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第１編 序 論 

第１章 石狩市教育プランの基本的な考え方 
 
１ 策定の趣旨 

石狩市教育委員会では、まちぐるみで学ぶ心を育て人を育てていく「地域教育」の推進を目指し、

石狩市教育プラン（前期基本計画：平成１５年度～平成１６年度、後期基本計画：平成１７年度～

平成２１年度）を策定し、市民や市内小中学校、市部局などと一体となって、本市教育を推進して

きました。 

この間、厚田村、浜益村との合併（平成１７年１０月）により、本市は、より広域化し著しい変

貌を遂げました。地域教育の根底となる「地域」が広がり、石狩湾新港や自然環境、地域資源、さ

らには先人達が築きあげてきた歴史、文化など、地域が一層発展していくための要素がより豊かに

なりました。 

一方、超高齢化や住民ニーズの高度化・多様化など本市を取り巻く状況は大きく変化しています。 

国及び北海道においても、少子高齢化の進行、グローバル化
※ 

 の進展、地方分権や教育改革の進

展などを背景に、社会状況や教育環境が大きく変化してきました。 

このような中、国における教育関係法令の改正に基づき義務教育に関する制度改革や教育内容の

改善、生涯学習社会の構築が求められています。 

本市の教育に目を向けると、子どもたちの学ぶ意欲や学力の低下、規範意識の低下や社会性の未

発達、人間関係の希薄化など、様々な問題が浮かび上がっています。 

このような背景を踏まえたうえで、これからの石狩市がめざす教育の理念や方向性を明確にし、

本市教育を計画的に推進するため、新たな「石狩市教育プラン」（以下「プラン」という。）を策定

するものです。 

 

※グローバル化 

資本や労働力の国境を越えた移動が活発化するとともに、貿易を通じた商品・サービスの取引や、海外への投資が増大す

ることによって世界における経済的な結びつきが深まること。(平成 16 年度年次経済財政報告(内閣府)より) 

 

２ 構 成 

このプランは、新たに石狩市がめざす教育の基本理念や施策の方向性等について、市民の皆様に

お示しし、これに基づき取組む個別・具体的な施策・事業等を位置づけるものです。 

なお、プランは今後の石狩市の教育を推進する目標（めざす姿）を示す「基本構想」とその考え

方を基盤に、実施すべき基本的施策等を具体化する「基本計画」の二つの部分で構成されています。 

 
３ 期 間 

「基本構想」については、人材を育成する観点から長期にわたって継続的に取り組む必要がある

こと、また、経済社会情勢等の変化に柔軟に対応することが必要であることなどから、平成２２年

度からおおむね１０年間を想定しています。なお、社会の変化や時代の要請、国の施策の動向等を

踏まえ、必要に応じて「基本構想」の点検を行うこととします。 

また、「基本計画」については、平成２２年度から平成２６年度の５カ年間を計画期間とします。 
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●市民憲章（前章）（平成１８年制定） 

わたしたちは、母なる川にサケがのぼる石狩の市民です。 
わたしたちの石狩市は、サケとニシン文化に象徴される歴史あるまちです。 
日本海に沿って南北に伸びるこのまちは、広大な森と、海や山の幸に恵まれた豊かなまちです。 
世界に開かれた石狩湾新港のあるまちです。 
わたしたちは、このまちの市民であることに誇りを持ち、力を合わせて新しい未来を拓くため、

ここに市民憲章を定めます。 

●石狩市教育目標（平成２年制定） 

１ 旺盛な学習意欲と行動力をもち、創造性に富む人 
２ 自然や歴史を大切にし、教養を高め、価値の高い文化を育てる人 
３ 社会の変化に応じた識見と自己抑制力をもち、秩序ある生活をいとなむ人 
４ 健康な身体と豊かな心情をもち、たくましい体力のある人 
５ 自他を敬愛し、信頼と協調に支えられて、郷土の発展に貢献する人 

●自治基本条例（前文）（平成２０年制定） 

石狩湾に沿って南北に伸びる私たちの石狩市は、海と川と森に代表される厳しくも豊かな

自然に恵まれ、先人が営々と培ってきた歴史と文化を誇り、世界に開かれた石狩湾新港を核

とした活力がみなぎるまちです。 

 

私たちは、この石狩市を地域の特色を生かしながら、市民が自立していきいきと躍動し、

平和で、安全に、安心して活動できるまちとして、次の世代に引き継いでいきたいと念願し

ています。 

 

そのためには、まず、自治の主役である市民が、等しくまちづくりの主体として尊重され

る中でそれぞれの役割を認識し、積極的にまちづくりに取り組むとともに、市民と市がまち

づくりに関する情報を共有し、信頼に裏打ちされた協働の関係を確立することが求められて

います。 

 

まちづくりは、そこに暮らす人々がまちのあり方を選択し、実践する中で、自主的かつ自

律的に進められなければなりません。全国に先駆けて行政活動への市民参加の実践を積み重

ねてきた私たちは、これまでの取り組みを土台として、協働によるまちづくりをさらに確固

たるものとするため、この条例を制定します。 
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第２編 基本構想 

第１章 基本構想の理念 
 
グローバル化や高度情報化の進展など、経済・社会構造が急速かつ激しく変化し、将来に対して不

安感が高まっている今日、市民誰もが夢や希望に向かって、自らの能力を最大限に発揮し、活躍する

ことができるような躍動感に満ちた社会づくりが求められます。 
その躍動感の源は、そこに生きる市民それぞれが持つ活力であることから、幼児から高齢者まで、

市民一人ひとりが生涯にわたって、学ぶ喜びを感じ、生きがいをもって充実した人生を送ることが大

切です。そして、お互いを尊重し、相互に支え合い、協働していく意欲を育むことが重要です。 
そのために、「自立の精神、主体性と協働意識を持った市民を育む」ことを今後の石狩市の教育の

理念としました。 
  
基本構想の理念 

 
自らの意志をもって学び、成長することに喜びを感じ、 
かつ思いやりをもって人とふれあうことに豊かさを感じ、 
協働により未来の地域社会を担う「自立する市民」を育む 

 
 
【自立する市民像は】 

生きる力
※ 

 を身につけ、一人ひとりが地域社会の一員として、生き生きと躍動できるような「自

立する市民」としてあるべき人の姿を具体的に示すと以下のとおりと考えます。 
（１）自ら考え、創意工夫し課題を解決するとともに、生きる力につながる知恵と判断力を身

につけている人 
（２）めまぐるしく変化する社会に対応できる生きる力を持つ人 
（３）やさしさや思いやりの心を持ち豊かな人間関係をつくる人 
（４）正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んじ、公共の精神を持つ人 
（５）活力に溢れ、協働により、よりよい社会を築いていこうとする人 
（６）生命や自然を尊重し、環境の保全に努めようとする人 
（７）伝統と文化を尊重し、ふるさとを愛する人 
（８）国際理解を深め、平和を愛する心を持つ人 
 

※生きる力 

中央教育審議会では、「自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力」と「自ら

を律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性とたくましく生きるための健康や体

力」を変化の激しいこれからの社会を「生きる力」としている。 
 

 
 



 4 

第２章 石狩市の教育を推進する方向と目標 

第１節 石狩市を取り巻く現状と認識 

１ 教育の現状 

平成１８年１２月、科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化など、我が国の教育をめぐる

状況が大きく変化する中、豊かな個性と創造性を備え、２１世紀の日本を担う人材育成がより教育

に求められてきたことから、約６０年ぶりに教育基本法が改正され、これからの教育のあるべき姿、

目指すべき理念が明示されました。 

これを受け、平成１９年に学校教育関連法令が改正され、義務教育目標の新設、学校評価
※ 

 等の

実施義務化が盛り込まれ、新学習指導要領
※ 

 へのスムーズな移行や保護者、地域住民と連携協力し

た学校運営の改善が求められています。 

また、教育委員会の活動については、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正

に行われなければならないとの基本理念に基づき、責任体制が明確化されるとともに、指導主事の

設置や教育委員の責務の明確化と研修の推進など体制の充実が求められています。 

翌２０年には社会教育関連法令が改正され、教育基本法において生涯学習の理念が明示されたこ

とを受け、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務に関する規定が整備され、社会教育行政の

体制整備などが求められています。 

このような教育の大改革期にあたり、本市においても視点を新たにした構想のもと、中長期的プ

ランに基づき、教育を推進する必要があります。 

 

※学校評価 

平成 19 年に改正された学校教育法において、学校は、学校評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図ることに

より教育水準の向上に努めること、保護者等との連携協力を推進するため、学校運営の状況に関する情報を積極的に提供す

ることが定められた。 

※学習指導要領 

教育課程を編成する際の基準で、各教科・科目、特別活動などの目標、内容、内容の取扱い等を大綱的に示したもの。 

 

(1) 子どもたちの現状 

●学力等の状況 

平成２０年度に小学校６年生及び中学校３年生を対象に実施された全国学力・学習状況調査
※ 

 

の教科に関する調査結果によると、北海道の状況は、小学校及び中学校の国語、算数・数学のい

ずれにおいても平均正答率が全国よりも下回っており、この状況は石狩市においても例外ではあ

りません。 

また、児童生徒の学習意欲や学習環境等に関

する調査結果によると、例えば、１日当たりの

学習時間(図表1～2)については、本市では、全国より

も低い状況となっています。また、読書時間

(図表3～4)についても比較的同じような傾向が見ら

れます。 

 

平成20年度全国・学力・学習状況調査

全道 全国

国語Ａ（主として知識） 60.5 65.4

国語Ｂ（主として活用） 46.4 50.5

算数Ａ（主として知識） 66.4 72.2

算数Ｂ（主として活用） 47.7 51.6

国語Ａ（主として知識） 72.7 73.6

国語Ｂ（主として活用） 59.0 60.9

数学Ａ（主として知識） 60.4 63.1

数学Ｂ（主として活用） 46.0 49.2

中学校

平均正答率（%）
分類 科目

小学校
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この調査結果のみをもって本市の子どもたちの学力や学習意欲等の状況を断定できませんが、

この結果を通じて、学校の教育活動を支援し、より一層「確かな学力
※ 

 」が定着するよう取組を

進める必要はあります。 

 

※全国学力・学習状況調査 

全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、各地域における児童生徒の学力・学習状況を把握・分析

することにより、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、改善を図るとともに、各教育委員会、学校等が全国的な状況と

の関係において、自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握し、改善を図ることを目的として国が平成19年度から実施

している調査のこと。 

※確かな学力 

知識や技能はもとより、これらに加え、学ぶ意欲や自分で課題を見付け、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく

問題を解決する資質や能力等まで含めたもの。 

 

義務教育においては、子どもたちに「生きる力」を身に付けることがその使命の一つですが、

そのためには「確かな学力」「豊かな心」「健康・体力」をバランスよく育成していく必要があり

ます。変化の激しい２１世紀を生きる子どもたちに求められるのは、時間の経過とともに剥落し

ていく知識ではなく、「知識・技能はもとより、これらに加え、学ぶ意欲や、自分で課題を見付

け、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力」などの「確かな

学力」が強く求められています。 

 

また、学ぶ意欲の低下が懸念されているところですが、前述の全国学力・学習状況調査結果に

よると、本市で教科学習が「好き」と回答した児童(図表5～6)は、国語・算数とも全国平均を下回って

おり、生徒(図 表

７～8)では国語で全国平均を上回っていますが、数学では全国平均をやや下回っていま

す。「授業内容がわかる」と回答した割合(図表9～ 12)は児童･生徒とも国語・数学（算数）いずれも全国

平均を下回る状況にあります。今後生涯にわたって自ら学んでいく意欲を持ち続けるために、一

人ひとりの個性や能力に応じた教育を行うなど、子どもの頃から学ぶ楽しさを実感できるように

することが大切です。 

 

文部科学省は、「確かな学力」を構成する要素として、「知識・技能」「学ぶ意欲」「学び方」「課

題発見能力」「思考力」「判断力」「表現力」の８つの能力を掲げています。一人ひとりの子ども

にきめ細かく対応できるような指導方法を確立し推進して、これら８つの能力を育んでいかなけ

ればなりません。また、子どもたちの能力・特性に応じて個性を伸ばしていくことも必要です。

そのために、少人数指導
※ 

 、習熟の程度に応じた指導
※ 

 等の指導体制の充実が求められています。 

教育委員会では、スクール・アシスタント・ティーチャー（ＳＡＴ）
※ 

 事業やＴＴ（ ティー

ム・ティーチング）
※ 

 などにより習熟の程度に応じた指導など、個に応じたよりきめ細かな学習

指導を行うため、指導方法の工夫改善を実践してきましたが、「確かな学力」の向上のために指

導体制のさらなる充実が必要です。 

 

※少人数指導 

学習集団の規模に着目し、学級数を超える少人数の学習集団を編成することにより、児童生徒一人一人に応じたきめ細か

な指導を行うこと。 
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※習熟の程度に応じた指導 

教科により児童生徒の習熟の程度に差が生じやすいことを考慮して、それぞれの児童生徒の習熟の程度に応じて、補充的

な学習や発展的な学習などを取り入れて行うきめ細かな指導のこと。 

※スクール・アシスタント・ティーチャー（SAT） 

児童生徒一人ひとりに応じた指導を行うため、市内小中学校の授業の補助を行い、子どもの学習を助ける地元大学生や教

員経験者などのボランティア指導者。 

※TT（ティーム・ティーチング） 

授業等において、２人以上の教職員などが連携・協力して行う指導方法（Team－Teaching）。 

 

新学習指導要領（小学校は平成２３年度、中学校は平成２４年度から完全実施）においては、

「生きる力」の理念が継承されており、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知

識及び技能の習得を図るとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断

力、表現力その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことが求められています。

学校現場においては、標準授業数の増加とともに、内容の充実が求められ、小学校での外国語や

中学校での武道、理科における観察・実験等の活動の充実など、新たな視点への対応が必要です。 

 

●体力・運動能力の状況 

スポーツは、児童生徒の精神的・身体的健康を保持するとともに、学校生活を健康に過ごす能

力や知識を発達させる上で欠かせないものです。 

しかしながら、児童生徒の体力・運動能力に関する全国調査
※ 

 によると、我が国の子どもの体

力・運動能力は昭和６０年頃から長期的な低下傾向にあり、平成１８年度の調査では、本道の児

童生徒は、体格は多くの学年で全国平均を上回っているものの、体力・運動能力では全国平均よ

り低い傾向が見られます。 

子どもの体力・運動能力低下の要因には、生活が便利になり、日常的に体を動かす機会や、少

子化・都市化により、外遊びやスポーツをする機会が減少していることなどが考えられています。

子どもの体力の低下は、将来的に国民全体の体力低下につながり、生活習慣病の増加など社会全

体の活力が失われる事態が危惧されており、学校生活や家庭生活を通じて、日ごろから運動に親

しむ環境づくりを進めることが求められています。 

市ではこれまで体力・運動能力調査などによる実態を把握していませんでしたが、同様の課題

であると捉えています。 

 

※体力・運動能力調査 

国民の体力・運動能力の現状を把握するため、昭和39年度から文部科学省が毎年行っている調査。道においては小、中、

高等学校の児童生徒の体力・運動能力の実態を明らかにし、学校体育の推進に資するために「児童生徒の体力・運動能力調

査」を昭和54年度から３年ごとに実施している。 

 

●生活習慣について 

近年、全国的な傾向として、偏った栄養摂取や肥満傾向の増加、過度の痩身などが見られると

ともに、増大しつつある生活習慣病と食生活の関係も指摘されているところであり、望ましい食

習慣などの育成が求められています。 

食習慣に関して、前述の全国学力・学習状況調査結果によると、「朝食を毎日食べる」との質
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問(図表13～ 14)に対し、本市で、「している」と回答した児童の割合は約 84％、生徒の割合は約 83％で

あり、「どちらかといえば、している」と回答した者を加えると、児童で約93％、生徒で約92％

となり、児童では全道とほぼ同様、生徒ではやや上回る状況となっています。 

朝食の摂取については、すべての子どもに対して、望ましい食習慣等を育成するという観点か

ら、さらに割合を高めていく必要があります。 

 

就寝・起床時刻に関して、前述の全国学力・学習状況調査結果によると、就寝時刻(図 表

15・17)は児

童生徒とも全国・全道よりもやや早く、起床時刻(図 表

16・18)は児童では早め、生徒では全国とほぼ同

様となっています。家庭での就寝時刻の設定については、あまり厳しくなく、起床については児

童生徒とも、決まった時刻に起床している状況です。 

「学校に持って行くものを、前日か、当日の朝に確かめていますか」という質問(図表 19

～ 20)に対し

ては、９割近くの児童生徒が「している」「どちらかといえば、している」と答えており、全国・

全道よりも割合が高い状況にあります。 

 家庭における生活習慣は学習習慣、規範意識とあわせて学力との強い関連性が指摘されている

ことから、正しい生活習慣を身につける必要があります。 

 また、一日当りのテレビ、ビデオ、ＤＶＤを見たり、聞いたりする時間(図表 21

～ 22)やテレビゲーム

をする時間(図表23～ 24)、インターネットをする時間(
図表25

～ 26)については、児童生徒ともいずれにおいても

全国よりも長い状況にあり、１日当たりの学習時間や読書時間、スポーツをする機会との関係か

らみても課題となっています。 

 

●規範意識について 

子どもの規範意識に関して、前述の全国学力・学習状況調査結果によると、本市で、「学校の

きまり・規則を守っている」(図表27～ 28)と回答した児童の割合が約78％、生徒の割合が約89％で、児

童では全国・全道を下回っており、生徒では全国・全道をやや上回った状況となっています。学

校のきまりや規則は、子どもにとって一番身近で基本的なルールであり、すべての子どもに対し

て、規範意識や倫理観を育成することが求められています。 

このため、学校や家庭において、子どもの発達段階に応じた規範意識や基本的な倫理観を育成

することにより一層取り組んでいくことが必要です。 

 

●児童生徒の問題行動等について 

近年、インターネット上に子どもたちにとって有害な情報が多く流通していることが大きく問

題になっており、学校非公式サイトや出会い系サイトに関連した犯罪被害なども深刻な状況が続

いています。 

「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」によると、本市における小・中学

校の不登校
※ 

 の児童生徒数は、増加傾向にあり、依然として憂慮すべき状況となっており、いじ

めの認知件数についても、同調査によると、平成２０年度は前年度より減じたものの、相当数に

達しています。 

これらの状況を改善するためには、生徒指導を中心とした学校における対策だけでなく、家

庭・地域と十分連携しながら地域で子どもを育てる取り組みの充実が求められています。  
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※不登校 

何らかの心理的・情緒的・身体的あるいは社会的な要因・背景により、登校しない、あるいはしたくてもできない状況に

ある（病気や経済的な理由によるものを除く）ことをいう。 

 

●人間関係・コミュニケーションについて 

他者とのコミュニケーションの状況に関して、例えば、前述の全国学力・学習状況調査結果に

よると、本市で、「家の人と学校での出来事について話をする」との質問(図表 29

～ 30)に対し、「してい

る」と回答した児童の割合は約39％、生徒の割合は約31％であり、「どちらかといえば、してい

る」と回答した者を加えても、児童で約 68％、生徒で約 60％にとどまっており、一番身近な家

族とのコミュニケーションについても、十分とは言えない状況にあると考えられます。 

また、少子高齢化、核家族化の進行や、情報化の進展など、社会の急激な変化によって、子ど

もたちの生活体験の機会が減少し、そのことが、社会性の未発達、コミュニケーション不足によ

る人間関係の希薄化などにむすびついているとの指摘もあることから、体験的な活動の場や機会

の充実・確保が必要です。 

 

●自尊感情・自己肯定感について 

自尊感情が高い子どもの特徴は、情緒が安定し、責任感がある、社会的適応能力が高い、成績

が良い、他の子どもや先生とのトラブルが少ない、社会規範をよく守るなどのほか、逆境に強い

などの特徴があると言われています。 

自尊感情・自己肯定感に関して、例えば、前述の全国学力・学習状況調査結果によると、本市

で、「自分には、よいところがある」と回答(図表31～ 32)した児童の割合は約26％、生徒の割合は約16％

であり、「どちらかといえば、ある」と回答した者を加えても、児童で約67％、生徒で約58％と、

全国・全道よりも、やや低い状況が見られます。 

 

●特別支援教育について 

平成１９年４月に施行された改正学校教育法により、障がいの種別や程度に応じて特別の場で

指導を行う「特殊教育」から、通常の学級に在籍するＬＤ
※ 

  、ＡＤＨＤ
※ 

  、高機能自閉症
※ 

 等

の発達障がいの幼児児童生徒も含め、幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な指

導及び支援を行う「特別支援教育」
※ 

 への転換が図られました。 

市では、障がいのあるなしに関わらず学校生活や学習上の「困り感」
※ 

 を持つ児童生徒一人ひ

とりのニーズに対し、学校全体での支援システムを確立するため、特別支援教育の一層の充実を

図る研修会を実施するとともに、各学校に特別支援教育コーディネーター
※ 

 や子ども支援会議
※ 

 

などを位置づけ、校内支援体制を整えてきました。 

今後、全ての教職員が児童生徒一人ひとりのニーズに応じた支援スキルを身につけ、ナチュラ

ルサポート
※ 

 を意識した指導を行うことができるよう、研修機会の拡充や参加等の条件整備、学

校経営を円滑にするための支援スタッフの配置などを進めていくことが必要です。 

また、市内において一貫した専門性の高い指導や支援を受けられるよう、センター的機能を有

する特別支援学校との連携をより一層図ることにより、教育的支援を必要とする児童生徒のニー

ズに応じた環境づくりが求められています。 
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※LD 

Learning Disabilitiesの略。学習障がいのこと。基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、

計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指す。学習障がいは、その原因

として、中枢神経系に何らかの機能障がいがあると推定されるが、視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、情緒障がいなど

の障がいや、環境的な要因が直接の原因となるものではない。 

※ADHD 

Attention Deficit／Hyperactivity Disorderの略。注意欠陥／多動性障がいのこと。年齢あるいは発達に不釣り合いな

注意力／衝動性、多動性を特徴とする行動の障がいで、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもの。また、７歳以前に

現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。 

※高機能自閉症 

３歳位までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわるこ

とを特徴とする行動の障がいである自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないもの。また、中枢神経系に何らかの要因によ

る機能不全があると推定される。 

※特別支援教育 

従来の「特殊教育」の対象の障がいだけでなく、ＬＤ等を含めて障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その

一人一人の教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や

指導を通じて必要な支援を行うもの。 

※困り感 

岡山大学助教授佐藤暁氏による、「背景に発達障害があるがゆえに、日々の学習・生活場面で、子ども自身が困っている

ようす」を表した造語。同氏の定義では、「困り感」とは、嫌な思いや苦しい思いをしながらも、それを自分だけではうま

く解決できず、どうしてよいか分からない状態でいるときに、本人自身が抱く感覚である。（本人にはその感覚が希薄であ

る場合や、現在は問題が生じていなくても、将来そういった状態に陥ることが十分予想される場合を含む。） 

※特別支援教育コーディネーター 

各学校における特別支援教育の推進のため、主に校内委員会、校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、

保護者からの相談窓口など、学校におけるコーディネーター的な役割を担う者。 

※子ども支援会議 

各学校における特別支援教育の推進のために設置する校内委員会をいう。 

※ナチュラルサポート 

学校生活や学習活動において何らかの困り感を持つ児童生徒が安心して生活を続けるために必要な支援を、担任や周囲の

児童生徒が自然にもしくは計画的に提供すること。これは就労支援の現場で使われており、職場の人間関係作りを調整する

ための手法。 

 

(2)学校の現状 

●学校運営について 

児童生徒、保護者をはじめ地域の人々の信頼に応える学校づくりを進めるためには、よりよい

教育活動を行うとともに、学校の安全対策が必要です。 

よりよい教育活動のためには、各学校が教育内容改善や教職員の資質向上などに果敢に取り組

む意識を持ち、学校長のリーダーシップのもと学校経営の改善や特色のある教育活動を積極的に

展開するとともに、学校の教育活動等に関する点検・評価を適切に行い、その結果を教育活動の

工夫・改善に生かすことが必要です。さらに、学校運営の状況についての情報を積極的に提供し、

保護者等に対して説明責任を果たしていくことが求められます。 
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学校における子どもたちの安全・安心のためには、各学校が安全計画を改善・充実をさせると

ともに、地震等の自然災害、火事、不審者の侵入に備えた学校独自の危機管理体制の整備充実が

求められます。 

 

●教員について 

個に応じた学習指導、生徒指導を行うためには、教職員が児童生徒一人ひとりに向き合う時間

を十分に確保することが必要となりますが、近年、校務に関わる時間の増加や学校へのニーズの

多様化などにより教職員の多忙感が高まっています。 

こうしたことから、学校における業務改善運動などによる校務の効率化や組織体制の見直しを

進めるとともに、地域ボランティアによる人的支援などにより、教職員がより子どもと向き合う

時間を確保することが求められています。 

教育委員会では、スクール・アシスタント・ティーチャー（ＳＡＴ）事業やティーチングアシ

スタント（ＴＡ）
※ 

 及び特別支援教育支援員学校配置事業
※ 

 、さらには学校支援地域本部事業
※ 

 

などのボランティア派遣などにより学校への人的支援を行ってきたところですが、新たに多様な

教育活動を進めるために、きめ細やかな支援策が必要です。 

 また、学校に寄せられる保護者からの要望や苦情に適切に対応するためには、現場教員だけで

は困難なケースも多く見受けられます。初期対応の在り方によっては課題解決に多くの時間と労

力を要する場合もあり、学校と児童生徒、保護者との信頼関係を損なう結果になるおそれもある

ことから十分な体制を整えることが求められています。 

 

※TＡ（ティーチングアシスタント） 

各学校の特別支援教育コーディネーターの補助等を行うスタッフをいう。 

※特別支援教育支援員学校配置事業 

各学校における特別支援教育の推進のため、学級担任の補助等を行う「特別支援教育支援員（地域の人材）」を学級に配

置するもの。 

※学校支援地域本部事業 

文部科学省が、地域住民が学校を支援する取り組みを発展させて組織的なものとし、学校の求めと地域の力をマッチング

して、より効果的な学校支援を行い、教育の充実を図ることを目的に、平成20年度より全国1,800ヶ所（市町村数に相当）

に学校支援地域本部のモデルを設置する事業として実施する事業。学校支援地域本部は、学校の教育活動を支援するため、

地域住民の学校支援ボランティアなどへの参加をコーディネートするもので、いわば“地域につくられた学校の応援団”と

言える。 

 

●学校施設について 

学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であり、非常災害時には地域住民の応急

避難場所としての役割も果たすことから、地震に対する安全性を確保することが極めて重要であ

り、速やかな対応が求められています。 

また、近年、地球規模の環境問題が世界共通の課題として提起されており、学校施設において

も環境負荷の低減や自然との共生に対応した施設を整備するとともに、未来を担う子ども達が環

境問題を身近に感じられるような工夫を行うことが求められています。 
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(3) 家庭、地域社会の現状 

●家庭・地域の教育力について 

平成１９年３月に国立教育政策研究所が実施した「家庭の教育力再生に関する研究」での子ど

もを持つ親たちを対象にした調査結果によると、家庭の教育力が低下していると思う親の割合は

８割を超えており、平成１８年３月に文部科学省が実施した「地域の教育力に関する実態調査」

によると、地域の教育力が低下していると思う保護者の割合が５割を超える状況にあります。 

これらの結果から、保護者の意識として、高い割合で家庭・地域の教育力が低下しているとの

認識をもっていることがわかります。 

家庭・地域の教育力の低下については、核家族化、少子化、地域における地縁的なつながりの

希薄化などが要因となっているとの指摘もなされています。また、全国的に、子どもが登下校中

に事件・事故に遭遇する事案、子どもによる殺傷事件、親から子どもへの虐待などが大きな問題

となっていること、さらには、子どもの学力や体力の低下の要因の一つとして、基本的な生活習

慣の未確立が関連しているとの指摘もなされています。 

本市では、これまで地域で学び育てる「地域教育」を進めてきましたが、家庭教育への支援、

学校・家庭・地域社会のより一層の連携・協力を通じて、地域全体で子どもたちを守り育ててい

く体制づくりを進めていくことが課題となっています。 

 

●保護者の教育に関する不安感 

平成２０年度に市が就学児童のいる世帯に実施したアンケート調査によると、子育てをする中

で、「経済的な面で不安に思っている」と答えた割合は 68.7％で高くなっています。また、小学

校低学年をもつ母親の 52.6％が就労しており、就労を希望する割合は約８割となっております。

１年以内に就労を希望する母親は62％であり、近年の経済状況・雇用状況が影響していると推測

されます。就学児童生徒の居る世帯への経済的支援や「放課後児童クラブ
※ 

 」「放課後子ども教

室
※ 

 」の充実など、働きながら子育てができる環境づくりが求められています。(
図表33

～ 34) 

経済的な面以外で不安に思っていることについては、「しつけ・接し方」（43.2％）「学校生活・

教育環境」（39.0％）「子どもの遊び場・生活環境」（34.4％）に関することの順となっています。 

 

※放課後児童クラブ 

児童福祉法第６条の２に定める「放課後児童健全育成事業」をいい、保護者が就労等により家庭にいない、小学校に就学

しているおおむね１０歳未満（小学校１～３年生）の児童を対象として、授業の終了後に小学校の余裕教室や児童館等の施

設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業。（一般的には、「学童保育」、「学童クラブ」、

「放課後児童会」と呼ばれている。） 

※放課後子ども教室 

地域の方々の参画を得て、すべての子どもに放課後や週末の安全で安心な活動拠点（居場所）を確保し、様々な体験活動

や学習活動などを行う。 
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●学び活動について 

社会・経済情勢が急速に変化し、市民の学ぶことに関するニーズはますます多様化、高度化す

る中で、市民一人ひとりが自発的に学び、その成果が適切に評価され、地域社会の発展に活かさ

れる環境づくりが求められています。 

こうした中で、本市では、市民と市

との協働で運営する「いしかり市民カ

レッジ
※ 

 」が平成２１年４月にスター

トし、楽しみながら学べる仕組みが確

立されたことにより、市内の学びの環

境は大幅に向上しました。今後は、さ

らに多くの市民や団体の参加を得た

なかで、この仕組みを発展させ、本市

の中心的な学びの場として育ていく

ことが重要であると考えています。 

また、今後は、地域課題の解決や、地域のまちづくりを進めるため、学んだ成果や地域の様々

な人材が生かされるシステムの構築がますます重要になっていくと考えることから、地域リーダ

ーをどのように養成し、さらには地域ぐるみの取り組みをいかに支援していくかが大きな課題と

なっています。 

また、学び活動の拠点となる社会教育施設については、既存の施設を有効活用し、新たな機能

の追加などを進めながら、その充実を図っていくことが求められています。 

 

※いしかり市民カレッジ 

これまで、多くの市民団体等が市内各地で開催していた市民向け学習講座の情報を一元化した、市民手づくりのシステム

で、平成21年4月にスタートした。講座は「主催講座」と「連携講座」からなり、その数は年間300以上となっている。講

座の受講ごとに「スタンプ」がもらえ、学びの成果として手帳にためていくことができ、さらに一定数に到達すると段階ご

とに終了証が授与されるなど、学ぶ意欲を継続して高めていくシステムとなっている。 

 

●図書館サービスの充実について 

市民の暮らしや活動を後世に伝えるべく、地域資料を積極的に収集して「地域の記憶」となる

ことや、多くの市民が集う施設として、市民が活動し、交流し、それを通じて喜びを感じるよう

な場所となることは、本市における図書館の重要な役割です。 

また、生涯学習活動を支える基盤として、求められた資料を着実に提供したり、市民の情報探

索活動を支援したりすること、多くの児童書を所蔵し、読み聞かせを積極的に行ない、子どもの

読書活動の推進を図ること、市民や地域社会が直面する様々な課題の解決のために、蔵書・情報

源の収集を強化し、充実したレファレンスサービス
※ 

 を提供し、情報発信を強化することなども、

多くの市民から期待されているところです。 

 

※レファレンスサービス 

利用者から質問・相談を受けて、調査・研究のために必要な資料の紹介や、資料を探すための手助けをするサービス。 

 

 

市民意識に関するアンケート調査

H18 H19 H20

自ら進んで芸術・文化、ボランティ
ア、趣味・教養などの学習活動をし
てますか？

33.4% 40.7% 38.6%

この一年間で市内にある弁天社な
どの文化財やいしかり砂丘の風資
料館・海浜植物保護センターなどに
ある資料を見たことがありますか？

22.4% 20.5% 19.6%

質問内容
「はい」と答えた人の割合
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●芸術・文化活動の振興と文化財
※ 

 の保存活用について 

芸術・文化は、ゆとりやうるおいなど精神的な充足を与えるほか、地域の個性や独自性を生み

出すなど、地域の活性化と密接に結びついていることから、今後とも、各種芸術・文化団体によ

る自主的な活動の一層の促進や、芸術・文化の鑑賞機会や発表機会の拡充、市民の芸術・文化活

動の拠点となる施設などの充実が求められています。 

このような中、特に子どもたちは、その成長過程において、芸術・文化に直接ふれあい、体験

することが、情操力を高め、将来の生きる力を育むことへもつながることが期待されることから、

今後もその機会を計画的に設けるとともに、その効果を高めるため、さらに充実させていくこと

が必要であると考えています。 

文化財について、本市には長い歴史の中で育まれてきた貴重な文化財が数多く残されており、

これまでも、市民共有の財産として保存・活用を図ってきました。しかし、時代の推移などに伴

い保存・伝承が難しくなっているものも少なくありません。そのため文化財の保護・保存を進め

るとともに、文化財・自然誌標本
※ 

 の活用と積極的な情報発信が求められています。 

文化財、自然誌標本の収集、調査は、こうした活用・情報発信の基本になるものであり、市民

への学習資料の作製、学習機会の提供に不可欠のものです。その充実のためには、資料館など学

習施設および資料の収集保管施設の整備と調査研究体制の充実が課題となっています。 

 

※文化財 

様々な時代背景の中で、人々の日常生活とのかかわりで生み出され、現在まで守り伝えられてきた文化的価値のあるもの。

文化財の種類には有形・無形の文化財、民俗文化財、記念物、伝統的建造物群、文化的景観がある。 

※自然誌標本 

化石、岩石・鉱物、動物、植物など、教育や研究のために採集した実物のこと。乾燥標本、液浸標本、骨格、剥製などが

ある。地域の自然がどのようにできているか、どんな生物がいる（いた）か、などを客観的に示すもの。 

 

●スポーツ・レクリエーション活動について 

近年、健康や体力づくりに対する関心が高まり、気軽に取り組めるウォーキングやレクリエー

ション活動など、スポーツに参加する人々が増加する傾向にありますが、継続的に運動を行って

いる市民の割合は３割に満たない状況にあります。 

生涯を通じてすべての市民が心身ともに健康で生き生きと過ごし、充実した生活を送るために

は、市民一人ひとりが自己に適したスポーツ・レクリエーションを継続的に実践し、健康の増進

に努めて行くことができる生涯スポーツ社会の実現が求められています。 

そのため、平成９年１０月に定めた「スポーツ健康都市宣言」の基に進められてきた各種スポ

ーツ施策の充実とともに、健康とスポーツの政策を効果的に進めるため、市全体の取組みを示す

新たな計画の策定が求められています。 
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２ 今日の社会の現状 

(1) 少子化・高齢化の進行 

国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の市区町村別将来推計人口」(図表35 )によると、

石狩市の人口は、平成２７年の約６万２千人をピークに、以降は減少に転じていくことが想定さ

れています。平成４２年の本市の総人口が約５万８千人となり、平成１７年の約６万人から約２

千人減少すると予測されています。また、総人口に占める１５歳未満の人口の割合である年少人

口割合については、平成１７年の13.8％から9.8％まで減少し、６５歳以上の人口の割合である

高齢化率については、平成１７年の19.3％から35.1％まで高まると見込まれています。 

このため、少子化高齢化に適応した生涯学習社会づくりが求められています。 

 

(2) 情報化の進展と環境問題の深刻化 

●情報化の進展 

今日、社会の様々な分野で情報化が進展しています。これまでいろいろなメディアによって伝

えられていた情報が、電子化され、情報通信ネットワークを通じて簡単に受発信ができるように

なってきています。こうした傾向は今後も加速度的に進み、高度情報通信社会に向かうものと思

われます。 

社会の情報化に備え、情報及び情報手段を主体的に選択し活用していくための個人の基礎的な

資質（情報活用能力）が求められています。また、個人情報の漏洩や有害情報の氾濫、ネットい

じめなど、情報化の「影」の部分への対応についても大きな課題となっています。 

 

●地球規模の環境問題 

地球環境問題は、人類共通の課題であり、地球環境を保全するために、喫緊に取り組まなけれ

ばならない世界共通の重要な課題となっています。なかでも（化石燃料の使用に伴う、温暖化ガ

スの排出量増加によって引き起こされる）地球温暖化の進行は、人類を始めとする生物の生存基

盤を脅かすものであり、地域、国を超え、地球規模で協力連携して取り組むべき最重要の課題で

す。地球温暖化の対策については、生活、生産活動に伴う資源の効率的な利用と省エネルギー化

を進め、生産性を高めるとともに、再生可能エネルギーの利用を推進し、温暖化ガスの排出削減

を図ることが求められています。 

 

(3) 経済・社会構造の変化 

●雇用の状況 

人口が減少する社会においては、労働力人口の減少に伴う生産活動の縮小が懸念されています。

さらに、企業では、より専門性の高い人材を求める一方で、非正規雇用が増加するとともに、高

度で専門的な労働者に対する賃金の上昇と、定型的労働者に対する低賃金化などの雇用の二極化

が進行していると言われています。 

 

●ニート
※ 

 などの社会状況 

引きこもりやニートの問題が顕在化しています。このような状況が続けば、中長期的には、所

得格差が拡大するおそれがあり、その結果、社会や将来に対して希望を持てない人が増えるなど、

社会不安につながるおそれがあるとの指摘がなされています。 
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※ニート(NEET)  

Not in Education,Employment,or Trainingの略。英国ブレア政権下で使われ始めた概念。職業に就かず、学業も職業

訓練もしていない者とされている。 

 

●子育ての孤立感・負担感について 

家庭は、子どもが親や家族との愛情による絆を形成し、人に対する基本的な信頼感や倫理観、

自立心などを身に付けていく大事な場でありますが、核家族化などにより、孤立感や負担感を感

じながら、子育てをしている母親が増加していると言われています。このような中には、子育て

支援サービスを受ける必要があるにもかかわらず、自ら進んで支援を求めることが困難な状況に

いる母親もいて、育児ストレス等からノイローゼや児童虐待に至ってしまうことが懸念されます。 
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第２節 基本構想 

 

基本構想の理念を実現するためには、市民ひとりひとりが主体性・自主性のもとに、他人を認めな

がらいきいきと活動できることが大切です。 

そのためにはまず、自主的に学びを進め、学びそのものが喜びとなるような支援や環境づくりが大

切です。また、互いの信頼のもとにそれぞれの個性を尊重し、力を合わせて課題を解決する姿勢が重

要です。最後に生涯学習の観点からも社会全体が学びに対する高い意識を持ち、学びの成果を様々な

場面で発揮することで、まちづくりにつながる仕組みが必要です。 

このような観点から、次の３つの柱を設定しました。 

 

(1) 自ら学ぶ意欲を育てる教育  

 
明日の社会を担う子どもたちが、個性や能力を最大限に発揮しながら、自ら学び、考え、行動で

きる「自立した人間」として生きていけるよう、学校、家庭、地域などの連携のもと、身につける

べきことをしっかりと身につけさせることが大切です。 
子どもたちに「確かな学力」を育むことを目指し、基礎的・基本的な知識・技能の習得を図り、

それらを活用しながら学ぶ力を高め、学ぶ楽しさや喜びが実感できる学習活動を推進するとともに、

人間尊重、国際理解、環境問題、情報化などの社会の変化に対応できる力を育てる教育を推進しま

す。 
学校においては、開かれた学校づくり、子どもたちが意欲的に学校生活に取り組むことができる

活力ある学校づくり、教育に携わる教職員の資質・能力の向上などを通じて、信頼に応える学校づ

くりを進め、子どもたちの目が輝くような創意工夫のある教育活動を各学校が主体的に展開するこ

とはもとより、学校・家庭・地域が相互に支え合う協力体制を推進します。 
 

 

(2) 思いやりと豊かな心・健やかな体を育む教育  

 

自然を愛し、美しいものに感動し、崇高なものに素直にこたえる豊かな心をもち、社会の中で、

他者を認め、協働して行動できる「自立した人間」として生きていけるよう、学校、家庭、地域な

どの連携のもと、子どもたちを育むことが大切です。 

変化が激しく、将来に不透明感のある現代社会においては、子どもたちが夢を描きにくく、自己

を見失いがちになることなども懸念されることから、自分のよさや可能性への自覚を深めるととも

に、規範意識や基本的な倫理観、思いやりの心などを育てる教育活動の推進が重要となっています。 

子どもたちに「確かな学力」とあわせて「豊かな心」と「健やかな体」をバランスよく育むこと

を目指し、他者や社会、自然などとのかかわりをもてる活動を充実し、道徳性や豊かな情操、コミ

ュニケーション能力などを育む教育を推進します。 
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(3) 地域で育ち・学び・活きる教育  

 
混沌とした社会情勢の中にあっても、引き続き、心豊かで生きがいのある充実した人生を送るこ

とができるよう、子どもから高齢者までのすべての市民が、生涯を通じて、いつでも、どこでも、

自由に学びの機会を選択し、自ら学び、その成果を自発的に様々な機会で生かすことができる生涯

学習社会の実現をめざすことがますます重要となっています。 
そのために、市民が、日々変化する社会のなかで、あらゆる学びの機会を有効に活用できるよう、

きめ細やかな学びの情報や場を提供していくことが重要であり、そこから得られた経験や知識が、

自己実現のために生かされるよう、さらには、市民一人ひとりの活動が、地域や組織、生活の様々

な場面を通じて、社会全体に生かされるよう、「地域で育ち・学び・活きる教育」を推進していき

ます。 
地域を見つめ直し、そこにある「ふるさと文化」を学び伝えるためには、文化財、自然誌標本の

基礎資料の発掘、調査、研究、学習素材の提供が必要となります。そのため、施設及び調査研究体

制を充実させるとともに、その成果を積極的に発信し、講座等のふるさとを学ぶ機会や文化財保護

に関する市民活動の支援を通じ、市民の「ふるさと文化」に対する関心を高めます。 


