資料１
■紋別市教育大綱（案）に対するパブリックコメントの実施結果について
１ 概要
（１）意見等募集期間 ： 令和３年２月４日（木）～令和３年２月２４日（水）
（２）意見等提出者数 ： E-mail 3名、持参 4名、ファクシミリ 1名
（３）意見等件数
： 27件
（４）周知方法
： 市ホームページ、市役所だより（北海民友新聞）
（５）配布場所
： 文化会館２階事務室（学務課）、渚滑出張所、上渚滑支所
２

紋別市教育大綱（案）に対する意見要旨及び意見に対する市の考え方
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1 P5

項目

教育大綱（案）に対する意見要旨

意見に対する市の考え方

家庭におけるデジタル端末の利用時間が長く
なり、教育現場での使用も増えると、視力低下
や姿勢の悪さなどの心配があります。また、電
磁波の人体への影響は、科学者により見解が分
かれており、デジタル端末の導入については、
予防原則を重点にしていただきたい。

デジタル端末利用に対する視力等、健康への
影響については、文科省から留意事項として示
されています。電磁波につきましては、国が健
康への影響など、安全性の確保の観点から指針
や基準値を定めております。また、それらの規
則に従って対応してまいります。大綱において
は、変更なしといたします。

「育成」、「人材」「健やかな」という言葉
が何度も使われています。
「育成」は、①養い、育てること、②目的に
沿って、選別・交雑して育てた品種とあり、利
潤追求の企業を中心とした社会を鑑みれば、②
の意味合いが強く感じられます。
「人材」は、①才知ある人物、②役に立つ人
物とあり、②の意は、誰にとって役に立つか、
役に立たないかなど、「誰ひとり取り残さな
い」という教育行政が使うことに違和感を覚え
ます。
「健やかは」は、病気をせず、体の丈夫な様
とあり、将来または現在、疾病や障害を抱える
本人、家族にとってとても辛い言葉と思いま
す。

教育大綱は、教育基本法に基づき策定される
国の教育振興基本計画における基本的な方針を
参酌して定めることとされており、同計画にお
いても、「育成、人材、健やかな」という文言
は使用されており、本市の教育大綱においても
使用したいと考えており、大綱においては、変
更なしといたします。

子供たちの心の中に郷土愛を育んで欲しいと
願います。大人になる過程で心の支えになるこ
とを信じており、辛いことがあったとき、故郷
を想うことで心が癒やされ救われるのではない
でしょうか。
「オホーツクの自然に恵まれ」、「郷土の自
然や文化を大切にするとともに」、「美しい物
や自然に感動する豊かな心を育む」、「郷土の
自然や文化を大切にする」という言葉が並んで
いますが、施策の中に具体的な取組を表記すべ
きと考えます。
中学生や高校生がコムケ湖が何処にあるの
か、どのような自然があるのか、行ったことも
なく知らない子供たちが多く驚いています。
社会に出たときに、流氷が来るふるさと紋別
の自然を胸を張って語ることができるよう、子
供のうちから体験させてあげたいです。

郷土愛、豊かな心につきましては、義務教育
において地域に根差した特色ある教育を推進す
るとともに、生涯学習活動における青少年活動
の自然体験学習、地域の特色を生かした様々な
芸術・文化活動、歴史文化の保存と継承などに
より、生涯にわたって学び続けることができる
よう、広く施策を展開しております。義務教育
段階では、郷土の自然や文化を大切にし誇りに
思う気持ちを育む道徳や総合的な学習の時間な
どの教育活動が行われており、その充実を図る
よう支援してまいります。大綱においては、変
更なしといたします。

基本方針１ つむぐ
分野３ 特別支援教育

ノーマライゼイションの視点が欠けていま
す。大綱を読む限り、大人との関わり、他機関
との連携が中心となっているが、特別支援教育
で最も重視しなければならないのは、同じ年頃
の子ども達との交流や共に学び、過ごすこと。
ぜひ検討し、加味していただきたいです。

障がいのある児童・生徒への配慮や学びの選
択肢を増やし、障がいの有無に関わらず、可能
な限り共に教育を受けることができるよう適切
な支援や連携・協力を行うことがノーマライ
ゼーションの視点であると考えておりますの
で、施策項目において網羅していると考えま
す。大綱においては、変更なしといたします。

本市教育の目指す姿

大綱の策定主体である市長は、平成３０年度 市政執行方針にある「子どもたちの成長を支
から令和２年度の市政執行方針で、「子どもた え、未来を創造する人材を育む」という視点は
ちの成長を支え、未来を創造する人材を育む」 重要でありますので、大綱の本市教育の目指す
と述べているので大綱に明記すべきでは。
姿において「子どもたちの成長を支え、未来を
創造する人材を育む」を明記いたします。

基本方針１ つむぐ
分野２ 義務教育
施策項目５ 教育内容の充実
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6 P4

基本方針１ つむぐ
分野１ 幼児教育

本市は、０歳児からの無償化に理念を持っ
０歳から３歳児未満の保育料については、国
て、他の自治体に先駆けて実施している。その と市独自施策により、保育料を免除して子育て
点を記述すべきでは。
世代への経済的負担軽減を図っておりますが、
福祉施策の範囲でありますので、大綱において
は、変更なしといたします。

7 P4

基本方針１ つむぐ
分野１ 幼児教育
施策項目２ 家庭教育の充実

幼稚園や保育所とあるが、新制度により市内 幼稚園の記述を「認定こども園」に改めま
では、幼稚園を廃止し、認定こども園に移行し す。
ているので確認を。

8 P4

「認定子ども園」の「子」の表記は「こ」に 認定子ども園の「子」につきまして、ひらが
修正すべき。文科省では、子供に統一している な表記に改めます。なお、「子供」の表記につ
基本方針１ つむぐ
ので、認定こども園を除き、「子供」に統一す きましては、文部科学省においては「子供」の
分野１ 幼児教育
表記を公文書において使用しておりますが、紋
施策項目３ 時代ニーズに対応 べきでは。
別市の計画や条例・規則等においては「子ど
した運営支援
も」の表記となっており、「子ども」の表記と
いたします。

9 P5

基本方針１ つむぐ
分野２ 義務教育
施策項目４ 教育環境の充実

「日頃から避難訓練や対応方法の指導など安
全対策に努めます。」とあるが、「防災教育」
の文言がありません。自らの命を守る、他の命
を守る、社会機能を守るなど、ぜひ防災教育に
ついて取り上げていただきたい。異常気象や胆
振東部地震によるブラックアウトなどを身近な
教訓とし、義務教育のみではなく、すべての世
代に必要な教育と考えます。

災害発生や不審者侵入などの緊急時に的確な
行動をとれるよう、日頃から避難訓練や対応方
法の指導など、防災教育を含めた安全対策に努
めることとしており、大綱においては、変更な
しといたします。

10 全体 全体をとおして

社会の情勢変化、紋別市の教育状況等に向け 国の教育基本振興計画や北海道の大綱等を参
た取組や方向性、様々な課題を示し、紋別市の 酌して決定しており、そうした社会状況の変化
教育を取り巻く環境変化やニーズに的確に対応 については、盛り込むように努めております。
できるよう明示してほしい。また、北海道教育 大綱については、変更なしといたします。
大綱に示されている「参考 社会情勢の変化な
ど」は具体的で分かりやすい。紋別市の「人づ
くり」を推進するため、大綱の改定にあたって
検討してほしい。また、「参考 社会情勢の変
化など」を設け、地域創生、STEAM教育、道徳
教育の推進、環境問題、拉致問題に象徴される
人権問題等についてもぜひ取り上げていただき
たい。

11 P2

本市教育の目指す姿

「つむぐ」は、主に学校教育、「かかわる・
はぐくむ・いきる」は、主に地域の教育に関し
ての内容であり、「家庭教育」に関する具体項
目が入っていないように感じます。生涯教育に
関する家庭・学校・地域三者間の調和が重要
で、特に家庭教育と保護者の子弟、教師、教育
委員会間の望ましい関わり方を積極的に支援し
ていく働きが重要であると考えます。

基本方針１ つむぐ
分野２ 義務教育

義務教育の頁にも「家庭教育の充実」は必要 「家庭教育の充実」の文言追記につきまして
と考えます。
は、施策項目５の教育内容の充実に記載してい
る「子ども夢ＵＰプラン」の中に意図すること
を含んでおります。家庭教育は子どもの保護者
が家庭教育の重要性を再認識し、保護者がその
責任を十分発揮することができるよう連携を図
ることとしており、大綱においては、変更なし
といたします。

12 P3

2

ご意見のとおり、家庭・地域・学校の三者が
一体となり健全な育成や個性を伸ばし、自ら活
動する意欲、態度を育てる教育が重要と考えて
おります。基本方針１の「つむぐ」は、幼児教
育から高等学校教育等までとしており、分野１
の幼児教育、施策項目２の家庭教育の充実にあ
るように家庭教育の充実を図ることとしてお
り、大綱においては、変更なしといたします。
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13 P7

奨学資金審査のより強い厳格化と無償化につ 教育大綱は個別具体的な施策について定めて
いての見直しが必要と考えます。
いるものではなく、本市の取り組むべき教育、
基本方針１ つむぐ
学術及び文化の振興に関する総合的な施策につ
分野４ 高等学校教育等
いて、その目標や施策の根本となる方針を定め
施策項目１２ 奨学資金制度の
たものとされております。いただいたご意見
継続
は、個別の施策に係るものですので、今後の施
策の参考とさせていただき、大綱においては、
変更なしといたします。

14 P4

基本方針１ つむぐ
分野１幼児教育
推進目標

推進目標に、ネグレクト・虐待対策を考慮し 幼児教育につきましては子育て講演会などの
た内容の挿入が必要と思われます。また、義務 学習機会の拡充、家庭・地域・関係機関の連携
教育の中でも必要があるかと思います。
強化を図ります。義務教育では家庭・地域・学
校が一体となった「子ども夢ＵＰプラン」の取
組を進めてまいることとしており、大綱におい
ては、変更なしといたします。

15 P5

基本方針１ つむぐ
分野２ 義務教育
施策項目５ 教育内容の充実

非行・いじめに対する警察との連携を強化し 警察を含むさまざまな関係機関と連携した相
た取組を盛り込む必要性があると感じます。 談・指導の充実に努めることとしており、大綱
においては、変更なしといたします。

基本方針１ つむぐ
分野２ 義務教育
施策項目５ 教育内容の充実

部活動について、少子化で縮小傾向はやむを
得ないが、生徒指導上、学校内の安定、高校受
験者数の確保、集団生活の育成には大変重要な
活動であるので、地域社会との連携協働を密に
した指導者の派遣体制を盛り込む必要性を感じ
ます。

国は、生徒にとって望ましい部活動の環境の
構築と学校の働き方改革も考慮し、休日の部活
動を段階的に地域へ移行する方針であり、今
後、紋別市においてもこの方針を進めることと
し、大綱には「地域部活動への取組」として記
載しており、大綱においては、変更なしといた
します。

紋別市教育大綱の具体的内容が浸透し、家庭
内暴力・各種非行、いじめ、不登校等の問題行
動に子供たちのためになる対処を図るには、家
基本方針１ つむぐ
庭・地域・学校が手を携え合い、胸襟を拓いて
分野２ 義務教育
施策項目６ 社会に開かれた教 いくことが肝要です。そのため、市内全体を網
育課程
羅できる各企業団体に趣旨を説明し、生涯にわ
たり人格の向上を高めることがお互いの利益に
なることを理解していただくことが重要と考え
ます。

ご意見のとおり、家庭・地域・学校の連携・
協働が生涯にわたって学び続けることができる
人づくりの基盤となります。社会に開かれた教
育課程実現の観点からも、各企業団体様にご支
援ご協力をいただきながら、地域支援ボラン
ティアの充実を図ってまいることとしており、
大綱においては、変更なしといたします。

特別支援の必要と思われる児童生徒の医療判
定に関して、市内の病院にて検査や判定・治療
を受けられる体制を整備することが求められて
おり、特に判定のため、他市で受診しなければ
ならないことの負担が大変大きい状況がありま
す。

教育大綱は個別具体的な施策について定めて
いるものではなく、本市の取り組むべき教育、
学術及び文化の振興に関する総合的な施策につ
いて、その目標や施策の根本となる方針を定め
たものとされております。いただいたご意見
は、個別の施策に係るものですので、今後の施
策の参考とさせていただき、大綱においては、
変更なしといたします。

紋別高校の普通科では、市民に対して具体的
な進学先が周知されているか。また、漁業の町
として、航海上の管理として水産科の復活がで
基本方針１ つむぐ
きないか。アジアの研修生の取扱いを含め、一
分野４ 高等学校教育等
施策項目１０ 高等学校教育の 定の数は見込めるとともに、市発展の一助にな
ると思われます。
充実

紋別高校の生徒の進学先については、道立紋
別高校で行われているものでありますが、紋別
高校ホームページには公開されていると確認し
ております。
道立高校の学科の配置については、道教委に
おいて学習ニーズや進路動向等により決定され
るものであることから、水産科の復活は高校魅
力化の一案として伺い、大綱においては、変更
なしといたします。

16 P6

17 P6

18 P6

19 P7

基本方針１ つむぐ
分野３ 特別支援教育
施策項目８ 教育内容の充実
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20 P8

女性の参加機会について、男女共同参画より 男女共同参画社会の実現にあたっては、あら
も、初めに女性のみの活動分野を設定し、除々 ゆる分野において、男女が対等なパートナーと
に男性を参加させていく方策を採っていく方が して参画していくことが必要です。全国的に、
効果があると思います。
審議会や各種委員会における女性の占める割合
基本方針２ かかわる
は低く、女性の意見を政策・方針決定に反映さ
分野５ 生涯学習活動
せるためにも、女性登用率向上や、女性のいな
施策項目１４ 生涯学習機会の
い審議会等の解消などに努めていく必要があり
充実
ます。当市においては、生涯学習機会の場にお
ける女性の割合が高いところですが、男女の割
合が均等になるよう継続的に行っていくことと
しており、大綱においては、変更なしといたし
ます。

21 P8

魅力ある学習基地としての図書館活動にする
ため、学校図書館だけでなく、幼児を抱えた父
基本方針２ かかわる
母の利用のため、子供の居場所づくりや図書館
分野５ 生涯学習活動
施策項目１６ 読書機会の充実 のコピー（有料）、参考書を基にした設計な
ど、実利的な要素を取り入れた機会の充実を図
ることが大切に思います。

基本方針１、分野１、施策項目１、幼児教育
の充実において、子どもの読書活動の促進につ
いて進めることを記載しております。そちらに
基づき取り組んでまいりますので、大綱におい
ては、変更なしといたします。

青年教育の充実が重要に思います。各企業団
体の協力の下、社会教育に積極的に参加するこ
とによって、自身も向上し、社会も質や量の向
上に繋がっていける。健全な方向に向かってい
けることを理解いただき、掛け声をかけていた
だくことが出来れば市内全体として美しい街に
なっていけるものと思われます。

子どもたちの「生きる力」を育み、健やかな
成長を促すため、放課後における児童の安全な
居場所づくりとして留守家庭児童園を開設して
おります。また、青少年の非行や問題行動を未
然に防ぐための見回り補導や、昨今のいじめ問
題等に起因するＳＮＳを活用しての見守りを実
施しております。さらに、子どもの居場所作り
として多用な講師から学ぶことのできる青少年
教室の開校、紋別生涯学習センター主催の自然
体験学習の充実など、引き続き、家庭・地域・
学校また関係機関と連携し子どもから大人まで
誰もが安心して暮らすことのできる美しい街づ
くりに努めてまいたいと考えますことから、大
綱においては、変更なしといたします。

各施設の駐車場の確保、拡充が重要です。ま

各施設の駐車場及び会場等については、現状

22 P9

基本方針２ かかわる
分野６ 青少年活動
施策項目１８ 青少年の健全育
成

23 P10

基本方針３ はぐくむ
た、各施設の練習会場、作業会場、学習室の拡 で十分に確保されていると考えておりますが、
分野７ 芸術・文化活動
利用状況や利用者の意見などに基づき対応して
施策項目２０ 歴史文化の保存 充が必須です。
参りたいと考えており、大綱においては、変更
と継承

なしといたします。

個人、老人達の散歩やジョギング、体操、サ

24 P11

安全にスポーツを行える場所の確保や整備は

基本方針４ いきる
イクリング等が安全にできるような場所の確保 必要と考えており、そのような点も踏まえて、
分野８ スポーツ・レクリエー
や整備項目が必要に思います。
誰もが便利で気軽にスポーツ・レクリエーショ
ション活動
ン活動を行うことができる体育施設機能の整備
施策項目２３ スポーツのまち
充実に努めたい旨の内容が含まれており、大綱
づくり推進

においては、変更なしといたします。

4

意
見
番
号

頁

項目

25 全体 全体をとおして

教育大綱（案）に対する意見要旨

意見に対する市の考え方

国の地方教育行政に関する法律では、その
「性格」の中心に「地域の実情に応じて総合的
な施策の大綱を定める」としており、紋別の実
情に応じて大綱を定めれば良い。教育行政を進
める上で、何が課題になるのかを見極める作業
が施策を作成し、展開する入り口になる。
市の大綱では、日本全国、どの都市にも共通
する「在るべき姿」の美辞麗句が羅列されてい
る。それを進める能力、エネルギーが紋別にあ
るのか謙虚に検証しないと、教育行政は絵に描
いたモチになってしまう。推進する側、それを
受ける市民に、理想に近づく精神的な土壌、受
ける能力があるのかどうか。それが希薄であれ
ば、そこから修正が必要。
紋別市は開基百数十年になるが、その間に培
われた水産のマチ特有の生き方、考え方は地域
社会に強固に根を張っている。
新しい時代の新しい教育は、青少年に限ら
ず、大人こそに向けられるべきである。
日本政府が「デジタル庁」を新設して推進し
ようとするデジタル化は、効率化という点では
メリットは大きいが、それを教育行政に当ては
めるのは危険だと思います。
十数年前から「デジタル教科書」への移行が
叫ばれ、具体化に向かっている。紋別市も、Ｇ
ＩＧＡスクール化を推奨する方向となっている
が、「子供達が重い教科書を持たなくても良く
なる」などの安易な理由で、教育のＩＣＴ化に
進むのは、日本人の本来の特性を失わせ、日本
文化の喪失にも連動してしまう。日本の長い歴
史の中で培われてきた日本人の情緒や美意識を
後退させる恐れがあり、ＩＣＴ化は学力向上に
つながらない。」などといったデメリットの面
も多々あると国内の有識者が危惧している。

ご意見のとおり、ＩＣＴは教育の目的ではな
く、教育するための手段で、ＧＩＧＡスクール
化につきましては、あくまで予測不可能な未来
社会を生き抜く上での基盤となる資質・能力を
身に付けるため、児童生徒が新たな道具として
活用できるようにするための教育環境整備で
す。日本の文化や情緒、美意識なども大切な生
きる力であり、これらを軽視するものではあり
ません。紋別市の子どもが将来、今からは想像
もつかない社会状況に直面した時にも困ること
なく生きていく力を身に付けさせる責任がある
と考えており、大綱においては、変更なしとい
たします。

前条の「人間性や社会性」を具体化したもの ジェンダーに関する教育は、学習指導要領に
として、「ジェンダーの平等、また多様な個性 基づき人権教育の中で実施しており、大綱にお
を尊重し、その調和が図られることが大切とい いては、変更なしといたします。
う意識を身に付けられるよう取り組みます。」
を明示すべき。

26 P5

基本方針１ つむぐ
分野２ 義務教育
施策項目４ 教育環境の充実

27 P10

障がい者スポーツへの理解を示すため、「障 すべての市民がスポーツに参画していただく
基本方針４ いきる
分野８ 義務教育
がいの有無に関わらず、子供から高齢者まで ため、また障がい者スポーツへの理解、普及も
施策項目２２ スポーツ・レク …」を明示すべき。
必要と考えますので、障がい者も含めた記載に
リエーションの充実
改めます。

5

資料２
（案）

紋別市教育大綱

令和 3 年 3 月

紋 別 市

日

。。
１ 大綱の性格
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３第１項の規定に基づき、本市の教育、
学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定め
るものです。
平成２６年５月制定の「紋別市の教育目標」において、本市教育の基本理念を「生きがい
と夢を紡ぐ教育」と定めています。
「人がまちを創り、まちが人を育てる」
、そして「まちづくりは人づくり」です。
地域づくりの基本となる「人づくり」がこれからの持続可能な地域社会づくりに不可欠で
あり、夢と希望を持つ子ども・挑戦する若者・活力ある社会人・生きがいを通して輝く高齢
者といった各世代がそれぞれに輝く「人づくり」を推進するため、人づくりの根幹をなす教
育行政施策の総合的な推進を図ろうとするものです。
２ 関連計画等との整理
本市の第２期総合戦略における基本目標⑤に「地域を支える人を育み、住民参画による協
働のまちをつくる」が掲げられており、幼児教育からスポーツ･レクリエーションまで、教育
関連全般にかかる分野別目標を定めていることから、これらとの整合を図ります。
また、本市「生涯学習推進計画」は、教育行政分野の各種計画などと整合性を図り、施策
体系を義務教育から芸術文化・スポーツ分野に至る、教育部門の総括的な計画であることか
ら、同推進計画における推進項目及び主な事業を本大綱の「具体的施策」として整理します。
３ 大綱の対象期間
国の「第３期教育振興基本計画（2018年度～2022年度）」は５年、「北海道総合教育大綱」
は、対象期間の規定がありません。そのため、社会変化や施策の根本としての性質との兼ね
合いを考慮し、この大綱の対象期間については、これまでと同様に令和３年度から令和５年
度までの３年間とします。

1

本市教育の目指す姿

～生きがいと夢を紡ぐ教育～

教育基本法に掲げられた教育の基本理念を踏まえつつ、子どもから大人まですべての市民が、
生涯にわたって学び続けることができる人づくりを進めます。
これからの時代の地域を支えるのは、そこに住む人々の総合的な力であり、地域づくりの基
本となるのは「人づくり」です。
□子どもたちには、将来にわたって自立できるよう、自ら学び、課題を解決しようとする力・
社会を生き抜く力を養うとともに、子どもたちの成長を支え、未来を創造する人材を育む必
要があります。
□また、家庭・地域・学校等が協働する中で、多様なかかわり合い・支え合いができる社会の
実現を目指す必要があります。
□紋別市は、オホーツクの豊かな自然に恵まれ、長い歴史と貴重な文化が受け継がれてきまし
た。それぞれの「資源」を理解し、大切にすることで、その「資源」を未来へとしっかり受
け継ぐとともに、新たな息吹を創造していく必要があります。
□生命と人権尊重を基盤に、身体的・精神的に良好な状態で、自らの人生をよりよく生きてい
くことができるよう、健康な人づくりを目指す必要があります。

このため、次の４つの基本方針、８つの分野、２３の施策項目を推進します。
１ つむぐ

～人間形成の基礎を培い、健やかに生きる人づくり～
子ども一人一人の「生きる力」を育てるとともに、将来の夢や
希望を紡いでいく力を育成します。

２ かかわる ～市民の多様な活動を高める学習機会の充実～
人と人とのかかわりを大切にするとともに、学び支え合うこと
ができる生涯学習社会の実現を図ります。
３ はぐくむ ～芸術・文化活動の推進と歴史文化の継承～
郷土の自然や文化を大切にするとともに、心に潤いを与えてく
れる芸術文化を通じて豊かな心を育みます。
４ いきる

～健康づくりとスポーツ活動の推進～
自他の生命を尊重するとともに、心身ともに健康で活力ある人
間を育成します。

2

市政執行方針との整合を図るた
め文言追加

体 系 図

基本方針１ つむぐ ～人間形成の基礎を培い、健やかに生きる人づくり～
子ども一人一人の「 生きる力」 を育てるとともに、 将来の夢や希望を紡いでいく 力を育成しま す。

分野１ 幼児教育
【施策項目1】幼児教育の充実

●子どもの読書活動の推進●幼児教育に関する学習機会の充実

【施策項目2】家庭教育の充実

●学習情報提供の充実●経済負担の軽減●家庭・地域・関係機関との連携

【施策項目3】時代ニーズに対応した運営支援

●幼保小連携の推進

分野２ 義務教育
【施策項目4】教育環境の充実

●児童生徒の安全対策の充実●学校施設の整備

【施策項目5】教育内容の充実

●「未来の学び」環境の充実●確かな学力の育成●少人数指導の推進
●地域に根ざした特色ある教育●教育相談・教職員の研究・研修の充実

【施策項目6】社会に開かれた教育課程

●コミュニティ・スクールの推進●特色ある学校づくり●地域ぐるみで子どもたちの教育支援

【施策項目7】心と体の健康づくり

●豊かな心・健やかな体の育成

分野３ 特別支援教育
【施策項目8】教育内容の充実

●特別支援学校との連携●特別支援教育の充実●関係機関との連携

【施策項目9】発達支援体制の充実

●発達支援センター及びことばの教室の充実

分野４ 高等学校教育等
【施策項目10】高等学校教育の充実

●魅力ある高校づくりに向けた取組の推進

【施策項目11】専修学校等の振興

●技術向上と人材育成

【施策項目12】奨学資金制度の継続

●就学困難な生徒支援

基本方針２ かかわる ～市民の多様な活動を高める学習機会の充実～
人と人とかかわり を大切にするとともに、 学び支え合うことがで きる生涯学習社会の実現を図りま す。

分野５ 生涯学習活動
【施策項目13】生涯学習推進体制の充実

●生涯学習体制の推進

【施策項目14】生涯学習機会の充実

●学習活動の推進●ボランティア指導者の発掘養成●女性の参加機会の充実

【施策項目15】生涯学習施設の整備

●生涯学習施設の整備

【施策項目16】読書機会の充実

●子どもの読書活動の推進●資料の収集と提供●関係団体との連携●環ｵﾎｰﾂｸ文献収集事業

分野６ 青少年活動
【施策項目17】青少年活動の推進

●自然体験学習の充実●少年団体や子ども会活動の促進●指導者の育成、研修の促進

【施策項目18】青少年の健全育成

●子どもの居場所づくり●有害環境浄化と相談体制の充実

基本方針３ はぐくむ ～芸術・文化活動の推進と歴史文化の継承～
郷土の自然や文化を大切にするとともに、 心に潤いを与えてく れる税術文化を通じて 豊かな心を育みま す。

分野７ 芸術・文化活動
【施策項目19】芸術・文化活動の推進

●活動環境の充実●鑑賞機会の拡充●団体、担い手の育成

【施策項目20】歴史文化の保存と継承

●文化財の保護・保存と普及●郷土芸能の保存と伝承

基本方針４ いきる ～健康づくりとスポーツ活動の推進～
自他の生命を尊重するとともに、 心身ともに健康で活力ある人間を育成しま す。

分野８ スポーツ・レクリエーション活動
【施策項目21】スポーツ推進体制の充実

●スポーツ推進体制の整備

【施策項目22】スポーツ・レクリエーションの充実

●参加機会の拡充●施設状況や大会状況の情報提供
●スポーツ指導者の発掘と養成・活用●体育団体及びスポーツ少年団の育成・支援
●住民主体のクラブ活動支援●冬期間のスポーツ活動の充実

【施策項目23】スポーツのまちづくり推進

●スポーツによる健康づくり推進●スポーツ合宿・道内プロスポーツチームとの連携
●施設機能の整備充実
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基本方針１ つむぐ～人間形成の基礎を培い、健やかに生きる人づくり～
子ども一人一人の「生きる力」を育てるとともに、将来の夢や希望を紡いでいく力
を育成します。

分野１ 幼児教育
《推進目標》
幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を養う大切な時期であり、日常生活の中で家族関
係を通じて、人間愛の基礎や信頼感を育むことが肝要です。
家庭や地域などと連携を図り、人を思いやる心や命を大切に思う心を育むなど、心身とも
に健全な発達を促し、一人一人の個性を生かす幼児教育を推進します。
【施策項目 1】幼児教育の充実
◎子育て期にある保護者に対し、子育ての楽しさ、家庭の大切さなどの学習機会の拡充など、
様々な情報提供の充実に努めます。
●子どもの読書活動の推進：ブックスタート事業、ボランティア団体の育成など
●幼児教育に関する学習機会の拡充：子育て講演会等の開催など
【施策項目 2】家庭教育の充実
◎幼稚園認定こども園や保育所が家庭や地域社会と一体となり、幼児の健全な成長を促すた
め、一人一人の個性を伸ばし、自ら活動する意欲や態度を育てる教育に努めます。また、

市内の幼稚園は、認定こども園
に移行しているため修正

家庭負担の軽減や教職員の研究・研修などの支援に努めます。
●学習情報提供の充実：家庭教育資料の配布、相談の促進など
●経済負担の軽減：認定こども園運営費負担金など
●家庭・地域・関係機関との連携：家庭・地域等との連携による家庭教育の充実など
【施策項目 3】時代ニーズに対応した運営支援
◎幼稚園認定こども園の保育時間の延長や保育所の基礎的な学習指導の充実のほか、制度の
枠組みを超え、時代ニーズに対応する柔軟な施設運営の取組を支援します。
●幼保小連携の推進：認定子こども園等保健福祉部門との連携促進など

分野２ 義務教育
《推進目標》
社会経済の変化に伴い学校教育も様々な課題が増え、全国的に、いじめ、不登校、自殺な
どの問題が深刻化する中、命の尊さや「生きる力」の大切さがクローズアップされています。
変化の激しい社会において、子どもたち一人一人が困難な場面に立ち向かい、自ら学び自ら
考える「確かな学力」
、他を思いやる「豊かな心」
、たくましく生きる「健やかな体」などを
育む教育を目指します。
家庭、地域、学校が一体となり、将来を担う子どもたちが志豊かに夢を持ち続け、地域を
支え、国際社会で活躍できる生きる力を育成するため、確かな学力、豊かな心、健やかな体、
この３つをバランスよく発達させる「子ども夢ＵＰプラン」
、市内の教育課程に関する研究・
連携を行う「紋別市教育向上プロジェクト」の推進を重点的に取り組みます。
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市内の幼稚園は、認定こども園
に移行しているため修正
正式名称は、認定こども園とな
っており、
「子」から「こ」に修
正

【施策項目 4】教育環境の充実
◎児童生徒が安心して快適に学ぶことができる教育環境づくりのため、安全性や感染症拡大
防止に配慮した学校施設や設備の計画的な整備に努めます。
◎災害発生や不審者侵入などの緊急時に児童生徒が的確な行動をとれるように、日頃から避
難訓練や対応方法の指導など安全対策に努めます。また、児童生徒の交通安全教育の充実
に努めるとともに、地域住民との連携による通学路の安全対策やパトロールの強化など、
登下校時の安全確保を図ります。
●児童生徒の安全対策の充実：安全・感染症対策の充実など
●学校施設の整備：施設の長寿命化計画を踏まえた学校施設の大規模改修、学校施設・設
備の整備、小規模校への対応など
【施策項目 5】教育内容の充実
◎ 基礎・基本の着実な定着を図り、個性や可能性を伸ばす教育課程の充実に努め、学ぶ楽し
さや意義を伝えながら、考える力を育む教育に努めます。
◎ 少人数指導によるきめ細かな指導を目指します。
◎ 命を大切にし、他人を思いやり、美しい物や自然に感動する豊かな心を育むとともに、人
間性や社会性などの生きる力を育てるため、家庭・地域・学校が一体となり心の教育に取
り組みます。
◎ 非行やいじめ、不登校などに迅速かつ適切に対応するため、教育支援アドバイザー、スク
ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーや適応指導教室などの活用や家庭・地域・
関係機関などと連携した相談・指導の充実に努めます。
◎ 登下校中の通学路の安全確保など、地域ぐるみで学校運営を支援する体制を設置し、支援
します。
◎ 家庭・地域・学校が一体となり、
「子ども夢ＵＰプラン」を推進するとともに、
「紋別市教
育向上プロジェクト」による市内の教育課程に関する研究・連携の取組を進めします。
●「未来の学び」環境の充実：情報活用能力を育むＩＣＴ教育の充実など
●確かな学力の育成：公設塾の開設、国際理解の推進、キャリア教育の充実、学校図書館
の蔵書・施設の整備、学校図書館司書配置事業整備など
●少人数指導の推進：学習サポーター事業など
●地域に根ざした特色ある教育：地域の歴史・芸術文化など体験学習の推進、地域部活へ
の取組など
●教育相談・教職員の研究・研修の充実：学校適応指導教室の充実、教員の資質向上によ
る教育活動の充実
【施策項目 6】社会に開かれた教育課程
◎よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創っていくこと、それを学校と社会とが連携し
ながら開かれた学校づくりに努めます。
◎ 地域全体で学校の活動を支援し、地域ぐるみで子どもたちの教育を推進する「学校支援地
域本部支援事業」の取組を進めます。
●コミュニティ・スクールの推進：学校運営協議会の充実など
●特色ある学校づくり：学校評価の充実など
●地域ぐるみで子どもたちの教育支援：・学校支援地域本部事業の推進など
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【施策項目 7】心と体の健康づくり
◎ 体力調査等の結果を踏まえ、望ましい生活習慣の定着や食育推進と一体となった体力向上
対策に取り組みます。
●豊かな心・健やかな体の育成：健康教育、体力づくり及び食育の推進など

分野３ 特別支援教育
《推進目標》
知的・身体的障害だけでなく、学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等を含めた障
がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けて、個々の教育的ニーズを把握し、その持てる力
を高め、生活や学習上の困難を改善、克服するために、関係機関と連携した適切な教育を推進
し、必要な支援を行います。
【施策項目 8】教育内容の充実
◎ 児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握して、保護者をはじめ福祉、医療、労働等の様々
な関係機関との連携・協力のもとに適切な教育的支援を進めます。
◎ 障がいのある子どもを幼児期から就労まで生涯にわたって支援する観点から個々のニー
ズを把握して、関係機関の連携による適切な教育的支援を効果的に行うために、指導や支援
を内容とする「紋別市子育てサポートファイル」の活用を推進します。
◎ 障がいや発達の程度に応じた適切な指導を行うため、特別支援学校や発達支援センターと
の連携強化に努めます。
●特別支援学校との連携：学校支援団体への支援、事例研究・研修会の開催など
●特別支援教育の充実：特別支援教育支援員の配置、個別教育支援計画の策定、特別支援教
育連携協議会の充実など
●関係機関との連携：紋別市子育てサポートファイルの活用など
【施策項目 9】発達支援体制の充実
◎ 教育施設の質向上を図るため、発達支援センターやことばの教室の充実に努めます。
●発達支援センター及びことばの教室の充実：児童生徒の適切な指導体制の充実、言語
障害児通級指導教室の充実など

分野４ 高等学校教育等
《推進目標》
少子高齢化、情報化、国際化などが進展する中、教育を取り巻く環境は、めまぐるしく変化
し、国際間・地域間の競争力が問われる時代になっています。このような状況から、個人の能
力や適性に応じた知識や技術を取得することが大事です。将来の自分の夢を持ち日々の学習に
意欲的に取り組み、課題を発見し解決していくことができる人材の育成を推進します。
特に地域を支える人材育成の中心校である紋別高校の特性を将来にわたり確保するため、紋
別高校へ通学する生徒に対する多様な支援策に取り組み、地域の拠点として、生徒や保護者に
選ばれる魅力ある地元高校づくりを推進します。
【施策項目 10】高等学校教育の充実
◎ 生徒が自らの在り方、生き方を考え、将来の進路を決定する能力や態度を身につけ、各自
の関心・能力・適性に応じた学習を深めるなど、時代に対応した魅力ある学校づくりを支援
します。
●魅力ある高校づくりに向けた取組の推進：学力向上・部活動・生活支援各事業及び国際理
解の推進など
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【施策項目 11】専修学校等の振興
◎ 教育、文化水準の向上や人材育成のため、地元の教育機関として重要な役割を担う専修学
校の振興に努めます。
●技術向上と人材育成：専修学校の振興など
【施策項目 12】奨学資金制度の継続
◎ 生徒や保護者のニーズに応じた学校運営を図り、大学・専修学校・高等学校等への奨学資
金制度を継続し、経済的に就学が困難な生徒の教育機会の確保に努めます。
●就学困難な生徒支援：・奨学資金制度の見直し

基本方針２ かかわる ～市民の多様な活動を高める学習機会の充実～
人と人とのかかわりを大切にするとともに、学び支え合うことができる生涯学習社
会の実現を図ります。

分野５ 生涯学習活動
《推進目標》
市民が豊かな人生を送るために、
「いつでも、どこでも、いつまでも」主体的に学習するこ
とができるよう、多様な学習機会やその情報の提供を充実させることにより、生涯にわたる学
習活動を支援し、市民一人一人の知性、感性、体力を高めるとともに、活動や学んだことを社
会に生かすことができる「まちづくり」を推進します。
また、情報通信技術の革新が進み、社会構造も複雑化していく中で多様化する市民の学習ニ
ーズに応えるため、図書館の学習基地としての機能充実に努め、幅広い情報を取得できる仕組
みづくりを進めます。
【施策項目 13】生涯学習推進体制の充実
◎ すべての人々が、自ら学び創造でき、市民の学びの成果を適切に評価し活用する、生きが
いある学びの環境づくりに努めます。また、各種団体、グループなどの育成や指導者、リー
ダーの要請を図るなど生涯学習体制の充実に努めます。
●生涯学習体制の推進：生涯学習推進計画の策定及び推進、地域部活への取組など
【施策項目 14】生涯学習機会の充実
◎ 市民がより充実した生活を送られるよう、学習の成果を発表する機会をつくるなど、学習
への関心や意欲の向上を図ります。また、高齢者が自ら健康で生きがいを持ち、豊かな生活
を送ることができるよう世代を越えた交流など多様な学習の充実に努めます。
●学習活動の促進：市民大学・公民館講座・ことぶき大学など各種講座の見直し、生涯学習
情報誌や生涯学習課ちゃんねるによる情報提供、自然体験学習の充実（生涯学習センタ
ー）
、部活動等に対する施設使用料の減免など
●ボランティア指導者の発掘養成：人材バンク登録の充実と活用など
●女性の参加機会の充実：男女共同参画による参加促進など
【施策項目 15】生涯学習施設の整備
◎ 誰もが快適に利用できるよう、施設のユニバーサルデザイン化などの整備や「紋別市教育
施設長寿命化計画」に基づいた施設の老朽化対策の推進に努めます。
●生涯学習施設の整備：市民会館、文化会館など
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【施策項目 16】読書機会の充実
◎ めまぐるしく変わっていく現代社会で、市民の多様化する読書ニーズに対応した情報の収
集と提供に努めます。
●子どもの読書活動の推進：紋別市子どもの読書活動推進計画の推進
●資料の収集と提供：学校図書館との連携・協力の充実、図書館システムの更新、電子図書
館や地域資料のデジタルアーカイブの導入など
●関係団体との連携：図書館関係団体の活動推進、連携など
●環オホーツク文献収集事業：北方地域の自然、民族学関係資料の収集と利用促進など

分野６ 青少年活動
《推進目標》
家庭、地域、学校などが連携し、青少年が安心して生活することができる環境を整えるとと
もに、子どもたちが豊かな人間性や社会性を身につけられるよう、地域の特性を生かした多様
な体験学習機会の提供や地域に積極的に関わる次代を担う人材の養成を推進します。
【施策項目 17】青少年活動の促進
◎ 次世代を担う子ども達の育成を行う子ども会活動の支援や各種事業の実施など、子ども達
が地域社会の一員として自覚を深めることができるよう、社会活動への参加促進に努めると
ともに、次世代指導者の育成も視野に入れ、青少年活動の発展に寄与するように努めます。
●自然体験学習の充実：自然生活体験学習、各種主催事業の実施など
●少年団体や子ども会活動の促進：少年団体・子ども会活動の支援、リーダー養成研修会の実
施など
●指導者の育成、研修の促進：ボランティア発掘や研修・活動支援、国際交流担当部署との
連携推進など
【施策項目 18】青少年の健全育成
◎ 放課後における児童の安全な居場所づくりを確保するため、児童館や留守家庭児童園など
の充実に努めます。
◎ 非行や問題行動を未然に防ぐため、関係機関と連携し有害環境浄化や巡視活動を強化する
とともに、青少年が抱える様々な不安や悩みに対する相談体制の充実やＳＮＳに起因するい
じめなどの早期発見に努めます。
●子どもの居場所づくり：放課後や休日等の子どもの居場所づくりの充実など
●有害環境浄化と相談体制の充実：青少年相談やいじめ相談の充実(SNS による窓口の開設)、
校外生活指導の実施、有害図書などの排除活動、ネットパトロールの充実など
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基本方針３ はぐくむ ～芸術・文化活動の推進と歴史文化の継承～
郷土の自然や文化を大切にするとともに、心に潤いを与えてくれる芸術文化を通じ
て豊かな心を育みます。

分野７ 芸術・文化活動
《推進目標》
芸術・文化活動は、人々に感動を与え、創造性を育むとともに、人のつながりや相互に理解
し尊重し合う土壌を醸成し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するため重
要なものです。
全ての市民が芸術・文化に触れられるよう、鑑賞機会の拡充などによりその活動の推進を図
るとともに、文化材の保護・保存や歴史文化の継承と普及に努めます。
【施策項目 19】芸術・文化活動の推進
◎ 優れた芸術文化事業の招聘や有名な音楽家を講師に招いた合宿を誘致するなど、市民が芸
術・文化に触れる機会の充実に努めます。
◎ 市民芸術活動の発表機会の拡充や文化活動の情報提供など支援体制の充実に努め、文化施
設の利用拡大と地域文化の拠点づくりに努めます。
◎

本市にゆかりのある芸術を広く紹介するとともに、優れた音楽家の合宿を誘致するなど
市民が芸術・文化に触れる機会の充実に努めます。

◎

地域の特色を生かした様々な芸術・文化活動をより一層推進していくため、人材や団体
の育成、支援に努めます。

●活動環境の充実：文化施設の機能充実と地域文化の拠点づくりなど
●鑑賞機会の拡充：芸術・文化に触れる機会の充実など
●団体、担い手の育成：芸術・文化活動を担う人材や団体の育成・支援など
【施策項目 20】歴史文化の保存と継承
◎

受け継がれてきた地域の貴重な文化財や歴史的建造物などの文化遺産を保護・保存し、
郷土学習の場及び観光資源として利活用するなど、市民が親しむ機会の充実と保護意識の
普及に努めます。

◎ アイヌ民族をはじめとする北方諸民族への理解を深めるため、北方文化と触れ合う機会づ
くりに努めます。
◎ イベントや体験学習・講座を通じ、伝統芸能に接する機会に努め後継者の育成を図り保
存・継承を推進します。
●文化財の保護・保存と普及：文化財や歴史的建造物などの保護・保存、観光資源として
の利活用など
●郷土芸能の保存と伝承：伝統芸能に接する機会の充実、伝統文化の保存・継承推進など

基本方針４ いきる ～健康づくりとスポーツ活動の推進
自他の生命を尊重するとともに、心身ともに健康で活力ある人間を育成します。
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分野８ スポーツ・レクリエーション活動
《推進目標》
地域における健康で明るい生涯スポーツ社会の実現に向け、だれもが、気軽にスポーツ・レ
クリエーションを楽しむ機会の拡充に努めます。
スポーツ・レクリエーションの場として、体育施設の整備や学校開放を進め、より一層スポ
ーツを楽しむことができるよう整備、充実を図ります。
【施策項目 21】スポーツ推進体制の充実
◎ 地域における健康で明るい生涯スポーツ社会の実現に向けて、機会の充実・人材育成・施
設整備方針を定め、計画的な推進に努めます。
●スポーツ推進体制の整備：紋別市スポーツ推進計画の推進体制の整備、地域部活の取組な
ど
【施策項目 22】スポーツ・レクリエーションの充実
◎ 子どもから高齢者、障がいの有無に関わらず多くの市民がまで幅広い年齢層が、多様なス
ポーツ・レクリエーションへの参加機会を得られるようイベントや大会、教室の開催など、
スポーツに親しむ機会の拡充に努めます。
◎ 各種大会への参加やスポーツ少年団の活動を支援するなど、ＮＰＯ法人紋別市体育協会を
中心に各種団体等の活動促進に努めます。また、スポーツ推進委員などの指導者の育成に努
めます。
◎各地域の実情を把握し、地域住民が主体的に地域のスポーツ環境を形成できるように 努め
ます。
◎ 寒さに負けない体力づくりや健康保持のため、冬期間のスポーツ活動として、スキー場や
スケート場、歩くスキーコースの利用を促進し、スポーツ大会やスポーツ教室を開催します。
●参加機会の拡充：各種スポーツ大会の開催、スポーツ教室等の参加促進など
●施設状況や大会状況の情報提供：広報誌、ホームページによる情報提供の充実など
●スポーツ指導者の発掘と養成・活用：資格取得講習会への参加促進など
●体育団体及びスポーツ少年団の育成・支援：スポーツ大会開催支援など
●住民主体のクラブ活動支援：総合型地域スポーツクラブへの支援など
●冬期間のスポーツ活動の充実：冬場のスポーツ活動の普及・推進など
【施策項目 23】スポーツのまちづくり推進
◎ スポーツ合宿や全道・全国レベルの大会やスポーツイベント誘致を積極的に推進しスポー
ツ交流人口の増加、技術の向上や地域の活性化に努めます。
◎ だれもが便利で気軽にスポーツ・レクリエーション活動を行うことができるよう、学校体
育施設の開放や体育施設機能の整備充実に努めます。
◎プロスポーツチームが所属する団体や、少年団、学校関係者等が相互に連携・協力して健康
活動の体制を強化します。
●スポーツによる健康づくり推進：幅広い年齢層にあったスポーツ教室の開催など
●スポーツ合宿誘致・道内プロスポーツチームとの連携：スポーツ合宿誘致やプロスポーツ
チームとの交流事業の開催など
●施設機能の整備充実：各施設の計画的な整備と、学校体育館開放の実施など
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パブリックコメントのご意見を
踏まえ、すべての市民がスポー
ツに参画し、障がい者スポーツ
への理解、普及するため修正

