児絵本スタート事業」での絵本の読み聞かせや紹介、さらに図書館カードの登録を
呼びかけ、その後の「親子で図書館デビューイベント」で読書ノートや絵本案内の配布、絵
本の貸出等、親子で楽しめるさまざまなイベントを行うことが親子間の図書館利用につなが
っていると思いますので、今後もさらなる乳幼児対象の事業展開に期待します。
点検・評価シート ８

「生涯スポーツの推進」（41 ページ）
○あすチャレ！スクール

パラスポーツを推進する「あすチャレ！スクール事業」は、児童・生徒にとってパラスポ
ーツの体験やパラアスリートの実体験を通して、「可能性に挑戦する勇気」、「夢」、「目
標」を持つ力が育まれる大変有意義な事業であると評価します。
また、事業の中に小・中学校の教職員を対象とした研修会が設けられ、障がい者への理解
や普段、自分たちが住んでいる中にも障がいがあることを再認識する機会にもなっていま
す。この「あすチャレ！スクール事業」とあわせて、来年、開催が予定されている東京パラ
リンピックを教材として、今後の授業へ活かせるものと期待します。
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点検・評価シート ９

「芸術・文化の振興」（42 ページ）
○きたみ市民芸術祭

「きたみ市民芸術祭」は市民の情緒や感性を磨き、多種多様な文化・芸術が市民生活を豊
かに彩るものとして十分定着した事業であると評価します。
また、継続的な芸術文化活動の発表機会の提供や団体の育成支援の実施により、市民の芸
術文化への関心を高めることにつながっていると感じられます。
今後は、高齢化による団体数の減少や活動の衰退が懸念されるため、担い手となる人材の
発掘や育成に向けた取り組みに尽力していただきたいと思います。
点検・評価シート 10

「文化財の保護と活用」（43 ページ）
○史跡常呂遺跡整備

史跡常呂遺跡は地域の歴史を知るための教育・学習資源であるとともに、観光資源として
の役割も期待されます。
「ところ遺跡の森」の設備の改修・再整備に加えて、「トコロチャシ跡遺跡群」の整備に
着手することは、史跡の魅力を高め、今後の活用につなげる取り組みとして大いに評価でき
ます。
東京大学などとも連携を図りながら、遺跡の調査研究成果を生かして学習機会の提供と情
報発信に努め、継続的な遺跡の保存・活用を進めていただきたいと思います。

○

吉

田

哲

氏

１．教育委員会の活動状況について
教育委員会会議では、定例会を毎月１回のほか、臨時会が必要に応じて開催され、令和元
年（平成３１年）度においても、前年度と同様、多くの案件が審議されています。
原則として公開で開催されている会議は、傍聴者が残念ながら少ない状況にありますが、
開催案内や会議録をホームページに掲載し公開するなど、開かれた教育委員会活動を推進す
る取組が継続されています。
今後においても、教育委員会の活動が市民により一層理解され、関心を持ってもらえるよ
うに、情報公開等の取組に努め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、毎年度の重点施策について、それぞれの実施状況ととも
に、成果や課題及び今後の方針など、要点をまとめた報告は、事業の取組を理解し評価する
ことが容易にできる手法と思います。
必ずしも教育行政のすべてになじむとは言えませんが、成果の測定には、さらに客観的な
指標も交えると理解も深まると思いますので、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．教育委員会の施策について
（１） 学校教育部
点検・評価シート １

「コミュニティ・スクールの導入」（26 ページ）

コミュニティ・スクールは、ＰＴＡ活動との連携が不可欠ではないかと思います。
また、「どんな子どもに育てたいか」という目標的なものを、保護者や地域、学校が共通
認識に立つことは、これからの地域を支える人材の育成に資するものと期待しています。

点検・評価シート ２

「学力向上の取組」・「健康・安全教育の充実」（27～28 ページ）

平成３１年度の「全国学力・学習状況調査」の結果では、全国平均よりは下回ってはいる
のですが、大きな差ではないので、今後も取組の充実が必要と考えます。
家庭学習が課題であるとの指摘が、なかなか解決できていないところですので、家庭との
連携をさらに深めていただきたいと思います。
体力づくりについては、女子中学生の課題が大きいと感じました。
研修会などで授業の工夫などが実践されており、今後運動が好きな子どもが一人でも増え
ることを期待しています。
体力は普段の子ども達の生活習慣が大きく影響してくるものと考えます。
各家庭においても、楽しみながら子どもの体力づくりにつながることを意識的に行ってい
くことも大切だと感じております。

点検・評価シート ３

「情報教育の充実」（29 ページ）

計画的にコンピュータ機器や教材が更新され、さらに広がりのある授業展開が可能になっ
たとのことで、学校の学習環境が向上していることは評価できますし、児童生徒が良好な環
境の下、興味・関心が高まり、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、１人１台端末や高速大容量のネットワーク整備への取組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 ４

「国際理解教育・外国語指導助手（ＡＬＴ）の活用」（30 ページ）

昨今の少子高齢化に伴い、労働人口の減少が我が国の課題です。
外国人労働者が今後増えていくことも想定されるのではないかと思います。
これらのことから、子ども達は国際的な感覚を身に付けていかなくてはならない時代にな
ってきていると感じております。
さまざまな価値観を持つ人々と共に協調して生きていく態度や積極的にコミュニケーショ
ンを図る態度をぜひ育成していただきたいと思います。
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点検・評価シート ５

「特別支援教育の充実」（31 ページ）

特別支援学級の在籍児童生徒が増加しているとのことです。
今後、就労を含めた社会全体での支援が必要になってきていると実感しています。
「タブレットパソコン」や「デジタルテレビ」の配置や、「特別支援教育活動支援講師」
の増員は、北見市の特別支援教育への姿勢が顕著に表れていると感じます。
今後も一人一人に応じた支援の充実をお願いしたいと考えております。
（2） 社会教育部
点検・評価シート ６

「高齢者教育の充実」（39 ページ）
○高齢者大学

社会情勢が変化する中、年金受給開始の先送り等により高齢者はこれまでの定年６０歳よ
りも長く働かなければならない時代であり、高齢者大学の入学者数も年々減少傾向にあるか
と思われますが、高齢者大学は自ら学び続ける学び舎としての役割は大きく、高齢者の持つ
知識や経験をさらに磨きながら、地域に貢献していけると期待します。
また、社会で生きがいを持ち続けるためにも、大学活動での交流を通して、学生相互の新
たな出会いや仲間づくり、新しい発見や感動が生まれると思いますので、４自治区高齢者大
学の相互交流も含めさらなる高齢者教育の充実にも期待します。
点検・評価シート ７

「家庭教育の支援」（40 ページ）
○乳幼児絵本スタート事業

乳幼児期から絵本に触れることは、子どもの成長過程でとても大切なことだと考えます。
読み聞かせは、親子のコミュニケーションが深まる根幹とも言われており、９～１０か月
児健康診査会場での絵本の読み聞かせや紹介は、そこで終わることなく継続していく必要が
あります。
読書習慣の早期形成を図る上でも、親子で気軽に図書館を利用し、絵本や図書館の楽しさ
を伝えることができるような子どもを育てる環境づくりの充実に期待します。
点検・評価シート ８

「生涯スポーツの推進」（41 ページ）
○あすチャレ！スクール

「あすチャレ！スクール事業」を通して、児童・生徒が「障がいとは何か」を意識し、障
がい者はもちろん健常者に対しても自分の事として考える気持ちを育むことができる事業だ
と評価します。
また、普段住んでいる地域や街の中にありふれている階段や地面の段差を見て、障がい者
にとって社会のバリアであることに気付き、もし困っている人がいた場合、どのようにサポ
ートをするかを考えることで、共生社会へつながるものと考えます。
今後も障がい者についての学びの機会となるよう事業への取り組みを進めていただきたい
と思います。

- 50 -

点検・評価シート ９

「芸術・文化の振興」（42 ページ）
○きたみ市民芸術祭

「きたみ市民芸術祭」は日頃の活動成果を多くの市民に鑑賞してもらい、芸術・文化への
興味関心を高めるきっかけづくりとして親しまれている事業であると評価します。
しかし一方で、新規の参加者が少なく、次世代に向けた新たな周知方法を考える時期に面
しているとも考えられます。
今後は、幅広い年代の参加ができるような工夫を行い、より多くの市民が芸術・文化に触
れ合う機会が創出されるような事業の展開に期待します。
点検・評価シート 10

「文化財の保護と活用」（43 ページ）
○史跡常呂遺跡整備

遺跡や文化財に触れることは、地域の魅力を再発見することに直接つながると感じていま
す。
また、これまで蓄積してきた資料や情報などをホームページ、印刷物などで継続的に発信
することや遺跡見学会等のさまざまな形で公開することは、遺跡や地域の歴史を多くの方々
に知ってもらえる良い機会となることから大いに評価できます。
常呂遺跡は貴重な歴史遺産であることから、市民が郷土に対する愛着やさらに遺跡を身近
に感じていただくよう、今後も調査、研究、保存に努めていただければと思います。

- 51 -

資
【 資料１ 】

平成３１年度

料

編

教育行政方針

１．はじめに
平成３１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、情報技術の発達と少子高齢化やグローバル化及び新学習指導要領への移行など、子どもた
ちを取り巻く環境は、急速に変化をしております。
このような中、教育委員会といたしましては、「北見市教育大綱」の基本理念である「豊かな心
と文化を育むひとづくり、まちづくり」を推し進めるため、教育は未来を創造する人材を育成する
基盤であるとの認識に立ち、社会に開かれた市民の信頼に応える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。
家庭や地域の信頼を得て、社会に開かれた教育課程を実現するためには、地域とともにある学校
づくりを進めることが重要であります。
このことから、コミュニティ・スクールを導入し、保護者や地域の学校運営への参画と連携強化
を進めることにより、学校、保護者、地域が、一体となって学校運営の改善と児童生徒の健全育成
に取り組む体制づくりを推進してまいります。
あわせて、各学校での校内研修を積極的に進め、教職員個々の授業力と生徒指導に関する実践力
の質の向上に努めてまいります。
（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。
子どもたちが、激しい変化を続ける社会を生きていくためには、知識や技能はもちろんのこと、
学ぶ意欲や自ら課題を見出し、主体的に判断する資質や能力を身に付けることが重要であります。
学力向上の取組では、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善や家庭学習の習慣化に
取り組むとともに、「指導力向上推進事業」の実施や、北見工業大学や日本赤十字北海道看護大学
と連携した研修会を通して、教職員の資質能力の向上に努めてまいります。
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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。
教育の情報化につきましては、引き続き教育用コンピュータ機器の更新を計画的に行うとともに、
実物投影機など、ICTを活用したわかりやすい授業を展開してまいります。
また、小学校プログラミング教育の完全実施に向けて、必要な情報提供や研修を行うなど、円滑
な実施に向けて取り組んでまいります。
あわせて、学校間及び学校と教育委員会をつなぐ校務支援システムを活用し、校務の効率化を進
めることで教職員の負担軽減を図ってまいります。
国際理解教育では、外国語指導助手を１名増員することにより、学校への派遣回数を増やし、他
国の言語や文化について体験的に理解を深め、小学校外国語活動や中学校外国語科の充実を図るよ
う一層努めてまいります。
キャリア教育では、地域の事業所や関係機関と連携し、職場体験活動などを通して、社会的・職
業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育んでまいります。
環境教育では、自然体験やリサイクル活動などを通して環境保全に努める意欲や態度を育成して
まいります。
特別支援教育では、個に応じたきめ細かな指導を充実させるため、教育支援員及び医療的ケア等
を行う看護師の配置に加え、特別支援教育コーディネーターと教育活動支援講師をそれぞれ１名増
員するほか、特別支援学級と通級指導教室へのタブレットパソコンとデジタルテレビの計画的導入
を継続してまいります。
小学校と幼稚園、認定こども園、保育園との連携では、新入学児童の学校生活への円滑な適応に
向けて、幼保小三者協議会や特別支援教育連携協議会で情報を共有し、途切れのない支援を行って
まいります。
（３）豊かな心や健やかな体を育成する教育の推進
第三点は、豊かな心や健やかな体を育成する教育の推進についてであります。
子どもたちが自己肯定感を高め、命を大切にし、互いの価値観を尊重し合う「豊かな心」、生き
る力の土台となる「健やかな体」を育成することは、社会性を高めていくうえで、たいへん重要な
ことであります。
道徳教育では、「考え、議論する」授業づくりを推進するとともに、教育活動全体を通して、児
童生徒が自己を見つめ、物事を多角的・多面的に考えることができるよう、指導の充実を図ってま
いります。
いじめ対策では、アンケート調査や日常的な観察による実態把握と定期的な教育相談の充実によ
り、未然防止と早期発見、早期対応に努めてまいります。
また、「いじめのないまちづくり子ども会議」を開催し、児童生徒が自ら具体的に未然防止の取
組を企画し、いじめを絶対に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、日常的に児童生徒の変化に留意し、早期に教育相談を実施して、悩みや課題の
解決を図るとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等と連携して、未然防
止に努めてまいります。
また、適応指導教室「あおぞらくらぶ」に通級している児童生徒に対して、学習サポーターを派
遣するなど、学習支援を充実させ、学校への復帰や望ましい進路の実現につながるよう、取り組ん
でまいります。
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問題行動対策では、児童生徒との日常的な関わりを深め、家庭と連携した指導の充実に努めてま
いります。
また、生徒指導担当教員連絡協議会による情報共有と実践交流を通して学校間の連携を深め、迅
速かつ適切な対応ができるよう、学校を支援してまいります。
読書活動の推進では、引き続き学校司書を計画的に増員し、学校図書館の環境改善及び読書習
慣の定着を目指し、あわせて、中央図書館や地区館と連携を図りながら、児童生徒の読書活動を支
援してまいります。
体力向上の取組では、北見市体力向上推進委員会と連携し、子どもの発達段階に応じた指導方
法などを学ぶ講習会を実施するとともに、各学校において「体力向上プラン」に基づいた取組を進
めてまいります。
健康教育では、家庭と連携し、基本的生活習慣の改善に取り組むとともに、薬物乱用や性の問題、
心の健康に関する指導の充実を図ってまいります。
また、全小学校で実施しているフッ化物洗口事業を継続し、関係機関との連携のもと、歯・口腔
の健康づくりを推進してまいります。
防災教育及び安全教育では、「北見市防災教育の手引き」や各学校の「危機管理マニュアル」を
活用した避難訓練や、交通安全教室などを通し、的確な状況判断と、危険回避の行動がとれるよう、
取り組んでまいります。
食育では、食の重要性、食に感謝する心、食を通じて地域を理解することなど、食育の推進に向
けた様々な教育活動を、「北見市食育推進計画」に基づき進めてまいります。
また、給食の充実では、地元産の食材を積極的に使用し地産地消の推進を図るとともに、衛生管
理のほか児童生徒の食物アレルギーに対する取組の徹底を図り、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。
児童生徒の学ぶ意欲を高め、確かな成長を促すためには、安全で快適な教育環境の充実が不可欠
であります。
本年度は、温根湯小学校を温根湯中学校に統合するための中学校校舎の改修を実施し、旧耐震基
準施設の解消を図るほか、小・中学校屋内運動場のバスケットゴールの落下防止対策などを実施し、
安全で安心な教育環境の整備に努めてまいります。
小・中学校の適正規模・適正配置では、「北見市立小・中学校の適正規模に関する基本方針」に
基づき、引き続き学校を取り巻く環境に十分配慮しながら、保護者や地域の方々と協議を重ね、児
童生徒にとってより良い教育環境の形成に努めてまいります。
登下校時における児童生徒の安全対策については、犯罪被害や交通事故を未然に防止するための
スクールガードリーダーを継続して配置するとともに、関係機関と連携しながら通学路の安全な環
境保持と改善に努めてまいります。
私学の振興及び修学支援では、私立高等学校の教育振興のため、必要な支援を行うとともに、次
代を担う有用な人材を育成するため、高校生への奨学金支給枠の拡充措置や大学などへ進学する際
に活用できる入学準備金貸付制度を継続し、修学機会確保の一助となる支援策を講じてまいります。
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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。
社会の急激な変化に伴い、市民一人一人が生涯の様々なステージにおいて必要な知識・技能を身
に付け活躍できる社会教育環境を整えることが重要であります。
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」では、新たな市
民講師の発掘により、質の高い主体的な学習活動を支援するとともに、講師の生きがいづくりにつ
なげてまいります。
また、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
るため、高齢者大学を中心とした学習機会の充実を図ってまいります。
公民館、図書館は地域学習活動の拠点として機能し、市民の学習ニーズと地域課題を把握した参
加しやすい魅力ある講座、講演会の開催と相談体制の充実が求められております。
公民館では、学ぶきっかけづくり、教養の向上、健康の増進、地域文化の振興に努めてまいりま
す。
図書館では、中央図書館を核とした分館、分室、図書室と地区館を拠点に、きめ細やかな図書館
サービスの提供に努めてまいります。
また、平成３０年１１月からは中央館で個人ボランティア制度を導入し、障がい者向け音声図書
の作成など新たなサービスを開始いたしました。
調べもの相談や地域情報の収集・発信などの強化に加え、市民協働の図書館づくりを進めてまい
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。
子どもを取り巻く社会環境、家庭環境が急速に変化していることから、生活課題や家庭教育に関
する講演会等を開催いたします。
また、親子が絵本を介して心触れ合うきっかけづくりとするための「乳幼児絵本スタート事業」、
土曜日に学校を利用して多様な学習や体験活動機会を提供する「土曜学校」を実施し、子どもたち
の教育の充実に努めてまいります。
（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。
ライフスタイルの多様化や少子・高齢化が進む中、子どもから高齢者まで年齢や性別、障がいの
有無に関わらず、誰もがスポーツやレクリエーション活動に取り組める環境づくりが重要でありま
す。
そのためには、スポーツ推進計画に基づき、各種スポーツ教室など日頃からスポーツに親しむ機
会を提供するとともに、市民ニーズに対応できる指導者の養成と派遣を継続して進めてまいります。
また、幼少期からの運動習慣の定着や親子のスキンシップ、子どもの体力向上を目的とした「コ
アラくらぶ」と「キッズスポーツ教室」、様々な競技を体験することで子どもたちの持つ可能性を
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広げる「ジュニア・アスリートチャレンジアカデミー」に取り組むほか、パラアスリートによる体
験型授業を通して、可能性に挑戦する「あすチャレ！スクール」を継続してまいります。
スポーツ合宿の取組では、地域の関係者やスポーツ団体と連携し、多種目・通年化をキーワード
に合宿を誘致し、市民との交流の中からスポーツ振興と地域の活性化につなげてまいります。
特に、オリンピック・パラリンピック・世界選手権といった大規模な国際大会の事前合宿をはじ
め、プロスポーツの公式戦などについても積極的に誘致してまいります。
また、陸上中・長距離のレース「ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会」、「サロマ湖
100kmウルトラマラソン」、「たんのカレーライスマラソン」などの大会に継続して取り組むほか、
日本を代表するサイクリングレース「ツール・ド・北海道2019」大会の開催地としての支援を行い
ます。
冬季スポーツの振興においては、カーリングのまち北見として、カーリングの普及とすそ野の拡
大を目指し市内小・中学校でのカーリング授業導入の支援を進めるとともに、スキー、スケートな
ど北国ならではの地域に根ざしたスポーツ活動を推進してまいります。
（４）歴史と風土に根ざし次世代につなげる地域文化活動の推進
第四点は、歴史と風土に根ざし次世代につなげる地域文化活動の推進についてであります。
芸術文化に触れることは、情緒や感性が磨かれるとともに、生きる喜びとなり、生活を豊かにす
るものです。
また、地域の中で大切に守り育てられてきた文化財や歴史は、一人一人の心に宿る大切なもので
あり、そのまちにとってかけがえのない財産です。
そこで、芸術、文化活動の推進では、団体支援をはじめ、市民芸術祭や文化祭への支援のほか、
「市民ホール自主文化事業」や「芸術文化鑑賞事業」により、優れた音楽や演劇などの鑑賞機会の
提供に努めてまいります。
また、北網圏北見文化センターでは企画展などの美術鑑賞事業を行うほか、地元の作家作品を中
心とする収蔵作品を日常的に鑑賞できるよう常設美術展示室を１階に設置し、市民への美術鑑賞機
会の充実を図ってまいります。
次に、歴史と自然の保護活動の推進では、国指定史跡「常呂遺跡」の竪穴住居の整備を進めるほ
か、遺跡見学会や講演会を開催し、遺跡の価値を高め、地域の文化財の普及啓発を行います。
また、東京大学文学部と連携した遺跡発掘調査と学術研究を継続してまいります。
さらに、道指定・市指定文化財や豊かな自然環境の保存と継承についても引き続き取り組んでま
いります。
（５）社会教育を充実させる学習環境づくりの推進
第五点は、社会教育を充実させる学習環境づくりの推進についてであります。
近年、市民の学習活動に対するニーズが高度化、多様化していることから、社会教育施設管理運
営体制と社会教育推進体制両面の充実が必要であります。
このため、学習者に寄り添う役割の専門職員を各種研修に派遣し、専門性と資質の向上に努めて
まいります。
また、施設整備として、ハッカ記念館の屋根改修や留辺蘂町開拓資料館の改修に取り組むととも
に、各施設本来の役割や機能を十分に発揮し、利便性の向上が図られるような環境整備を行います。
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４．むすび
以上、平成３１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、子どもたちが未来の担い手として、たくましく生き抜く力を培う
とともに、市民一人一人が、まちづくりの創り手として、創造力豊かに夢と希望をもって、個性や
能力を伸ばすことができるよう、取り組んでまいります。
市民の皆さま並びに議員の皆さまのご理解とご協力を心からお願い申し上げ、教育行政方針とい
たします。
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北見市教育委員会行政組織図 （平成31年4月1日現在）

【 資料２ 】

【 学校教育部関係 】
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【 社会教育部関係 】
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事業係

奉仕係

社会教育係
社会体育係

事業係

奉仕係

【 資料３ 】

令和元年（平成３１年）度 教育費予算及び決算

（単位：円）
款
１０．教

・

項

育

・

目

費

予

算

額

決

算

額

翌年度繰越額

主な内容

6,177,883,000

5,360,084,076

493,254,000

590,059,000

493,216,677

0

１．教育委員会費

211,273,000

141,432,838

0

２．指導奨励費

378,786,000

351,783,839

1,176,960,000

789,238,823

１．学校管理費

796,107,000

699,054,678

２．教育振興費

380,853,000

90,184,145

1,189,813,000

996,533,340

１．学校管理費

390,404,000

380,803,630

２．教育振興費

268,409,000

85,200,371

３．学校建設費

531,000,000

530,529,339

0 温根湯中学校改修事業費

807,428,000

781,274,941

0

１．社会教育総務費

20,639,000

17,935,256

0

２．生涯学習推進費

25,881,000

22,068,243

760,908,000

741,271,442

2,413,623,000

2,299,820,295

0

107,212,000

97,307,120

0

２．体育施設費

1,300,487,000

1,279,612,627

３．学校保健費

104,212,000

97,994,040

４．学校給食費

901,712,000

824,906,508

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
１．社会体育総務費
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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・就学指導業務費、
0
学校図書整備事業費等
328,628,000
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、就学援助事業費、Ｐ
273,328,000
Ｃ機器ﾘｰｽ料経費等
55,300,000

164,626,000
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、就学援助事業費、Ｐ
164,626,000
Ｃ機器更新･ﾘｰｽ料経費等
0

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
0
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
0
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･施設整備事業経
0
費等
児童･生徒の健康診断経費、学校ﾌﾟｰﾙ･
0
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
0
営管理費等

教育委員会の権限に属する事務の
管理及び執行状況の
点検及び評価の結果報告書
令和元年（平成３１年）度事業実績
令和２年９月
発行
編集

北見市教育委員会
学校教育部総務課

〒０９９－２１９４ 北見市端野町二区４７１番地１
端野総合支所２階
電 話
：（０１５７）３３－１７４２
ＦＡＸ
：（０１５７）３３－１７２０
Ｅ－mail ：gakusomu@city.kitami.lg.jp

