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 平成２９年度別海町総合教育会議 議事録 

 日時：平成２９年５月１７日（水） 

 場所：別海町役場４階第２委員会室 

 

出席者 

曽根町長・伊藤教育長・大塚教育長職務代理 

木村教育委員・伊勢教育委員・粥川教育委員 

竹中総務部長・中谷教育部長・今野総務部次長・山田教育委員会次長 

谷口教育委員会指導主幹・根本教育委員会指導参事・入倉学務課長 

谷村学務課主幹・斎藤総務課主査・佐藤学務課主査 

 

○今野総務部次長 

お疲れ様です。 

本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

時間になりましたので、ただいまから平成２９年度第１回別海町総合教育会議を開催

いたします。 

開催に当たりまして町長からご挨拶申し上げます。 

 

○曽根町長 

皆様、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

本年の第１回目の総合教育会議でございます。 

本日の議案といたしましては、一つは、大綱の中で主要施策として位置づけておりま

す心の問題への対応について、別海町におけるいじめ、不登校等についての現状につい

て、どのような状況にあるのか、情報交換をしてまいりたいと思います。 

２点目には、高等教育支援等の充実ということで、今年は幸いにも、３学級で別海高

校を維持できる人数になりましたけれども、８６人ということで、ぎりぎりということ

です。 

町としても、今後とも生徒を確保できる施策をしていかなければと思っていますので

委員の皆様方の御意見もお伺いしたいと考えております。 

いずれにいたしましても、本年から、教育委員会の組織と町行政との関係について、

体制が変わりました。今後とも、町行政と教育行政、この両輪をしっかりと連携をしな

がら、情報交換を果たして、よりよい結論を導き出せるような、そういう体制で取り組

んでいきたいと思っておりますので、委員の皆様方にも、今後ともよろしくお願いを申

し上げます。 

開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 
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○今野総務部次長 

ありがとうございました。 

続きまして、議事に入らせていただきたいと思います。 

議事の進行につきましては、本会議設置要綱第４条の規定により、町長が会議の議長

となることとなっておりますので、曽根町長に議事の進行をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

○曽根町長 

それでは、議事に入りたいと思います。 

議事の一つ目としまして、別海町のいじめ、不登校の現状と対応について事務方から

説明願います。 

 

○根本指導参事 

教育委員会指導参事の根本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それで

は、本町をめぐる現状と対応につきまして説明します。初めに、いじめについて３点説

明します。１つ目は、いじめの定義について、２点目は、いじめの認知そして最後に、

本町の現状と対応について３点をご説明させていただきます。 

いじめにつきましては、２０１１年１０月に滋賀県大津市で中学校２年生が、いじめ

によるとされる自殺が、新聞ニュース等で、全国的に報道されました。 

当初の学校は、いじめではなく、けんかとして、いじめを認知しなかったことや、そ

の後の対応等について、いろいろな意見があったことは皆さん御存じと思います。 

その後２０１３年にいじめ防止対策推進法が国会で可決されました。 

またこの件が、平成２７年度の教育委員会改革のきっかけと言われております。 

いじめの定義は、いじめ防止対策推進法の中で、一定の人的関係にある児童が行う心

理的または物理的な影響を与える行為、その中には、昨今の実勢からインターネットを

通じて行われるものも含まれております。そして最後に、対象となった、児童自身が心

身の苦痛を感じているものという３要素がいじめの定義とされております。 

またそれを受けまして、いじめの認知についても、平成２７年８月１７日に文部科学

省より通知が出てございます。 

その中では、認知に関する考え方が大きく３点ございます。１点目は、いじめは社会

性を身につける途上にある児童生徒の集団で、活動する場合、しばしば発生するもので

あり、したがって、どの学校においても一定数のいじめが認知されるのが自然であるこ

と。 

２点目は、初期段階のいじめは、子供たちだけで解決に至ることも多々あり、大人が

適切に関わりながら、自分たちで解決する力を身につけさせることも大切である。 

しかし、いじめは予期せぬ方向に推移し、自殺等の重大な事態に至ることもあること
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から、初期段階のいじめであっても、学校が組織的に把握し、つまりいじめを認知し、

見守りの必要に応じて指導し、解決につながることが重要であること。そして最後に、

文部科学省としては、いじめの認知件数の多い学校について、いじめを初期段階のもの

も含めて積極的に認知し、その解消に向けた取り組みのスタートラインに立っていると。 

極めて肯定的に評価するとの通知が出されております。 

つまり、いじめの認知につきましては、先ほどの３要素に照らして、積極的に認知す

ること。認知については躊躇しないというのが、現在の状況となっております。 

いじめは、本校では起こらないという考えではなく、いじめは、どこでも誰にでも起

こるという認識が必要であります。また、その認識のもとでの早期発見と、学校として

の組織的な対応が必要となります。それではここ２年間のいじめの認知件数はどうなっ

ているのか説明いたします。 

まずは北海道の状況についてです。平成２７年度が２,２０７件だったのに対して、

平成２８年度は、３,３７７件となりました。１.５倍となっております。 

いじめの認知に対する定義や考え方が各学校現場に浸透しつつあると考えます。 

それでは続きまして、本町の認知件数についてです。平成２７年度が３０件だったの

に対して、平成２８年度は、１１４件という結果になりました。実に３.８倍の結果で

す。町内各小・中学校が積極的に認知をし、事案が大きくなる前に積極的に解決を図る

姿勢があらわれていると考えております。 

次に、町内の昨年度の１１４件のいじめについての内訳でございます。 

小学校が３分の２の７６件、中学校が３分の１の３８件となっております。 

また小学校は、学年が高くなるにつれて、中学校では逆に入学した１年生が高い状況

となっております。 

男女別では、小学校６年生の女子が２１名と最も高く、中学校では、１年生の男子が

２２名と高い状況になりました。 

それでは３点目、本町の対応について説明いたします。いじめの対応につきましては、

組織対応、早期発見、未然防止の３つの観点について対応を進めております。 

組織対応の観点として、具体的には、各校でのいじめ防止の基本方針と全体計画の策

定、そして先ほどお話させていただきました積極的な認知です。 

２つ目の早期発見の観点からは、各校におけるいじめアンケートと、児童生徒理解支

援ツールの実施、そして最後３点目が、未然防止の観点から、日常における教師の確か

なゆとりと、学校教師からだけのアプローチだけではなく、一過性とならない児童生徒

のいじめ防止に関する活動についてとなります。 

まず、１つ目の組織対応の観点に立った各校のいじめ防止基本方針の策定です。 

皆様のお手元に平成２６年３月に別海町子供いじめ防止に関する基本方針が、町とし

て作成されましたが、それを受けまして、各校で実態に応じた基本方針が策定・改定さ

れています。スクリーンは、別海中央小学校の基本方針です。 
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ここでは、基本理念を初め関係者の責務、未然防止、早期解決に向けた取り組みなど、

組織的な対応を明記しております。また昨今の世の中を取り巻く状況から、インターネ

ットを通じて行ういじめの対策や、役割を明確にした組織、そして最悪を想定した重大

案件の対処についても明記しております。また各校では、いじめ防止の基本方針をもと

に、全体の年間計画や対処に関するフロー図等の組織図を策定しております。こちらは

中春別小学校の全体計画と取り組みの対応図です。これにより、いじめの未然防止の見

通しを、全職員が持つことができ、役割を明確にした上で具体的な行動を学校がとるこ

とができることになっております。 

続いて２つ目の早期発見の観点からの取組みです。 

本町では、道教委で実施している年３回のいじめに関する児童生徒のアンケートを６

月、９月、１１月に実施しています。 

また、道教委からのアンケートにとどまらず、地域や学校の状況に応じたアンケート

も実施しています。こちらは野付小学校で行っている生活アンケートです。 

野付小学校では、子供たちが具体的な場面を想起できるような聞き方をすることで、

早期発見だけではなく、自分自身の言動を振り返ることで、いじめについて深く考える

ことができ、未然防止に役立てております。本町の学校では、これらを定期的に行うこ

とにより、いじめの早期発見に努めています。 

また、全校でアンケートの実施後については、担任等が気になった児童と面談をする

こととなっております。また、早期発見のため、アンケートと共に、児童生徒理解支援

ツールを活用している学校もございます。 

こちらは道教委が道医療大学と共に作成した児童生徒理解のための「ほっと」と呼ば

れるアンケートです。これを実施することにより、児童生徒の心情等の理解に努めてい

ます。また、別海中央小学校ではスクリーンの右側にあります「ＱＵアンケート」に年

２回取り組んでおります。これは児童生徒がアンケートに回答することにより、クラス

や学校の中で、自分がどのように感じているか、また言葉には表せない状況等について、

プロットで位置が示され、現状がわかる状況となっています。例えば、赤い点で示され

た児童生徒は、いじめを受けている可能性のある児童です。また、青い点で示された児

童生徒は不登校になる可能性のある児童生徒です。アンケートだけではなく支援ツール

を活用することにより、早期発見や未然防止に役立っています。 

なお、教員が日常感じていることの差異に気づくことができるツールとなることから、

これらの児童生徒理解支援ツールについては、アンケート実施だけではなく、その後の

児童生徒と直接行う面談で活用され、その中で個々に合った対応をしております。 

続いて未然防止の観点からの取り組みを御説明いたします。 

アンケートのように指導や周りからの情報等提供だけではなく、教師自身の日常から

の見取りも大切となります。こちらは、いじめの早期発見のための教師のチェックリス

トです。こちらにつきましては、中央小学校で取り組んだものです。 
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特に若い教師は経験のある教師よりも、児童生徒からのシグナルを見落としがちな傾

向になるため、このように視点を明確にしたものが効果的です。これらを日常から活用

することにより、若い教師の子供を観察する力の向上に役立ち、早期発見や未然防止に

繋がると考えます。 

最後に未然防止の観点から、児童生徒の活動についてです。 

いじめの未然防止のためには、学校や教師からのアプローチだけではなくて、子供自

身のいじめ防止に対する気持ちのあり方や、行動が大事となります。 

各校では、いじめについて、子供たち自身が深く考え、防止に努める取組を行ってお

ります。これらについては、イベント的な一過性のものとならないように、各校で組織

的、計画的に取り組んでいく必要がございます。そのためにも、前述いたしました基本

方針、年間計画、組織図の策定や、そのときに合わせた改定が必要となり、各校で改定

に取り組んでおります。また児童生徒の啓発につきましては、これから、教科化となる

道徳についても、各校で充実させていく必要があります。 

また、今年度から二期目に入った「別海町生き抜く力向上策定プロジェクト」の取り

組みとして「別海町子ども会議」に新規に取り組み、いじめ問題についても町全体とし

て児童生徒自身が深く考える機会としたいと考えております。 

いじめにつきましては、最終的には解決することがもちろん必要となってきます。こ

ちらは、北海道と本町の解消率でございます。 

各校が組織的に早期発見、早期対応を行い、解消率が１００％となりました。しかし、

いじめにつきましては、解消率が１００％になったから終わりというものではもちろん

ございません。 

危機感を各学校が持ち、継続して、教員が組織的にしっかりとした見取りやアンケー

ト、支援ツール、そして定期的な面談を継続して行い、個々の事後のフォローをしっか

りと行う必要があります。現在町内各校が取り組んでおります。 

これからも町内全校と教育委員会が連携をし、「いじめは絶対許さない」という意識

のもと、子供たちが安心して通うことができる、信頼される学校環境整備に努めてまい

ります。 

続きまして、不登校について御説明いたします。 

不登校につきましては、大きく３点御説明いたします。 

１点目は、不登校の全国的な傾向でございます。２点目が、北海道と本町の状況につ

いて、そして最後に、本町の対応について御説明いたします。 

平成５年度と平成２７年度の全国の状況です。平成２７年度は、平成５年度と比べて、

児童生徒数が約３分の２まで減少していますが、不登校者数は約２倍となりました。結

果、占める割合が２・８倍となっております。不登校児童生徒が増加している様子がわ

かります。 

続いて、北海道と本町の不登校児童の状況です。北海道も全国と同様に年々増加して
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いる状況です。しかし、本町におきましては、３０日以上の不登校者数は、２７年度か

ら２８年度は３名減少、３０日未満の不登校傾向と思われる児童生徒を含めますと、約

３分の２に減少しております。 

それではここから本町の不登校児童生徒に対する対応をご説明いたします。まず、別

海町教育委員会としては、全校の３０日以上の不登校児童生徒だけではなく、３０日未

満の不登校傾向にある児童生徒についても把握しております。 

こちらが昨年度の町内の不登校児童、不登校傾向にある児童生徒の一覧です。 

このシートにありますように、欠席日数だけではなく、原因や各校の対応について、

把握に努め、解決のためのスタートラインとしております。 

続いて不登校そして不登校傾向の児童生徒については、各校で個別の支援シートを作

成するとともに、教育委員会と学校が情報共有を行い、教育委員会が、関係機関とのコ

ーディネートをし、解決に当たっています。尚このシートは、各学期毎に教育委員会に

提出されることとなっております。また不登校そして不登校ぎみの児童生徒については、

このシートを含めまして、４月から通年で委員会として学校の状況を確認、情報共有し、

解決に当たっております。 

このシートの児童につきましては、児童のみならず、保護者自身の精神的な安定が、

登校させるための支援として必要と考えたため、本町の適応指導教室「ふれあいルー

ム」の臨床心理士のカウンセラーに依頼し、母親のカウンセリングをしていただきまし

た。学校の取組はもちろん、このカウンセリング等が功を奏し、現在この児童は学校へ

通っております。 

続いて、このシートの生徒につきましては、母親が、学校外の機関との連携を求め、

積極的な対応ができると教育委員会で判断し、町保健センターの臨床心理士のカウンセ

ラーへ依頼をし、登校刺激や方法について、カウンセリングを行っていただいた例です。 

こちらの３点目の事例につきましては、母親のカウンセリングが必要だったため、ふ

れあいルームのカウンセラーへ依頼したケースです。こちらにつきましては、そのあと

カウンセラーや市立釧路病院の小児科の臨床心理士等、教育委員会が連携をし、登校で

きるように現在進めているところです。また、場合によってはこちらの生徒のように、

学校がより保護者と連携を図るようにできるため、指導室で家庭訪問をする場合もござ

います。 

先ほどお話ししましたように、この支援シートにつきましては、各学期毎に各校より

提出してもらっていますが、不登校や不登校傾向の児童生徒がいない場合でも、各校の

日常の取り組みを記載し提出してもらいます。それが未然防止につながると考えます。 

また、各校の取り組みは、町全体で共有し、未然防止に役立っております。具体的に

は、毎月の定例校長会、教頭会の中で取組みを委員会でまとめ、他校の事例を参考とす

るように周知をしております。 

本町では、学校から相談のあった案件につきまして、内容に応じて、招集する担当を
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選択しながら、ケース会議を行っています。また必要に応じて、別海町要保護児童対策

地域協議会に依頼しております。 

昨年度に学校、教育委員会だけではなく、福祉課、そして保健課の保健師等が、保護

者対応してもらったことにより、昨年度は通常どおりに登校、そして学校生活を送るこ

とができた児童生徒が数名おります。 

私自身が学校現場におりまして、別海町ならではの連携取組みだと実感します。 

こちらが別海町要保護児童対策地域協議会の詳細です。こちらは、実際に昨年度、本

町であった別海町要保護児童対策地域協議会で解決したケースです。この児童につきま

しては、昨年度まで不登校傾向にありましたが、現在では解消され元気に通学しており

ます。別海町の手厚い各機関の連携があったからこその解決だと考えます。 

現在の不登校は本人だけの問題だけではなく、家庭環境に起因するものが多々ござい

ます。こちらは別海町中央小学校に配置されていますスクールソーシャルワーカーが不

登校傾向等の児童について、欠席状況等を経年で比較しまとめたものです。赤い丸で囲

んでいるように、家庭が不登校の要因となっているものが多々ございます。 

なお、このシートにつきましては、スクリーンでは見づらいかと思いますので、資料

の最終ページに拡大したものを掲載しております。別海中央小学校では、平成２６年度

から不登校等に特化した養護教諭が配置され、家庭環境まで踏み込んでいける強さを活

かし、担任と連携いたしました。 

その結果、別海中央小学校そして近隣校の別海中央中学校につきましては、ここ数年

で不登校そして傾向のある児童生徒が減少し、一昨年、昨年度と中央小につきましては、

不登校児童はゼロという状況となっております。 

また中央中につきましても、２６年度と比較しまして、傾向生徒とあわせて不登校生

徒が約３分の１となりました。 

不登校につきましては、家庭等養育環境に起因することがますます増加する傾向にあ

り、関係機関が連携しなければ、解決しない問題となってきています。そのことから、

学校と関係機関との連携・調整を行うスクールソーシャルワーカーの配置が重要であり、

本町では、本年度から、道教委のスクールソーシャルワーカー活用事業により、スクー

ルソーシャルワーカーとして任用され、引き続き町内の不登校対策の事業を展開してお

ります。 

全国・全道的に不登校児童生徒が増加傾向をたどる中、別海町は、今後も曽根町長を

初め、皆様より御支援をいただき、人的にも物的にも恵まれている別海町の環境や強み

を生かしながら、教育委員会が学校及び関係機関と連携をし、不登校児童生徒の減少に

取り組んでいきたいと考えております。 

最後まで御清聴ありがとうございました。 

今後も引き続き御理解、御支援の程、よろしくお願いいたします。 
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○曽根町長 

別海町のいじめ、不登校の現状と対応について、根本指導参事より説明がありました。 

委員の皆様方の質問や御意見等を伺いたいと思います。 

何かございますか。 

 

○大塚教育長代理 

４ページのいじめのところで、認知数が３.８倍と増えているわけですけれども、こ

の関係によっても若干変わってくるんだろうと思うのですが、この伸びが大きくなった

要素と学校の努力によっていじめが少なくなっている、あるいはゼロにほぼ近いという

ような感じのようですけれども、最近の実例がありましたら、この機会に教えていただ

きたいと思います。 

 

○曽根町長 

今、大塚委員の質問がありましたけれども同じように３ページ、いじめの認知数の多

い学校は、解消に向けたスタートラインに立っているという、前向きな判断を極めて肯

定的に評価するという文言がありますけれども、今まで隠れていたものがそこで明らか

になったのか、それとも増えたのか、そこら辺で大きく意味合いが違ってくると思うの

ですが、そこら辺の現状がわかれば、教えてください。 

 

○根本指導参事 

はい。いじめそのものは、増えていないというふうに考えております。 

先ほど説明させていただいたように、積極的な認知が各校で浸透してきたと考えてお

ります。 

今まで、人間関係のトラブルという言葉や、けんかという言葉で対応されたものが、

いじめの３要素の一つである対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものという、

一つの要素から積極的に認知をした結果だと考えております。 

 

○曽根町長 

 大塚委員いかがですか。 

 

○大塚教育長代理 

 わかりました。 

 

○曽根町長 

今の報告の内容ですと、３ページのとおり極めて肯定的に評価できると思います。 

問題は、蓋をするのではなく、明らかにして対策を考えていくということがまさに必
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要なことだと思いますし、３ページのような考え方に立つことが、問題解決につながっ

ていくと思います。 

他に何かございますか。 

 

○粥川委員 

学校のいじめに関する情報共有は、ここにありますように、校長会、それから教頭会

で共有するということですが、どのぐらいの頻度で開催されているのですか。 

 

○曽根町長 

教育部長どうですか。 

 

○中谷教育部長 

校長会教頭会の会議自体は基本的には月１回開催しております。 

いじめに関する情報共有に関しては、案件が学校で起きましたら、その都度学校から

教育委員会に報告が入るようになっており、対応が必要な場合については、その時点か

ら、各校と対応していくような形になっております。以上です。 

 

○曽根町長 

粥川委員よろしいですか。 

 

○粥川委員 

はい。 

 

○曽根町長 

その他何かございませんか、教育長。 

 

○伊藤教育長 

３回のアンケートの集計は全部上がっています。 

７ページを見ていただけるとよく解るのですが、なぜ数が増えていくかについて、か

なり子供達の日常生活の中での行為とか言動で、例えば無視をされたとかいやなことを

言われたとか、それを全部拾っていこうということで、先ほどの話ですけれども、数が

増えていくことになっていきます。 

学校ではその後、それを一つ一つ子供達と面談をしながら確認をしていきます。です

から数字的には上がってきますけども、結果的にはそれはいじめには当たらないという

ことになっていきます。 
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○曽根町長 

はい、ありがとうございます。 

委員の方々、御質問御意見等ございますか。木村委員いかがですか。 

 

○木村委員 

１番最後に出ていたのですけれども中央小学校での不登校特別支援等に関する加配が

あったことによる効果がすごく大きかったように感じました。この対応については希望

があります。 

 

○曽根町長 

昨年の中央小学校における対応については評価できるという御意見ですね。 

 伊勢委員はいかがですか。 

 

○伊勢委員 

すいません。説明を聞いてすごいなと思いました。それで一つだけ私から話をさせて

ください。 

教育委員である前に母親という立場から話をさせていただくのですけれども、取組み

自体はとてもすばらしいことだと思うのですが、ここに書いてあるのはあくまでもいじ

めが起こった後のいろんな対処方法ですが、皆さんお子様と接するとわかると思うんで

すけど、いじめというのは起こる前に必ず兆候があります。それに１番早く気付くのが

親です。 

やっぱり家庭が全然関わっていないというか、本来であれば、１番最初に防ぐのは家

庭であって親であると思う。やはり子供が親に何でも言える環境、小学校でこういうこ

とがあったとか、小さな声に親が気づいて学校と連携するというのが１番の対応だと。 

資料としては関係無いかもしれませんけど、やっぱりここらへんとかが出てこなくて、

あくまでも個々の対策としてはすばらしいのですが、これ以前にやることはまだまだた

くさんあるような気がするんです。 

やっぱりそうなると、子供が親に何でも言える親子間の関係作り、親と学校との信頼

関係が大事だと。今の学校の先生方は忙しいので、昔と違って何でも言って何でも話し

てという環境ではなく、先生方も忙しいので。 

私の子供が小さい頃は、子供が今日こんなこと言ったから、ちょっと学校に行って先

生と話してこよう。先生が時間を作ってくれて、話して、それで早いうちに芽を積んで

もらうということがあった時代。今は色々なことができない。時代は少しづつ変わって

きているのですけど、基本は、子供と母親と先生の連携が１番最初で、そこからここに

入っていくのかなと思いました。 
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○曽根町長 

今までの取り組みの中で、伊勢委員が言われた件については、どういった取組みをし

てきたのか。指導参事。 

 

○根本指導参事 

伊勢委員がおっしゃることも、もっともだなとすごく思いました。 

確かにこの資料には、前段階が載っていないということで、各校では現在、先ほど中

央小学校で実施しているＱＵアンケートの実施後に、気になる子については保護者に連

絡をしております。 

そのことで、気になったことはないですかとか、そういうやりとりをしているのです

が、これから各学校でも、家庭と学校との連携について、どのような取組みをしている

か、校長会・教頭会等から情報提供をしてもらいながら、町として、どういうふうに進

めていけばいいか考えていきたいと思います。 

 

○伊藤教育長 

伊勢委員が言われたことはすごく大事なことです。 

学校で気になっていることがありましたら、各家庭にすぐ連絡する。これは各学校で

やっていることだと思います。ただそれが十分行き渡っていないというのは、確かにあ

ると思います。それによって、各家庭に子供達が帰って、各家庭から、何かあったので

しょうかという問い合わせがある。そういうことがうまく繋がっていけば、本当に未然

に防ぐことはできると思います。 

そういうためにも家庭と学校との連携も必要ですし、家庭の中でも、子供達の話を聞

く時間が必要です。 

 

○曽根町長 

今後、この課題につきましては、教育長は大変経験豊富な方ですし、より良い教育行

政に取り組んでいただけると、私も期待しておりますので、よろしくお願いします。 

その他一つ目のいじめ、不登校等についての御質問御意見等ございますか。 

 

○大塚教育長代理 

母親との関係ですね。ここまで入っていけるというのは、やはりベテランのソーシャ

ルワーカーの先生の力量ですよね、あるいは経験だと思います。 

普通の学校では担任でさえもなかなか入って行けない、あるいは担任も家庭訪問を嫌

うような状況がありますから、その家庭の状況について把握するということは非常に難

しいのかなと思います。そうすると、そのソーシャルワーカーを町としても配置してい

ただいて、各学校に派遣していろいろな形がとれれば最高だと思いますね。 
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先ほど伊勢委員からお話がありましたけども、やっぱり親とのコミュニケーションが

うまくとれない。 

そのために、不登校になってしまう、あるいは、いじめに関わってしまうという問題

があると思います。そういった家庭環境をきちんと理解して、そこで的確な対応ができ

ていればというふうに思うのですが、その辺の今後の見通しや対応について教えて下さ

い。 

 

○曽根町長 

はい、教育部長。 

 

○中谷教育部長 

先ほど木村委員からもお話がありましたが、平成２６年から中央小学校に養護教員の

加配ということで、学校力向上の事業に若干関係した部分で配置され、その結果として、

効果が出たというのは資料にも現れているかと思います。 

道教委の加配の分については昨年度末で終了するということになったのが１点と、そ

れから、スクールソーシャルワーカーの必要性については、以前から各段階で言われて

おりまして、町のほうでもその必要性については、認識しておりましたので、本年度、

道教委の活用事業を使って、スクールソーシャルワーカーを町として配置することがで

きるようになりました。 

実際に配置させていただく人につきましては、これまで、中央小学校のほうでその加

配で働いていただいた方にお願いをして現在中央小学校に配置をさせていただきながら、

今度は全町の学校に対応するような形で今年から体制をとることができました。 

ただ今年からの事業なものですから、その他の学校との兼ね合いですとか、普段の動

きですとか、その辺の実際の運用等につきましては、事業を行いながら、どのような形

が効果的なのかという部分の検証も含めて、これから、実際に事業のほうを進めていき

たいというふうに考えております。以上です。 

 

○曽根町長 

 教育長どうぞ。 

 

○伊藤教育長 

スクールソーシャルワーカーの設置は非常にこれから大切になってきます。といいま

すのは、先ほど大塚委員が言われましたとおり、家庭訪問に行ってもなかなか入れない

ということが出てきています。 

また、難しい案件になりますと学校の教員でも限界がでてくる。そこでケース会議を

開き、スクールソーシャルワーカーが入って繋いでいく。これからはいろいろなアプロ
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ーチをしていかなければいけない。それだけ難しい状況があると思っています。 

 

 

○曽根町長 

はい、今最近の新聞で教員の過重労働が結構問題になっていまして、なかなか家庭訪

問等についても、厳しい部分はあるかと思います。 

今おっしゃられたように、スクールソーシャルワーカーの配置がもっと必要であると

いうことであれば、行政での予算付け等について、十分考えていきたいと思いますし、

スクールソーシャルワーカーとしての適任な人材を探すことができるか、そこら辺も含

めて、行政としてもしっかり取り組んでいかなければならないと感じました。 

よろしいですか。それでは、二つ目の議案に入りたいと思います。町内中学校卒業生

及び北海道別海高等学校の進路状況について、事務方から説明をいたします。 

 

○入倉学務課長 

それでは、町内中学校卒業生及び北海道別海高等学校の進路状況について説明します。 

お手持ちの資料２町内中学校卒業生及び北海道別海高等学校の進路状況についての１

ページをお開きください。 

１ページ目には、３つのグラフを掲載しており、左上のグラフが町内中学卒業生の別

海高校入学者数、右上のグラフが町内中学卒業生の別海高校入学割合、その下は、町内

中学生卒業者数のグラフとなっております。 

まず初めに、左上の町内中学卒業生の別海高校入学者数について説明いたします。 

青いグラフが普通科入学者数、赤が酪農経営科入学者数、緑が普通科と酪農経営科の

合計入学者数を示しています。グラフの一番端、平成２１年度卒業者では、普通科入学

者が９５名、酪農経営科が１５名、合計が１１０名となっております。 

その後は年々減少傾向となり、平成２４年度卒業生では、普通科入学者が７９名、酪

農経営科が１０名、合計が８９名、その隣の平成２５年度卒業者においては、普通科入

学者が７３名、酪農経営科が１８名、合計が９１名となりました。 

その結果、平成２６年度の募集から普通科が２間口へと減少となってしまいました。 

３間口の募集となった平成２８年度卒業生では、普通科入学者数が８３名、酪農経営

科が１０名、合計が９３名の入学者となります。これについては、町内の卒業生及び入

学者の人数となっております。 

次に、右上の町内中学卒業生の別海高校入学割合について説明いたします。 

このグラフは、当該年度の普通科入学者、酪農経営科入学者、合計の入学者数のそれ

ぞれを町内卒業生者数で割った数値をパーセントで示しています。表の左端の平成２１

年度において、緑の線、合計の入学者割合が７１.９％と最大の値を示し、この年度以

降は年々減少傾向となり、平成２６年度には、４９.３％と、最小の値を示しています。 
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その後、平成２７年度から増加傾向となり、平成２８年度には、５８.５％の値を示

しており、このことは、町が平成２７年度から実施してきた各種施策の効果があらわれ

ている結果が示されています。 

このグラフから町内中学校卒業生のうち、平成２１年度には約７０％の生徒は、別海

高校へ入学しており、約３０％が町外。平成２６年度には、約５０％が町外の高校へ進

学している結果となっていることがわかります。 

また、赤い線の酪農経営科の入学割合については、１０％前後で推移していることに

ついて、今後検討を要する要因の一つと言えます。 

次に、下の町内中学生卒業者数について説明します。縦軸が卒業者数、横軸が卒業年

度を示しており、左端の平成２１年度から右端の平成３７年度までの値を示しています。 

平成２７年度は、１４５名で最小の卒業者数となり、平成３６年度には１７９名で最も

多い卒業者の見込みとなっております。本年度の平成２９年度卒業者数は１７１名と比

較的多い人数となっていますが、平成３０年度には１５４名、平成３２年度には１４６

名と少ない人数になっていることがわかります。 

次に、２ページに移りまして、別海高校３間口を確保するための割合を示したグラフ

について説明いたします。このグラフは、３間口を確保するために最低限必要な人数で

ある８１名を、３間口の最大数となる１２０名を、また、平均値である１００名を当該

年度の町内卒業者数で割った数値をパーセントで示しています。 

青い線は１２０名を確保するために、緑の線は平均値、赤い線は８１名を確保するた

めの割合を示しています。 

赤い線８１名を確保するための線におきまして、来年度の平成２９年度卒業者では、

４７.４％、翌年度の３０年度では、５２.６％を確保しなければ、普通科３間口を維持

できないことをこのグラフで示しております。 

まとめとしまして、口頭での説明となりますが、今年度は、これまでの取り組みが実

を結びまして、３年ぶりに普通科３間口が確保されました。 

今後においても、３間口が継続されることで、１年間に２名の教員が増員となり、３

年間継続すると６名の教員が増員することになることから、授業改善生徒指導及び部活

動の充実が図られ、別海高校の魅力化に向けた一層の取り組みが期待できることになり

ます。 

このことから、これまでの別海高校への支援策や今年度から開始しております部活動

外部指導者派遣事業や部活動遠征費補助の拡充の取り組みを進めるとともに、核となる

寄宿施設等の整備について、設置運営方法の検討を行いながら、平成３０年度の募集に

間に合うように取り組みを進めているところです。 

以上で、グラフに関する説明となります。 

続きまして、３ページをお開きください。 

３ページには、平成２８年度中学校卒業生の進路一覧として、地域、高校名、学科、
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人数と割合を記載しております。表の左端になりますが、根室地域では１１４人で割合

は７１.７％、釧路地域では２０人で割合は１２.６％、釧路、根室管外その他は２５人

で割合は１５.７％で、合計で１５９人となっております。 

下の表に移りまして、別海高等学校への入学内訳としまして、町内中学生の普通科が

８３名、酪農経営科が１０名、合計で９３名となっております。 

町内のほか、この表に記載のとおり、根室市光洋中学校、根室市厚床中学校、中標津

町広陵中学校で、普通科の合計は８６名、酪農経営科の合計は１１名、合計で９７名と

なっております。 

続いて４ページに移りまして、表の下段にその他として、釧路根室管内の進学先を記

載しております。特徴的な部分としましては、下段にあります山形県立山形中央高等学

校、鶴舞工業高校、大分県の高校など道外に３名の方が進学しているのが特徴と言えま

す。 

次に、５ページをお開きください。 

平成２７年度の中学校卒業生の進路一覧です。特徴的な内容についてのみ説明させて

いただきます。表の下段になります別海高等学校への入学内訳です。音更町の下音更中

から１名、普通科へ入学している実績があります。 

６ページには、その他の地域の部分では、特徴的な部分として、札幌国際情報高等学

校へ２名が進学しているのが特徴と言えます。 

続きまして、７ページをお開きください。７ページは、平成２６年度の進路一覧です。 

次に８ページに移りまして、特徴的な部分としては、表の下段にあるその他の地域で

札幌南高校へ１名入学しているのが特徴と言えます。 

続きまして、９ページ１０ページには、平成２５年度の内訳を記載しておりますので、

参考としてください。 

次に、１１ページをお開きください。 

今までは中学校でしたが、１１ページからは、別海高校の平成２８年度進路先一覧を

記載しております。普通科では、国立大学では東京芸術大学を初め、５名が進学してお

り、市立大学へは札幌学院大学を初め、１１名が進学し、各看護学校へは２名の方が進

学しております。 

表の右側の中段になりますが、酪農経営科においても、帯広大谷短期大学、専門学校

などへ進学している状況が示されております。 

続いて、１２ページには、平成２８年度卒業生の進路決定状況として、進学就職の内

容を記載しておりますので、参考としていただきたいと思います。 

１３ページには、平成２７年度の内容を、１４ページには、平成２６年度の内容を記

載しております。 

１５ページには、平成２５年度の内容を記載しております。 

説明の結びとなりますが、今後別海高校において継続して３間口が確保され、生徒数
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だけではなく、教員数も増加することから、学力、生活力、部活動についても、これま

で以上に活発な活動が展開されることを期待しております。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○曽根町長 

はい、別海高校の進路状況について事務局より説明がありました。委員の皆様で御意

見御質問等ございますか。 

今後の生徒の数の推定が１ページにあって平成３７年まで出ていますが、今１年間で

生まれる子供の数はどのぐらいかわかりますか。 

 

○竹中総務部長 

この表にあるぐらいの数で、今でも大体１５０人くらいはおります。 

 

○曽根町長 

高校の進路の一覧表を見ますと結構釧路に出ていますね。３ページなんかを見ると、

スケートとかスポーツで優秀な子供たちも他の高校へ行っているのでしょうね。優秀な

子供が出るということはいいことですが、痛し痒しなところもありますけれども。 

今年８６名と思ったのですが、３名は町外から入ったということですね。 

別海高校の生徒確保については、今は行政的にも寄宿舎や交通費の援助等、様々な施

策は考えているのですけれども、できるだけ普通科３間口は維持してまいりたいという

ふうには思っているのですけれども、委員の皆様方の御意見等もございましたらお伺い

したいと思います。 

粥川委員、西春別のほうはいかがですか。 

 

○粥川委員 

泉川・光進地区はバスの関係などがあって、標茶町がおおいですね。 

 

○曽根町長 

 昔からそうですよね。 

 

○粥川委員 

 どうしても親達が標茶に行っていた関係もあって、別海よりも標茶っていうのはあり

ます。 

あとは酪農家全般に言えることですけど、搾乳時間、下校時に迎えに行かなければい

けない。それが搾乳時間とドッキングする。したがって、釧路管内に下宿なり寮なりに

入れた方がっていいという考え方があります。だからどうしても通学するというのは、
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なかなか難しい部分もあるかなと思っています。 

寮ができるということで進んでいますから、できればそっちのほうに来るのでしょう

が、現状としてはやっぱり釧路、札幌が多いようです。 

 

○曽根町長 

行政的に一番考えているところは、寮を何とか平成３０年の募集ですね、今度の４月

の入学生については、何とか寮を間に合わせて受験をしてもらえるような体制をとりた

いなと思っているのですけれども、どのぐらいその需要があるかが一番不安でして、民

間の寄宿舎経営にも色々問合せをしたのですけれども、民間でやっていくには３０人ぐ

らい、常時それぐらいが必要だというような意見も出ていまして、３０人の寄宿生を募

集して来るのか、コンスタントにとれるのかという部分もちょっと心配の一つなんです

けれども、今言ったように交通のことを言えば、本当に上風連地区についてもそうです

し、私の出身である本別大成地区なんかにおいても、やはり別海に来るっていうのはな

かなか交通が不便なものですから、どうしても中標津それから標茶に行くという子供達

もたくさんいましたので、そういった面では、交通をなんとかするということも一つの

必要性ですし、それから今言った寄宿舎整理については、できるだけ何とか本年度中に

目途を立てたいと思っているのですけれども、そこら辺につきましても、委員の皆様方

の御意見がございましたら、お聞きしたいと思います。 

いかがでしょうか。大塚委員。 

 

○大塚教育長代理 

幸い一昨年より５０％を超える町内の中学生が別海高校に入学しました。おかげさま

で今年から普通科の間口が３間口に戻りました。これは別海町の色々な支援策をはじめ

多くの町民のご理解の賜であり、本当にありがたいことだなと感じています。 

私が着任した平成１７年、定時制酪農科を見直さなければならないということで、

色々調査研究を進めてきました。その結果、やはり酪農の教育機関が必要だということ

で、全日制として１間口を酪農経営科という形で残しました。そのときには地域の声、

あるいは中学校の校長先生方の声は、酪農科がなくなってしまっては困るということで

した。 

一つは地域の酪農教育の機関として無くなっては困るということ、もう一つは、多様

な子供達の教育機関として、職業学科の存在というのは非常にありがたいという、現実

的な声を聞かされました。 

ですから、酪農経営科にしてもそういう意味では、多様な子供達が学べる学科として、

多くの子供が入ってくれるのかなという期待を持ちながら判断した経緯があります。前

任の校長先生は、もう定時制酪農科は無くした方がいいということで普通科３間口を死

守、子供の数も少ないからそうあるべきだっていう方針を出したのですが、住民の声と
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してはやはり酪農教育と多様な子供達が学べる学校として、職業学科は残して欲しいと

いう声があったものですから全日制として残しました。 

それについては、道教委の方針としても全日制４間口が適正規模の学校ということで

４間口以下の学校は、随時、適正配置計画の対象になるとのことでした。 

全日制４間口にすることは、そういう意味もありましたが、４間口１６０名を維持す

るということは、この表を見ても中学校卒業生が１６０名いないわけですから、全員来

ても定員を維持することは非常に難しいことであります。 

さらに、こういう時代ですから、学力も義務教育の方で高めてもらっています。学力

が高い子は、そのまま進学校に入って行けるような力がついてきました。また親の経済

力もそれを可能にしています。したがって、今は容易に釧路あるいは帯広・札幌へと出

る子供が多くなっています。 

別海高校の場合は、普通科も、酪農経営科も、生徒の個別進路に応じた教育課程を編

成していますが、町外の進学校に対応できるような特進コースをきちんと設けて実績を

つくっていかないと、町内に抑えることは難しいのかなと思います。 

これは学校で考えることですから、外のほうから何も言えませんけれども、やっぱり

そういうことをしていかなければ難しいのかなと思います。 

それから酪農経営科についても非常に難しかったのです。経緯を言いますと、全日制

課程として１間口酪農経営科を残すのですけれども、定員を満たすことはできないだろ

うと思っていました。でも、定員の半分、４０名のうちの半分、２０名来れば、職業学

科としては成功だと見ていました。 

もし、その２０名を割って、学科として置けないというときには、学科を廃止して、

普通科のコースの中に酪農教育の科目を起こしてするべきかなという構想を残しながら

全日制酪農経営科にしたという経緯がありました。 

酪農経営科にして初年度は、２０名に少し足りないくらいの数字だったのですが、だ

んだんそれが１５～１６名となり、そして今も１２名ぐらいです。 

入学する生徒も酪農後継者、将来酪農の担い手になる人達は少なく、多様な生徒のた

めの酪農経営科になっているようにも感じます。 

ですから、学校に農場がない。牛がいないということですが、はじめから道教委は、

施設はつくれませんと言われました。農業教育の実習については、地域の色々な機関の

農場を借りて、そこで実習をしてもらうのが大前提でした。そういうことで、酪農研修

牧場あるいはＪＡ道東あさひの育成センターなどに生徒が足を運び実習させてもらうと

いうことで道教委も認可してくれました。いわゆる地域が実習農場という考えです。 

ですから、学科の名前も本来ならば、酪農科学科とか酪農科という名前にするのです

が、あえて経営をつけたというのは生産農場がない学校なので、酪農経営科になったよ

うです。経緯はそういうことであり、牧場をつくって欲しい、農場実習の場をつくって

欲しいということであれば道教委は認可しなかったということです。 
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その辺について今後どうするか、牛を置いて実学をするということであれば、それは

町のほうで考えてやっていくということしかないわけです。何とか牛を置けるような体

制をつくり、酪農経営科の教育内容を充実させてほしいという声を聞いていますけれど

も非常に難しいところかなと思います。 

普通科につきましては、先ほど言いましたように、進学校に対応できるような教育課

程と実績が作れなかったら非常に難しいのかと思います。 

 

○曽根町長 

大変参考になる御意見をいただきまして、特に優秀な生徒を育てていくということも

取り組まなければならない課題の一つだと思っていますし、今年は東京芸大に現役で入

る子がいたということですから、子供の可能性も多様化しているということも言えます

ので、普通科の中で、国立大、または、専門的な大学に進める子供たちを育て上げる学

校になっていくということは、別海高校を守るための大きなステップアップになってい

ると思います。 

後その酪農経営科については、近隣に学校がありますので、なかなかその農場を持っ

てやっていくということが・・・中標津は町立の計根別の農業高校がありますし、標茶

には大きな農場を持った高校がございますし、そこらへんとすみ分けをしていかなけれ

ばならないというようなこともあります。これは広域的に色々議論をしていかなければ

ならない課題の一つだとは思います。 

ただ町民の中で、今先生が言われたように、酪農経営科を何としても残してほしいと

いう意見があることも、私のところに来ていますので、それは把握していますけれども、

どういった形で進めていくのかということの方向性については、やっぱり委員の皆様方

の御見識もお伺いしながら、町としてどういう部分に取り組んでいかなければならない

かというような結論を出していきたいと思いますので、そういったためにも、本会議の

ような組織の中で、議論していく場としていきたいと思いますので、今後とも、よろし

くお願いを申し上げます。 

その他、今のこの中学生の進路状況についての、御質問、またその高校の今後のあり

方について等の内容について御意見等ございましたら、発言をお願いしたいと思います。 

いかがですか。はいどうぞ。 

 

○伊勢委員 

今、野付で中学生に関わる仕事をしているので最近思うことなんですけれども、最近

の中学生は、昔と違って勉強して学力もどんどんついてきて、本当に自分のこともしっ

かり考えてきているのと、やはり昔と違ってＳＮＳやパソコン、ネットによって野付は

野付の子だけじゃなくても全町の子もみんな友達関係です。 

学校の情報も早いし、全てのことについて私達が考えている以上の情報を持っている
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ので、高校に関してもすごく情報を持っているんですね。そういうのを考えると、別海

高校の情報が少な過ぎるという点があると思います。子供同士の情報が盛んになってい

る、意識的にいろんな情報交換をしたら、いろんな高校が出てきて、あそこに行きたい、

ここに行きたい、子供達の中では私達の思っている以上に進んでいる話で、その中で、

別海町が学校の説明会を行うのも遅いのではないかと思うんです。 

母親としては、３年生になってから学校から先生が来て説明するより、中学校に入っ

た時点から別海町は高校をアピールしていかないと・・・３年生になりました・・・進

路相談しましょうか・・・学校も訪問しましょうということでは、子供達はある程度高

校も決めている時期に入っているので、先手必勝ではないですけれども、早く早く情報

を流してあげることをしていかないと、やはり別海高校は遅いかなというのは私の意見

ですね。 

そういう点で別海町という中だけでいる感覚は捨てて、ネットによって色々な全国の

情報が入ってくる時代なので、先ほど委員長が言ったように進学する子供達が増えて、

私は母としても子供の可能性を試したい。いい高校に行けば、それだけ学力がつく、い

い大学に行く、これは親としての当然な思いで、それに応えてくれる高校を選び始めて

いると思うんですよね。 

最近の子供達の会話を聞いても、別海高校の後はどうするのという質問に答えられる

子供があまりいない。釧路に行く子はちゃんと答えるんです。例えば去年、釧路の高校

に行った子はこういう大学に行って、こういう仕事について、こういうことするから釧

路の高校に行くと。別海の子はとりあえず別海に行こうみたいな。これがやっぱりもっ

とこれからＰＲしていく部分なのかなということと、１番残念なのはどうしても別海高

校に行きたいという声が余り聞こえてこない。 

別海高校はこういう高校だっていうことで、どんどんＰＲしていけば、高校のイメー

ジが変わると思うんですよね。そういう部分から子供たちの熱を外に向けることによっ

て少しずつ方向は変わってくるのではと母親同士で話をしています。 

 

○曽根町長 

今、伊勢委員の中で早めに高校をＰＲしていくことが必要でないかということでした

が、教育長、教育現場の中で例えば中学生に向けて高校のＰＲなどができる機会はある

のですか。 

 

○伊藤教育長 

高校から中学校に来て PR できる機会はあります。 

 

○曽根町長 

それは高校の先生方の取り組み次第ですか。 
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○伊藤教育長 

それはできると思います。 

 

○曽根町長 

それと地元の教育委員会が、そういうことをＰＲしていくということも、教育法上は

別に問題はないのですか。 

 

○伊藤教育長 

 そうです。 

 

○曽根町長 

確かに母親にしてみれば、またはその自分の進路にある程度目的意識を持っている子

供達にとっては、やはり物足りないという部分も否めないと思うので、そういう要望に

少しでも答えられる高校にしていくということも必要ですし、それは高校の先生方だけ

ではなくて、町としてどういう風に高校のあり方をしていくかということも必要だと思

うので、そういうことに取り組んでいかなければならないのかなと、そのあたり伊勢委

員の御発言を聞いて感じました。 

また、家庭によってそれぞれ事情があると思いますけれども、できるだけここに残っ

て、地元の高校に通っていただけることが親の負担も少なくなる場合が多いでしょうし、

そういう形の中で、別海高校が健全な形としていければと思いますし、今御意見があり

ましたように、学力等も上がってくることによって、より上を目指す子供達にも、一つ

の受け皿としていくこともできるのかな、そういう可能性はあると思っていますので、

そういったことも、高校の先生方とまた話し合いのする機会がありましたら、こういう

意見もあるというようなことも発言をしていきたいと思います。 

家庭の方々にも、どういったことを教育委員会として、そして町の行政として取り組

んでほしいということなのか、そういう希望もどんどん聞いていく、そういう情報を集

めていくという体制をとっていきたいと思っています。 

委員の皆様方も、できるだけ地域でそういう意見を皆様方も集めていただいて、機会

がありましたら、こういった会議において、そういう御意見の情報をいただいて、全員

で共有した情報として取り組んでいけるような意義のある会議にしたいと今後とも思っ

ていますので、よろしくお願い申し上げます。 

その他、ちょっと時間も経ったのですが、本日の二つの議題、また、それ以外でも、

特に御発言等したいということがありましたら、この機会ですので、ぜひ発言をいただ

きたいと思います。委員の皆様いかがですか。 
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○木村委員 

今の別海高校の進路状況のことなのですが、私が名古屋市からこの町に来て一番驚い

たのが専門学校、大学、短期大学とかそういったものがこの地区には無い。子供がその

ために伊勢委員がおっしゃるように子供の将来的な職業を考えると、地方の高校へ出し

てしまっているという状況があると思うのです。 

それが何とかできないのかなと常々思っていました。たまたま自分の医院に就職した

別海高校生と、医院全体でセミナーに行くときに一緒に連れて出ます。 

そして刺激を受けると、医院のアシスタントで勤務するのではなくて、衛生士とか歯

科医師に興味が出る子が出るんです。その時に、支援等を考えるから進学してみてはど

うかと話しをして、就職して２年目に札幌の衛生士学校に行かせました。 

一旦退職という形をとらせて、その状況を見て札幌へ出たんですけど、２年目にまた

もう１人やっぱり行きたいと。１年目の子は衛生士でも歯科医師でも考えてみたいとい

うことまで思ってくれたので、企業体としてもそういう努力をしなければいけないので

すけど、できればやはり高校からそういうことを考えられるような状況が作れないかな

と思うのです。 

そのときに思ったのが、せっかく別海がこれだけ医療大とか学生さんに来ていただい

ていると思うんですね。そのときに、学生さんと別校生との何か接点が作れないのかな

と思いました。もっと身近で見て、こういう職に対する憧れとか子供同士の会話、とい

うか学生さんとの会話で身近で見て気持ちを強くしてもらうとか、もっとすれば先生方

も、別海の子供達がこれだけ強い気持ちを持っていて、地域的にやっぱりそういう進路

が難しいのであれば、別海高校に、特進クラスのような進路上の特別枠を作って、そう

いうことを考えるにはと。大学側もやっぱり子供を集めている時代ですから、そういう

特別枠とか、何かが考えられないかなと。それが高校と大学が子供同士の接点を持って

いるのを見て、高校の子供達の進学を考えるときに、高校見学に来た中学生が、別海高

校はこんなことをしているんだということをパネルで出してくれるとか、実際そういう

のを作ってもらえれば変わると思って・・・そういう医療系とか介護系とかこれからや

っぱりどんどん人が足りないと思うので、ぜひそう考えないのかなと思っています。 

標津高校では在学中にかなり資格を取らせて、うちに来たときに就職した子は、もう

既に介護ヘルパーの資格をとってきている子とかもいますので、高校自身も普通科とは

言いながらも興味があることに対して、そういうことをしていただけたり、特別枠の中

で資格がとれるとか何かそのようなことができれば・・・あとは、せっかく医療大で来

てもらっているので、ぜひ子供達相手の授業をしてくれないかなと思って、中学生も聞

けるとか、それが先生方だけじゃなくて、学生さんが発表をしてくださると、近しい所

で子供たちが聞くっていうのは熱になるんじゃないかなと思っています。 

あとは、ずっと別海高校のコミュニティスクールが立ち上がったときから、寮のこと

を考えていたんですけれども、寮ができたときに、実は子供達が遠方から来て泊まるだ
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けではなくて、先生方とか管理職の校長教頭先生もすごい食事とか忙しく、困っている

のが見えてくるので、寮の中で先生方自身も一緒に食事とか休憩がとれる、町民の人も

入れる。そういう接点を作れるような場にしていただけると、出してる親御さん方も先

生達や町民が入れば心配がないと思うので、接点ができて一緒に御飯を食べるようなサ

ロン的なブースができればと思います。もちろん管理者は別に置いていただいて・・で

すが。 

 

○曽根町長 

寄宿舎構想は今事務方でいろいろ練っています。 

木村委員の御意見も、参考にしていただきたいと思います。 

また、もう一つ木村委員がおっしゃった中で、職業、目標をある程度高校の中で作り

上げていけないかという話でしたけれども、私も同感でしてもっと中学生ぐらいから職

業意識、自分が将来何になるのか、何をやりたいのか、ということを、ある程度目標と

して意識できるような授業がもっと必要なのかなと思っています。 

今、行政相談員からちょっと相談があったのですが、行政相談員が生徒と授業ができ

る機会が年１回ではとても足りないので、もう少し時間を増やしてくれないかというよ

うなお話がありました。特に高校生にとっては、もう１８歳から選挙権も与えられてい

るわけですから、そういった意味でも社会と接点をもっと設けることができるような体

制を・・・授業の方まで私が口出しすると独立性の問題もありますので余り踏み込んで

はいけないのでしょうけれども、そういうことも必要ではないかなという意見も持って

いますので、先生方とお話をする機会がありましたら、私もそういう話をしていきたい

というふうに思っています。 

子供達はいっぱい能力と可能性があるのですから、木村委員のおっしゃったように、

やはりそれをうまく引き出していける、そういう体制が学校としても必要ではないかな

と思っています。その他、よろしいですか。 

先ほどおっしゃったこと、寄宿舎の関係については、事務方で委員の意見として検討

していきます。 

 

○木村委員 

もう１点ですね、実は、別海高校のコミュニティスクールの中で、ランチミーティン

グというのを開催しているのですが、子供達に少しでも色々な職種の人と接点を持たせ

たいと思って、自分だと医療関係とか呼びやすいのですけれども、現役ではなくても、

現役の人でもいいのですが、結婚されて退職されている方で、例えば助産師さんとか、

保健師さんとか・・・子供達は看護師さんは知っているが、意外と知らない職種がある

と思うんですね。医療関係自体でも。そういう人と一緒にお昼御飯を食べながら授業を

潰さないように、お昼御飯を食べながら色々なこと話せるようにしたいので、もしそう
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いう方、お昼を一緒に食べられる方がおりましたら、そういう情報をいただきたいと思

います。 

 

○曽根町長 

いや、大変いいことです。情報、経験、これはもう子供達にとって非常に大事なこと

だと思いますので、できるだけその機会を作ってあげればというふうに思います。 

その他御意見ございますか。はいどうぞ。 

  

 ○伊勢委員 

すいません、一つ加えさせてください。 

しかたのないことだと思うのですが、別海高校は定員割れが続いていて、子供達の受

験に対する意識とか、やっぱり受験は人生の中で大きなことですが、それが子供達の中

では、別海高校は落ちないという部分が浸透してきて、これは余りいいことではないと

思いますが、仕方がないことかもしれないですけど、こういう意識をやっぱり変えてい

く何かを・・・なんとなく町内全体で、３年生は受験生という意識を持ってという何か

そういうのが感じられないっていうのがあると思うんですよ。 

ちょっとずつ意識を変える方向があってもいいのかなと。 

 

○曽根町長 

伊勢委員の今の発言も一理あると思います。高いレベルを目指す子供達にとっては、

物足りない部分もあるとは思いますけれども、やはりそのレベルで高校の勉強もしたい

という子供達も、受け入れる必要があると思います。 

 

 ○大塚教育長代理 

要は定員割れをしてしまうと、とにかく道教委も余程のことがない限りは全員合格さ

せなさいという姿勢ですから、定員割れを起こしてしまうと、それはどこの学校でもあ

りうることになっていますね。 

そうなれば、間口を本当に３間口に復活してよかったのかということがあるわけです

けども、間口を減らすと競争力ができますので、そうなると勉強しなければ学校に行け

ないということになる。その辺との絡み合いですよね。 

ですから本当は、間口があっても一生懸命勉強して、自分の力を発揮させて高校に入

って勉強するんだというのが本来だと思いますが、そこはやっぱりこれからまた考えて

いかなければならないかなと。 

 

○曽根町長 

私も今年の別海高校の入学式の挨拶の中で、常に日々目的と目標を持ちなさい、これ
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を持って行動するということが１番大事なことだと申し上げましたけれども、学力はそ

れぞれ子供達によって大きく差は出ると思いますけれども、それぞれの子供にとれば、

自分が将来何になるんだと、何を目指すために行動するのかという目的意識を持つ。こ

れによって相当子供達のレベルも、それから日常生活の張り合いも大きく変わってくる

と思うので、そういった意味で学校の特色を出していく、子供達の活力を出していくと

いうことも必要なのかなと、一つの方法かなというふうに思っています。 

今、大塚委員がおっしゃられたように、なるべく高校教育を受けさせてあげましょう

という考え方からいけば、こういう高校も必要なのかなと思いましたし、そこら辺で、

レベルの高いものを目指していく部分と、今言った部分と二つを競合して一つでやって

いくことはなかなか難しい部分があると思うのですが、できることはなるべく取り組ん

でいきたいと思います。 

それと、その教育の中身について、私からどうこう言うことは差し控えたいと思いま

すけれども、気持ちとしてはできるだけ・・・義務教育ではないですけれども、ほぼ義

務教育と同じような状況ですので、そういった中で高校のあり方というのは、色々と多

様化されてきていると思いますので、そこら辺を受け皿として、別海高校の存在価値が

あればというふうに思っています。教育長いかがですか。 

 

○伊藤教育長 

 今後の課題です。 

 

○曽根町長 

これからもぜひこういう本音の議論ができればと思いますので、年１回と言わず、で

きるだけ開催をして皆さんの御意見を戦わせて、よりよい教育を目指していければと思

っています。今後ともどうぞひとつよろしくお願い申し上げます。 

この辺で本日の会議を締めたいと思いますけれどもよろしいですか。 

はい、それではこれをもちまして、本日の会議を終了いたします。 

ありがとうございました。 

 

○今野総務部次長 

今後の日程について、町長からも発言がありましたが、本年度の総合教育会議につき

ましては、協議事案が生じた際に必要に応じて開催していきたいと考えております。 

事務局からは以上です。 

 

○曽根町長 

はい。 

その他ありますか。なければこれで終了いたします。ご苦労さまでした。 


