
　　１　学識経験者

 　 教育委員会が行った点検・評価の結果に関して、次の４名の方から意見や助言をいた

 だきました。今後の施策や事業等の展開に活用してまいります。

（北海道私立幼稚園協会　苫小牧・日高支部）

（北海道苫小牧支援学校 校長）

（北洋大学　特任教授）

（苫小牧市社会教育委員会議　議長）

　　２　本報告書に関する御意見

　頂いた御意見・御質問について、教育委員会の考え方と併せて次のとおり掲載します。

　（一部、抜粋または要約しております）

    （１）教育委員会の活動状況について

【その他御意見】

小 笠 原 正 樹 氏

青 山 邦 子 氏

新 庄 勝 美 氏

山 口 孝 昭 氏

　市民からの教育にかかわる要望や意見等については、
メールや電話で常時承っており回答しています。また、市民
団体などからのご要望も年に数回受け、懇談を行っていま
す。
　定例会議の傍聴者数は決して多くないものの、新聞記者
の方に出席していただいているため、会議の内容は報道さ
れ市民周知がされています。
　また市民にとって必要な情報は、広報とまこまいに掲載す
るものもあります。広報とまこまいやホームページを活用しな
がら、市民ニーズに合った情報発信の方法を検討していきま
す。

御意見・御質問 教育委員会の考え方

学校訪問について
　学校訪問の中では教育成果や課題について視察が行
われていますが、令和2年度は小学校2校の訪問とあり、学
校の選択は課題によって選ばれるのか、隔年で小学校、
中学校の視察がバランスよく行われているのでしょうか。

　学校訪問については、指導室が実施する学校経営訪問や
各校長と教育長の面談により、全校の経営方針等を把握し
た上で、市教委の推進する新たな取組や授業内容など、特
に教育委員に視察していただきたい学校を選択していま
す。

コロナ禍の各種活動の取組について
　コロナ禍で予定されていた各種行事の中止等で、参加が
叶わないものもあったようです。ワクチンの接種が進んでき
ているものの、感染対策を講じながらの教育活動はこの先
も続くものと思われます。
　リモート等の活用もそうですが、“制約がある中でも工夫
すればできる”という発想のもと、新たな取組が求められま
す。

　令和２年度は、感染症拡大防止を第一に衛生用品の確保
や消毒作業を中心に行っていたため、リモート等ができるよう
な環境も整っていませんでした。
　徐々にリモート等が行える環境が整ってきたので、今後は
コロナ禍でも創意工夫し様々な取組ができるよう努めてまい
ります。

情報発信について
　教育委員会のホームページで「会議録」が公開され、関
係者、市民への情報発信に努められていることがわかりま
した。一方、市民からの教育にかかわる要望や意見等の
情報はどのような形で収集、活用されているのでしょうか。
　定例会議の傍聴者数はのべ36名です。この数が多いの
か少ないのか私自身判断がつかないところではあります
が、いずれにしても関係資料やホームページ等の公開資
料がより市民に親しまれ、活用されるよう、市民にとって「わ
かりやすく、優しい」情報の発信と受信の在り方を検討して
いただきたいと思います。

・ 会議の開催頻度については、必要性があって定例委員会と臨時委員会が開かれているゆえに「適切」と判断しています。

・ 委員の活動状況については、恒例の活動が大半で「適切だ」とみています。

・委員には事前に検討事項を伝え、意見を把握したり、個々の委員が検討した上で会議に出席し、自らの専門分野や

　知見に基づいた質問や提言を行うといった、真摯な協議のもの、意思決定がなされていることが理解できました。

・議案などで取り上げている案件についても苫小牧市教育大綱や令和2年度（2020年度）教育行政執行方針に基づいた

　適切な内容であると思います。

点検・評価に関する意見等３
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   （２）主要施策等の点検・評価について

P9 No.2 ICT（情報通信技術）教育環境の充実
　一人一台端末等、ICTに関する教育環境の整備を進め
ることができたことは、大きく評価できます。日常の授業に
おける活用はもちろんのこと、新型コロナウイルス感染症に
よる長期休業時に児童生徒の学びを保障するためにも有
効なツールとなることと思います。
　その際、活用する教育用コンテンツをデータバンクに集
約して学校間で共有することができると、コンテンツの質の
向上、教員の負担軽減につながるのではないかと思いま
すのでご検討ください。

　本市では、児童生徒への一人一台端末化以前から、各学
校のサーバーを一つに集約することで、学校間での情報共
有が可能な環境を整備しております。
　今後も指導案や教材を共有するなど、有効活用に努めて
まいります。

P15　No.8　特別支援学校開校に向けた環境の整備
　苫小牧支援学校が開校となりました。
　リモートと直接交流の両面を大切にしたハイブリットな交
流及び共同学習の実施等、市内小中学校特別支援学校
との連携について、今後も具体的な施策の推進をお願い
します。

P18　No.11　道徳の授業改善の推進
　評価指標の「自分には良いところがある」と回答した割合
が、小学生に関してH30年84.2％、R1年度77.5％、R2年度
の数値は参考値であるが72.2％と減少しているのはなぜで
しょうか。
　自己肯定感が低くなっているためか、道徳教育によって
自分の良い面を見いだせなくなったためなのでしょうか。
　また、道徳教育の推進の評価指標にこの項目が選ばれ
た理由は何でしょうか。

　北海道教育委員会の「北海道教育推進計画」において同
項を令和4年度までに100％にする目標としています。
　道徳教育は進んでいますが、その分自分に対し多角的、
多面的に評価できるようになりかえって自己評価が厳しく
なってしまう傾向が見られるため、評価指標が下がっている
と推測されます。
　自己肯定感の程度を測るためこの項目を選びましたが、道
徳教育の効果をどのように評価するかについては今後検討
してまいります。

御意見・御質問 教育委員会の考え方

　市内小中学校と支援学校の連携について、相互のニーズ
に合わせた取組ができるよう進めてまいります。

P9　No.2　ICT（情報通信技術）教育環境の充実
　「授業でICTを使用した」と回答した割合が令和1年度より
は令和2年度は増えてはいるが、小学校41,1％、中学校
23,2％は低く感じます。
　今後の課題にも記載されている教員のICT活用スキルの
醸成を強く期待しますが、臨時休業が行われていない状
況下では、危機感が薄れてしまっているように感じます。
　家庭学習実施の環境については、各家庭のWi-Fi状況
などで学びの機会が平等に与えられることを期待します。

　令和3年度からは、市教委主催の研修や各学校での校内
研修、研究授業などによりスキルの醸成を図るとともに、家庭
へのタブレットの持ち帰りを試験的に実施するなど一層の充
実を図る予定です。

P10　No.3　外国語教育の推進について
　実用英語技能検定3級レベル相当、または同等の英語
力を有する中学3年生徒の令和2年度の割合が、令和1年
33.8％に対し令和2年度の43.6％の伸びについて高く評
価し、今後についてより期待します。
　今後の取り組み課題に記載されているALTの増員につ
いて賛成しますが、ICTも活用しながらの英語に親しむ環
境整備にも期待したいです。

　それぞれの場面に応じて、デジタル教材などＩＣＴの活用に
より効果的な学習となるよう努めてまいります。
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御意見・御質問 教育委員会の考え方

P23　No.16　不登校問題
　昨年度も「C」という評価区分で今回も同じ評価でした。
『点検・評価報告書』では「不登校児童生徒数の増加傾
向」と「相談件数増加」をもって「C」の評価理由としていま
すが、そうした見方は妥当性に欠けます。その理由は次の
２点です。
①「不登校児童生徒数の増加傾向」や「相談件数増加」と
いうことは、「不登校生徒」の発見に成果があったことであ
り、また「相談・指導を受けた割合」が高かったことを示して
いる。
②不登校問題には種々の背景（家庭の養育資源の不足な
ど）があり、ただ単に「不登校にならないための魅力ある学
校づくり」といったあいまいな対策方針では問題解決につ
ながらない可能性が高い。
　現行の評価指標では不登校問題に関する行政成果を正
確に測れないと考えます。

　①不登校児童生徒数が平成30年度から令和元年度にか
けて１００名増となり、その後も増加の一途をたどっています。
また、学校内外での機関等で相談指導を受けた割合が令和
２年度は１００％となりましたが、初期段階での関係機関との
連携・相談には至っておらず改善の余地があると考えます。
　②不登校状態の解消には家庭の協力も必要ですが、学校
が主体的に取組まなければならず、児童生徒の居場所づく
りや絆づくり、分かる・できる・楽しい授業づくり、小中学校の
連携等が、魅力ある学校づくりという視点であると考え周知
に努めたいと考えます。
　以上のことから、改善の余地があると判断し「C」評価とし、
昨年度には本市の全教職員が不登校問題に対する取組姿
勢を共通理解し、関係機関との円滑な接続に資するため「不
登校対策プラン」を作成しました。
　今後は、その「不登校対策プラン」の柱である「魅力ある学
校づくり」「不登校傾向のある児童生徒の早期発見」「きめ細
かくスピード感ある対応」を実現できるよう指導室から各学校
へ指導・助言し、その成果と課題を注視してまいります。

P24　No.17　食育の推進
　朝ご飯を食べる割合について、概ね全道平均とあるが、
昨年度からの減少していることが気になります。減少した理
由は何であるか、今後の傾向に注視していきたいと思いま
す。

　朝ご飯を食べる割合については、「全国学力・学習状況調
査」の指標を採用しているため、市内児童生徒における割合
の減少について原因は断定できませんが、市教委としても今
後の動向を注視してまいります。

P23　No.16　不登校問題
　不登校児童生徒数並びに相談件数が増加しているとあ
りますが、いくつかの成果がみられるもののなぜ増加傾向
にあるのかその要因について資料からは読み取ることがで
きませんでした。
　無気力、不安、学校における人間関係の問題、課題とし
てあげられている家庭養育能力の低さや親子の関わり方
等、背景の要因に関する細やかな分析とケースに応じた
具体的な支援策について検討をお願いします。
（例えば学業不振であれば、復学に向け、学力サポートの
体制づくりが必要でしょうし、学習障害や注意欠陥多動性
障害といった発達障害に起因する児童生徒はいないの
か、該当する児童生徒がいるのであれば、担任と一緒に継
続的なサポートを行っている等、個別指導を取り入れなが
ら、その方にとって最も良い学習環境を整えてあげると
いった手立てが必要になってくるものと思います。）

　現在の不登校の要因については、①本人に係る状況に課
題、②家庭に係る状況に課題、③学校に係る状況に課題が
三大要因としてあげられると分析しております。また、その三
大要因のそれぞれに応じた支援策を施しておりますが、不
登校児童生徒数および相談件数は右肩上がりで増加してい
る現状です。
　そのような状況下で、学校や関係機関との相談の結果、学
校適応指導教室につながったケースや発達的に課題がある
のではないかと見立て、諸検査を実施し手立てを講じられた
ケースもありますが、初期段階での関係機関との連携・相談
には至ってはおらず改善の余地があると考えております。
　また、不登校状態の解消には家庭の協力も必要ですが、
学校の主体的な取組みが不可欠で、児童生徒の居場所づく
りや絆づくり、分かる・できる・楽しい授業づくり、小中学校の
連携等「魅力ある学校づくり」という視点と「個に応じた対応」
という視点が大切であるため、さらに各校への指導・助言に
努めてまいります。
　今後は、昨年度末に策定した「不登校対策プラン」の柱で
ある「魅力ある学校づくり」「不登校傾向のある児童生徒の早
期発見」「きめ細かくスピード感ある対応」を実現できるよう指
導室から各学校へ指導・助言し、その成果と課題を明らかに
してまいります。
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【その他御意見】

各項目での「方向性」にについて
　「特別支援学校の設置（No.8）」という施策の「終了」以外
はすべて「継続」で、「改善」が皆無でしたが、前年の施策
（中でも低調な成果に終始している事業）を踏襲する必要
性があるのかどうかを次年度に向けて改めて吟味して欲し
いです。

　その方向性や内容の抜本的な見直しを要する事業と、継
続する中で手法等の修正を要する事業の方向性の評価の
判断について、次年度に向けて整理させていただきます。

御意見・御質問 教育委員会の考え方

　新型コロナウィルス感染症による長期休業の影響もある為か、令和1年度より令和2年度の小学校中学校共に、一人

　当たり年間貸出冊数が減っているので、学校司書の配置が読書教育の推進に良い影響を与えることを期待したいです。

P45　No.38
（１）生涯学習推進事業　ナナカマド教室の継続実施
　「学びなおしの機会」として学習の場が提供されていた
事、若年層のニーズのために「夜の部」が開催されていた
事、素晴らしい事業であると思います。
　「今後の取組と課題」に引き続き内容の見直しと十分な
広報に努めるとあります。苫小牧市のLINEで広報の活用
はできないでしょうか。

　若年層のニーズ掘り起こしにＬＩＮＥを活用することは有効
であると考えるため、受講生募集や教室の風景を投稿する
など、積極的に活用し広報に努めてまいります。

P29　No.22　地域とともにある学校づくり
　コミュニティ・スクールの導入について、取組のさらなる加
速を期待します。
　本市においては学校の教育活動に対する地域住民の興
味、関心は非常に高く、頼もしさとともに私自身も協働で進
める新しい学校づくりへの期待感が増しております。
　子どもたちが本市で健やかに成長し、学校を卒業後、地
域で生きて働き、生きて暮らすために、「地域とともにある
学校づくり」をより一層進めていただきたいと思っていま
す。
　他地域のCS実践事例からは、清掃活動等の地域貢献活
動、防災教育等の取組等が見られますが、別の視点でとら
えていくことも必要です。
　将来の暮らしや生涯スポーツという観点で考えると、学校
と社会教育がつながることも大切ではないかと思っていま
す。ご検討ください。

　市の総合計画では、生涯スポーツの充実を掲げ、市民が
健康で活力ある生活を目指し、性別や年代層に応じた様々
な健康・体力づくりの事業を展開しています。
　近年、子ども達の体力の低下がクローズアップされており、
地域でのスポーツ活動は欠かせないものであると考えていま
す。
　コミュニティ・スクールの導入初年度に、新型コロナウイルス
感染拡大の影響による事業縮小を余儀なくされてきました
が、今後拡大をしていく中で様々な視点から豊かな生活を
送るための基礎となる活動に結びつけられるよう提案してま
いります。

「C」の評価区分について
　「C」が昨年度より増えたことが目に留まりましたが、そのよ
うな自己評価を下した理由として「新型コロナウイルス感染
症」をあげていることが気にかかりました。
　たとえば、施策No.14、No.30、No.35、No.36、No.37、
No.39、No.40、No.41のいずれにも現行の評価指標を適用
すれば、「予想を下回る成果となった」と自己評価せざるを
得ないでしょう。
　しかし、「新型コロナウイルス感染症」は予期しなかった事
態であるゆえに、上記の施策にこれまでの評価指標（具体
的取組内容の不足、研修会の回数、講座実施回数、受講
者数、利用者数など）を適用することは妥当ではない（ある
いは公平さに欠ける）と考えます。

　事業評価における「新型コロナウイルス感染症」の影響に
ついては、御意見いただいたとおり、評価に反映するべきも
のではなく、別の指標をたてて評価することも考えておりまし
たが、事業の継続性を重視し、これまでどおりの評価指標を
もとに評価することにしました。
　結果としてＣ評価が多くなっておりますが、コロナ禍におい
ても様々な工夫や関係機関の協力などにより、十分な成果
を得られた部分もあり、それらについては、記述で補うことと
しています。

・P11　No.4　読書教育の推進

　全小学校に学校司書の配置が行われたことで学校図書館運営の充実が図られたことについて高く評価します。
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   （３）その他

【その他御意見】

今後の点検・評価に向けた工夫について
　変化の激しい社会状況の中、教育改革についても同様
です。
　中には短期間で成果が出るものもあれば、数年かけて目
標の達成を目指すものもあります。予算等、事務的な難し
さもあると推察しますが、全てが単年度完結ではなく、中・
長期的な視点に立ち、経年で評価を追っていく内容が
あっても良いと考えます。そうすることで1年ごとの短期目
標や成果目標が明確になるのではないかと考えます。

　ご指摘のとおりで、中長期の目標設定が必要な内容は複
数あります。中長期の目標を設定する場合、初年度からの目
標設定が必要となります。
　現行の苫小牧市教育大綱は令和４年度までとなっておりま
すので、令和５年度から中長期の目標値を設定し管理できる
ような体制を構築したいと考えています。
　構築までの令和３年度、令和４年度については、過去３年
間の経年比較を使い、将来を見据えた評価を行っていきま
す。

地域のインクルーシブ教育システムについて
　コロナ禍において「クラスター」にはマイナスのイメージが
ありますが、今から１０年ほど前になるでしょうか「スクールク
ラスター」という言葉をよく耳にしたことと思います。支援地
域内の教育資源（幼・小・中・高・特支・特別支援学級・通
級指導教室）の組み合わせにより域内のすべての子ども一
人ひとりの教育的ニーズに応え、各地域におけるインク
ルーシブ教育システムを構築するものです。
　次年度も連携の円滑化を図るため、本市教育委員会が
教育行政をリードしていただけますようお願い申し上げま
す。

　児童生徒の減少が見込まれる中、これまで以上に地域内
の様々な機関が協働し子どもたちの教育的ニーズに応えて
いく必要があると考えます。
　学びの連続性を重視し、令和２年度は小中併設校として苫
小牧東小中学校を開校し、新たな体系をスタートさせまし
た。
　義務教育9年間の指導の充実を図っていくとともに幼小連
携にも力を入れ、子どもたちの教育にとって必要なことを見
極め、教育的ニーズに応えられるよう努めてまいります。

・ 評価区分「A」が極めて少なかったことについては、厳しい自己評価の結果だと思われるが、反面では　評価指標

　そのものに起因しているのではないかと推察します。

・ 「B」が例年と同じく大多数を占めていることから、教育行政施策の大半が順当かつ妥当なものだったと判断できます。

御意見・御質問

　参観させていただくなど、幼保の現場からも学校の学びを知る機会がほしいと思います。

・教育委員会の事業や活動が、赤ちゃん絵本のとびら事業から、幼少期、小学校、中学校、生涯学習などの幅広い

・P23　No.4　不登校問題

・P34　No.27　幼稚園等からの要請によるALT派遣について

　幼少期に遊びを通して外国語に興味関心を持つ取組として良いと感じます。

　評価はCでありますが、不登校対策についての、学校や関係機関等の取り組みや成果に対し高く評価いたします。

　年々増えている不登校児童生徒と家庭の支援などの取組について、現場でのご苦労やご負担は大変なものと想像

　します。不登校の児童生徒に居場所があり、多様な学びの機会が与えられることを期待しています。

・多くの問題や課題がより良い方向へ導かれますよう、また活発な審議の中で合議制が生かされますように願っています。

教育委員会の考え方

・P33　No.26　幼小連携の推進

　新型コロナウィルス感染症の影響がなくなった時には是非、幼児教育の場からスタートカリキュラムの実施の状況など

・新型コロナウィルス感染症の影響が大きい令和2年度でしたが、この経験が次の事業や活動に活かされますよう期待

　しています。

　学びを、支え成果をあげられていることに感謝と敬意を感じます。

・各項目（「具田的な取組内容」「成果」「評価」「方向性」）の表現について・適切であえると思います。

・取り組みに基づく成果と課題、改善に向けての具体についても触れられており、適切であると思います。

　「ALTの増員により、幼稚園等の要請により多く応えられる体制づくりをすすめる」とある今後の取組と課題に期待します。
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