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一 学力向上対策について
道教委は、今年度の全国学カテス トについて、希

望参加 した市町村も含めた結果報告書を作成 し、今
定例会の前 日の文教委員会に報告をするとともに、
公表をしたところであると承知をしております。

我が会派の代表質問において、今回の結果をどの

ように受け止めているかを伺つたところ、教育長か
らは、「市町村や学校の間に成績のばらつきがある」
こと、「義務教育においては、生まれ育った所によ
って基礎学力に大きな差があつてはならないという
基本的な考え方を踏まえれば、全体として厳しい状
況が続いている」という認識が示されたところであ
ります。
また、今月上旬には、道教委が独自で実施をして

おります、高等学校の 「学力等実態調査」の結果に
ついても公表をされたところであります。

そこで、以下、伺つて参 ります。

(一 )月 中ヽ学校の状況について
1 市町村間の差について
最初に、小中学校の状況についてですけれども、

今回の全国学カテス トの結果、市町村や学校の間に
成績のばらつきがあるということでありましたが、
平均正答率の差を見た場合、市町村の間で具体的に
どの程度のひらきがあるのか伺います。

2 学校間の差について       ,
それでは、学校間での平均正答率の差がどのよう

になっていたのか伺います。

3 学校の取 り組みについて
道内の市町村間あるいは学校間で、かなりの差が

あるというような御答弁でございました。
この結果を見れば、保護者の立場からは、なぜこ

のような差が生ずるのかという疑間が生まれるので
はないかというふ うに考えてお ります。
その要因としていろいろ考えられるものはあると

思いますけれども、特に学校の取組によつて違いが

出ていると考えられるものはどのようなものがある
のか、具体的にお聞かせいただきたいと思います。

(義務教育課長)

市町村の平均正答率の違いについてでございますが、
札幌市を除く178市町村について分析 した結果、教
科によつて様々でございますが、小学校では、全国平
均を上回つた市町村が 23か ら29あ り、そのうち、
上位県である秋田県の平均を上回つた市町村が 4から
5で あつた一方、全道平均を下回つた市町村が 91か
ら104あ つたところでございます。
また、中学校におきましては、全国平均を上回つた

市町村が 46か ら90ございまして、そのうち、秋田
県の平均を上回つた市町村が 13から20あつた一方、
全道平均を下回つた市町村が 90から106あ つたと
ころでございます。

(義務教育課長)

学校間の平均正答率の違いについてでございます
が、道内には小規模校も多いことから、単純に比較
することはできないところでございますけれ ども、
対象児童生徒数が 1名 の学校を除きますと、札幌市内
の抽出調査対象校を含め、小学校では、全国平均を上
回つた学校が、 924校 中、 223か ら332校 ござ
いまして、その中で、秋田県の平均を上回つた学校が
67か ら121校 ある一方、全道平均を下回つた学校
も425か ら472校 あつたところでございます。
また、中学校におきましては、全国平均を上回つた

学校が、 566校 中、 203か ら306校 あり、その

中で、秋田県の平均を上回つた学校も68か ら107
校あつた一方で、全道平均を下回つた学校も260か
ら293校 あつたところでございます。

(義務教育課長)

学校の取組の差についてでございますが、詳細な分
析には至つていないものの、国全体として、ノー ト指
導や宿題の取組をしつかりと行つている学校、私語を
しない、聞き手に向かつて話をするなど、学習規律の

維持を徹底している学校、あるいは学力調査の問題を
授業改善に生かしている学校などは平均正答率が高い

傾向が見られているところでございまして、本道にお
きましても、こうした取組の徹底の度合いが調査結果
に影響を及ぼしている可能性があると考えているとこ
ろでございます。

また、家庭との連携の観点で見ますと、適切な睡眠
時間やテレビを見たり、ゲームをしたりする時間、一
日1時間以上家庭学習をする時間など、生活 リズムの

状況が平均正答率に大きく影響していることは、これ
までの調査結果から明らかでございまして、こうした
点に関わる学校としての取組も相当程度の差があると
認識 しております。
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(要望)

ただいま御答弁いただきましたけれ ども、遅れて
いる生徒を出さないとい うことなのかなというふう
に思つてお ります。
学力向上を目指す とい うことは、全ての子どもた

を寒蛍署誉暑億暦91惚 ;ξ睾手1」 |す遭蒙裏あ嘗轟こ
そういう認識であると思いますので、優秀な子ども
たちをさらに伸ばすということも、もちろん大事な
こ、とでありますけれども、こうした子どもたちのボ
トムアップを図つていくことが大切なんだろうとい

うふうに認識をしております。
ぜひ、そうした取組を進めていただきたいという

ふうに思つております。

4 遅れのある児童生徒への対応について
今、御答弁いただきましたけれども、学校として

の取組の徹底の度合い、あるいはその取組にも相当
程度の差があるということでありました。

こうしたことは、やはりあつてはならないという
ふうに私は考えておりますので、ぜひそうした差を
なくしていただきたいというふうにも考えていると
ころであります。
一方で、今回の報告書では、平均正答率が全国の

下位 25%の範囲内にいる児童生徒の割合が、小 。

中学校ともに他の都府県よりも高いということが明
らかになつたところであります。
教育長が議会で明言をされました、平成 26年度

までに全国の平均並みに引き上げるということのた
めには、がんばうている児童生徒に対する支援は勿
論のことでありますけれども、こうした習熟度に遅
れのある児童生徒に対してどのように引き上げてい

くかということが大切であります。

て『 柔災忌ふ塀尋告徳ギ麟 暑身房蔑彙喜墜患暴

きるといつたことから、現在 25%以 下にいる児童
生徒への迅速な対応が必要であると考えます。

どのように取 り組むお考えかを伺います。

5 教育局に対する指導について
次に、指導について伺ってまい りますが、御答弁

いただいた中にも、小中学校の課題に対して、道教
委が指導をしていくと、そ うした場合に主に教育局
が中心 となって対応するものと考えてお ります。
教育長は、我が会派の代表質問に対する答弁でも

「今回の報告書を全ての教育関係者が有効に活用し
て欲 しい。そのため、各教育局に報告書を活用した

学校の現状分析の具体的な方法を示す」というふう
にお答えになっております。
具体的にどのような指導をするお考えか伺います。

(義務教育課長 )

基礎・基本の定着に課題のある児童牛徒全の対応について
でございますが、全国の下位約 25%の 児童生徒が属
する正答数の範囲に、本道の児童生徒がどの程度属して
いるかを分析した結果、全教科で全国よりも多く、特に小
学校では、 3.6～ 9.1ポイントこうした下位層が多い状況
が明ら力ヽ こなったところでございます。
道教委では、基礎学力保障の観点から、これまでの

調査結果を踏まえ、つまずくとそれ以降の学習に影響
が大きい学習内容の確実な定着を、「オール北海道で
目指す 日標」としてお示 しをし、市町村教育委員会や
学校と連携 して、集中的・段階的な取組を推進 してい

るところでございます。
今後、道教委におきましては、今回の報告書も踏ま

えまして、特に下位層の子どもたちに対するきめ細か
な指導の充実が図られるよう、例えば、毎回、授業の

冒頭で既習事項の確実な定着を図るための漢字テス ト
や計算 ドリルを実施すること、新しい単元に入る前に、
あらかじめ、身に付けておかなければならない学習内
容につきまして、放課後に補充的な指導を実施するこ
と、子 ども一人ひとりの習熟の程度に応 じた少人数指
導を計画的に実施することなど、道内外の優れた取組
事例の積極的な紹介も含めまして重点的な指導助言を
行い、全ての子どもたちに基礎学力を保障する取組を、
一層スピー ド感をもって進めてまいりたいと考えてお
ります。

(義務教育課長)

教育局への指示についてでございますが、道教委で
は、各市町村や学校が、自らの結果を詳細に分析でき
るように、今回の報告書で示した資料のうち、レーダ
ーチャー ト、下位層の状況、学校間のばらつきなどの
データが簡単に作成できる「分析ツール」を作成した
ところでございます。
今後、教育局に対しまして、「分析ツール」の活用

方法等を説明いたしますとともに、各学校が、本報告
書や 「分析ツール」により作成した資料を活用するな
どして、取組の改善に反映させることや、保護者等に

サ其頂島籠呈言暮逸た傷8證雇墓繰臭学看ヒ百に箸雪
まして、指導主事による学校訪問等において、具体的
な指導助言を行 うよう指示してまいりたいと考えてお
ります。
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6 指導主事の学校訪間について

教育長は「指導主事の学校訪間の重点化」に努め
るというふうにも述べられているところであります。
一般的に、義務教育指導監や指導主事の学校訪問

については、特別な課題がある場合でもなければ、
年に 1回行われることが普通であると聞いておりま

す。
学校訪間の重点化を図るために、具体的にどのよ

うな形で指導を行つていくのか伺います。

7 保護者 との連携について

今回の報告書は、各市町村の教育委員会、学校が、
この報告書に自らの結果を当てはめると、全国、あ
るいは全道の中でどのような立ち位置にあるのか、
どこに課題があるのかということ、また、最初に伺
った市町村間、学校間の点数のばらつきなどがビジ
ュアルではつきりと判るような手法で示されてお り、
極めて有効な資料であると考えているところでござ
います。

ところで、私は今年も 10月 中旬に地元の地域の

方々を対象 としたアンケー ト調査をさせていただき
まして、その結果、 74%の 方々が、いわゆる学校
間格差とい うものが存在するという認識を示された
ところであります。
初めに伺つた市町村、学校の得点の差などは、保

護者の方々にとつても、非常に気になる事項である
というふ うに捉えております。
私は、各市町村教育委員会や学校が今回の報告書

の内容と、そこから把握をされる我が町、我が学校
の実態や課題を保護者に対して分かりやすく説明を
し、その上で学校 と家庭が連携をして子どもたちの

学力向上に取 り組んでいくべきであると考えてお り
ますが、見解を伺います。

(学校教育局次長)

指導主事などの指導助言についてでございますが、
道教委では、これまで、教育局の義務教育指導監と指
導主事が、それぞれ年 1回程度、学校を訪問し、様々

な指導助言を行つてきたところでございますが、スピ
ー ド感をもつた改善には必ずしもつながってこなかっ
たところでございます。

昨年 6月 に「平成 26年度までに学力を全国平均に
する」という目標を掲げたことを踏まえ、実践的な指
導助言を年間を通じて行い、迅速な学校改善を促 して
いく必要があると考えております。

このため、本年から、指導主事等の学校訪間を複数
回実施することとし、 1回 日では学校の取組全般 と各
授業の課題を指導した上で、 2回 目以降の訪間では、
学力向上に重点を置き、改善状況を踏まえつつ、 1つ
1つの取組につきまして、教員からの相談対応も含め、
きめ細かな指導助言を行 うよう努めてきているところ
でございます。
今後は、今回の報告書を踏まえた各学校の自己分析

と改善策の立案を強力に支援するなどしまして、各学
校の抱える課題の解決に直結する具体的な指導助言を
一層充実させてまいりたいと考えております。

(学校教育局長 )

保護者 との連携についてでありますが、子どもたち
一人ひとりに基礎学力を保障するためには、保護者や
地域の方々とも、危機意識や課題意識を共有いたしま
して、学校 。家庭・地域が一体となった取組を進める
ことが重要であると考えているところでございます。

このため、この度の報告書におきましては、保護者
や地域の方々にも、北海道の子どもたちの学力等の状
況が一日で分かりやすく伝わるよう「レーダーチャー

ト」や 「市町村や学校間のばらつき」などのデータを
新たに加えまして、一層の工夫改善を図つたところで
ございます。
道教委といたしましては、各学校に対しまして、本

報告書や、先ほど御答弁申し上げました「分析ツール」
により作成 した資料を活用するなどして、学校だより
や学期末の保護者懇談会等において、子どもたちの学
力や学習状況等を丁寧に説明し、課題の共有を進める
よう求める通知を発出したところでございます。
また、北海道 PTA連 合会に対しましても、こうし

た資料に基づいて、学校ごとに、保護者 と教員 とで子
どもたちの課題を共有するよう働きかけたところであ
りまして、今後とも、あらゆる機会を通 じまして、学
校・家庭・地域が一体となった取組を積極的に推進 し
てまいります。
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8 教職員人事について
教員の人事について伺いたいと思います。
道教委の人事異動実施要領には、新採用教員を小

規模校に配置をしないようにとい う方針が示されて
いるところであります。 しかしながら、現実には毎
年、多くの新採用教員が小規模校に配置をされ、中
には複式学校に配置をされているという事例もある
と聞いてお ります。          |
先日の決算特別委員会において、この問題を取 り

上げた我が会派の同僚議員の質問にも「教員として
の専門性を高めるためには、先輩教員との研鑽など
日常の業務を通 した研修が重要である。こうしたこ

とを効果的に進めるためには、ある程度の規模の学
校に配置することが望ましい」とい うお答えをいた
だいてお ります。

この点に関して、教員 としての資質向上を図るこ
とが、結果的に子 どもたちのためになるとい うこと
を否定はいたしませんけれども、それが主たる目的
になってはならないと考えてお ります。その前に子
どもたちの持つている力を仲ばすという大目的があ
り、そのための教育環境整備の一環 として、教員の

指導力向上を図るとい う視点に立つべきであると考
えております。指導力がまだ十分でない新採用教員
を小規模校に配置をしないとい う姿勢と、それに沿
つた明確な対応を取ることが、その上で必要である
と思います。
第 4回定例会の一般質問において、「学力向上に

向けて学校の指導体制が確保 されるよう、人事異動
は長期的展望と全道的な視野に立った職員配置を積
極的に進める」とい う答弁をされておりますが、来
年 4月 の当初人事において、どのように取 り組むお
考えか、教育長の見解を伺います。

」
二
琴雇書雰籍具搭号脈署

いて
次に、高等学校の学力等実態調査について伺って

まいります。この調査は平成17年度から任意参加の

形で実施をされてきたものでありますけれども、参
加校がどんどん増え、今年度は道立高校のほか、札
幌市立を除く殆 どの市町村立高校が参加をしている
と承知をしてお ります。今年度の結果の概要につい
てまず伺います。

(教育長 )

教職員人事についてでございますが、学校におきま
す教育の質を確保 し、学校の活性化を図つていくため
には、年齢や経験など教職員構成の適正化が重要であ
りますことから、都市部 と郡部間の異動の促進や同一

笑あ畢墓吏雰鮮悠誓纏3曇写ittζ意程管肺 会言義
用や広域人事の推進など全道的視野と長期的展望に立
つた人事異動を推進 しているところでございますが、
ご指摘ありましたように新採用職員の配置など必ずし

も人事異動要領に沿つた対応 となっていない場合があ
るなど十分とは言い難い状況と考えているところでご
ざいます。
道教委といたしましては、子どもたちの教育環境を

整えるという観点から来年度の当初人事にあたりまし
ては、引き続き人事上の課題への対応や広域人事の推
進などに取 り組むことはもとより、指導力のある校長
のもとに複数の初任者を継続配置 して育成する 「学校
力向上に関する総合実践事業」の拡充や特に新採用教
員につきましては、学校規模など育成する環境を十分
考慮 し、全道的視野に立った配置に取 り組むことなど
につきまして、過 日、全道人事調整会議を開催 しまし
て、私自ら各教育局長に対 しまして強く指示 したとこ
ろでございます。こうした取 り組みを通 じまして、学
校の指導体制が確保されるよう教職員構成の適正化に
努めてまいりたいと考えているところでございます。

(高校教育課長 )

平成24年度学力等実態調査の結果概要についてであ
りますが、本調査は、国語総合、数学 It英語 Iそれ
ぞれについて、各学校が生徒の実態に応 じて選択でき
る難易度の異なるペーパーテス トA問題、B問題 と、
生徒の学習状況等を把握するアンケー ト調査からなっ
ており、今年度は、全 日制道立高校をはじめ、市町村
立高校など合わせて232校、27,216人が参加 したとこ
ろであります。
そのうち、標準的な難易度のA問題を選択 しました

約 8割 の学校の平均正答率は、国語が60.7%、 数学が
28.8%、 英語が37.3%であり、昨年度より上昇 しては
いるものの、道教委が到達 目標として期待している正

答率、いわゆる期待正答率と比較 しまして国語で1.1

ポイン ト、数学で21.2ポイント、ヽ英語で15.1ポイン ト
低くなっているところであります。

一方、発展的な内容を含む難易度の高いB問題を選
択しました約 2割 の学校の平均正答率は、国語が65.6
%、 数学67.5%、 英語53.7%であり、前年度より国語
がわずかに下がつたものの、 3科 目とも期待正答率を
超えているところでございます。

また、学習状況等につきましては、前年度 と比較し
まして、学ぶことの意義を理解する生徒が増加するほ
か、休 日に家庭学習をしない生徒が減少するなど、若
干の改善がみられますが、約 6割 の生徒が学習方法が

分からないと回答 している状況にあり、依然 として、
家庭学習に課題が見られるところであります。

教 職 員 課

高校教育課
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2 課題の解消について
それでは、これまでの学力等実態調査で指摘をさ

れてきた高校生の学力の課題について、どの程度解
消が進んでいるのか伺います。

3 ペーパーテス トの改善について

ら響倉呑みξ諄ミ馨当

`号

:撃皐醤たら戻隻]:仝楚担農慇
消をされているといことであ ります。ですけれ ども、

後走美撃t要雪暑言な星鷲雇亀練毛蓮:看寝差拳扁
にそうした課題を解消していかなければなりません。
高校で行つている学力等実態調査のペーパーテス ト
では、小中学校の全国学カテス トで見られた課題が、'

高校で解消されているかどうかはわからないところ
であり、このことについても調べていく必要がある
と考えてお ります。小中学校の課題が、高校におい

てどの程度改善が図られたか検証ができるように、
学力等実態調査のペーパーテス トの内容についても
改善をすべきと考えますけど、見解を伺います。

4 分析結果の公表について
是非、お願いをいたします。小中学校の学カテス

トの結果については、先程来申し上げているように

?循 レよ奪i喜森劣客彙絶ζド写せ橋ti9項 暫斡
にまとめ、それぞれの学校が自らの置かれている立

場や、取り組むべき課題を的確に把握をし対応をで
きるようにしていくべきと考えますが、見解を伺い

ます。

(高校教育課長)

高校生の学力の課題についてでありますが、これま
で、A問題を選択 した学校では、国語の「読むこと」、
数学の「図形と計量」、英語の「書くこと」の達成度
が低く、課題となつていたところであります。
今年度の結果では、こうした領域の正答率が国語で

63.3%、 数学で21.4%、 英語で20.0%と なってお り、
期待正答率に対して、いずれも下回つているものの、
その差が昨年度より縮まってお り、一定の改善が図ら
れたところであります。

しかしながら、依然 として数学と英語の正答率が低
い状況にあり、
・数学では、学習内容を身近な生活に結び付けて考

えたり、図形を立体的に把握 したりすることがで
きないことに課題がありますことから、生活に関
連付けた内容を取 り上げたり、コンピュータを活
用した教材を使用 したりすることや、

・英語では、自分の考えなどを平易な英文で表現で
きないことに課題がありますことから、中学校段
階の文法や慣用表現などの言語事項の確実な習得
を図り、身の回 りのことなどについて短い基本的
な英文を多く書かせるなど、

指導方法の一層の改善を図る必要があると考えており
ます。            ,

(高校教育課長)

ペーパーテス トの改善についてでありますが、この

度の学力等実態調査では、中学校の数学の内容がどの
程度定着しているかにつきまして、試行的に把握 して
おり、具体的には、過去の高校入試で正答率が22:3%
と低かつた「2次方程式」の問題を本調査で実施 した
ところ、正答率が52.8%と 30.5ポイン ト上昇しており、
この領域での課題がある程度改善されていると考えて
おります。
道教委といたしましては、学力向上を図るため、高

等学校におきまして、義務教育段階での学習内容が確
実に定着しているかどうかについて把握 し、その結果
を、学習指導の改善に生かすことも大切であると考え
ておりまして、今後は、委員ご指摘のとおり、全国学
力・学習状況調査結果におきまして、正答率が全国平
均を下回つている中学校国語Aの 「書くこと」や中学
校数学Bの 「数と式」など、課題 となつている領域の

問題を取り入れ検証できるよう、ペーパーテス トの内
容の改善を図つてまいります。

(高校教育課長)

分析結果の資料についてでありますが、道教委では、
これまでもペーパーテス トの結果と学習状況のアンケ
‐ 卜結果との相関性などにつきまして、学校ごとの状
況や全道の状況をまとめた資料をはじめ、分析方法な
どを示しました「北海道高等学校学力等実態調査活用
の手引」を作成 し、各学校が、それらをもとに自校の

課題を分析 し、その対応策について校内研修会で協議
するなどいたしまして一層の授業改善に取り組むよう、
指導しているところであります。

今後におきましては、これまでの資料に加え、各学
校が、自校の課題をより的確に把握するとともに、保
護者への説明におきましても効果的に活用できるよう、
各教科の領域ごとの結果について、自校 と全道の状況
を一目で比較できるレーダーチャー ト図を作成するな
ど、資料の一層の工夫を図るとともに、指導主事によ
る学校教育指導等をとおしまして、こうした資料を一

層有効に活用し、学力向上の取組の充実が図られるよ

う指導してまいります。

高校教育課

高校教育課

高校教育課
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5 保護者等への周知について
最後の質問にな りますけれ ども、学力向上を図る

為には高校生の場合でも、小中学校と同じように保
護者との連携が必要不可欠であると考えるところで
あります。各学校において、全道 と比べどのような
状況にあるのか、また、どのような課題があるのか
を全ての保護者に丁寧に説明する必要があると考え
ますけれども、どのように対応 されるのか見解を伺
います。

(意見)

ありがとうございました。私は以前、コミュニテ
ィースクールに関する質問させていただいたことが
ありますけど、小中学校においても、あるいは高校
においても学力向上を図つていく上では、保護者の
方や地域の方々との連携をしていくということは欠
かすことのできないものであります。北海道の現状
やあるいは各学校の状況といつたものを保護者や地
域の方々に分かりやすく伝えることでオール北海道
での体制づくりに向けて道教委としましても引き続
き取り組んでいただきたいということをお願いを申
し上げます:こ うした学力向上の問題に対して今後
も取り組ませていただきたいということを申し上げ
て質問を終わります。ありがとうございます。

(学校教育局長)

保護者等への周知についてでありますが、道教委で
は、昨年度、家庭学習の重要性などについて保護者の

理解が深まるよう、全道の状況についてまとめました
保護者向けの資料を作成し、各学校に活用するよう指
導いたしますとともに、各管内で開催 されますPTA
研修会などにおきまして、教育局から、毎日の学習に
取り組むことの大切さなどについて説明するほか、高
等学校PTA連合会と連携し、「高 P連だより」に家
庭学習習慣の定着についての記事を掲載していただく
などして、保護者への啓発に努めてきたところでござ
います。              .
道教委といたしましては、今年度も、高等学校PT

A連合会に本調査の結果を情報提供いたしますととも
に、PTAだより等を通して意識啓発が一層図られる
よう協力依頼したところでありまして、各学校におき
ましても、道教委が新たに作成いたします、高校生の
学力の課題を分かりやすく示した保護者向けリーフレ

ットを活用するなどして、全道状況との比較や、学校
の課題、対応策について保護者をはじめ、学校評議員
等に丁寧に説明をしまして、こうした方々の意見や要
望も取り入れながら、学力向上の取組を進めるよう指
導してまいります。

高校教育課
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