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12 月定例市議会、石川議員の質問への答弁  2012 年 12 月 6 日 

 
1 回目の質問 
 議案第104号釧路市の子どもたちの基礎学力の習得を保証するための教育の推進に関す

る条例。 
①昨日の議論を聞くと、この条例にさまざまな問題があることがよくわかります。 
 そのなかで「基礎学力」の数値化について、もっとはっきりさせることが必要ではない

でしょうか。この「基礎学力」の数値とは、テストの点数ということでよろしいのですね。

明確にご答弁をお願いします。 
 次に、釧路市は、なぜ「基礎学力」が低いと判断したのか。昨日の代表の答弁の中では、

平均点が低いことと、学校を卒業しても九九ができないという具体例が述べられましたが、

もう一度、判断についてお聞きします。 
 
②私は「基礎学力」において、「学力テストの平均点」と学習の到達度については違うと考

えていますが、これはどのようにお考えでしょうか。 
   
③学力といえば、ＰＩＳＡでトップとなったフィンランドの教育が大きな話題になりまし

た。「学力テスト」の平均点を上げることとフィンランドの教育についてどのように考える

のか。今回の条例作成にあたって、当然参考になさったと思いますので、代表の意見をお

聞きします。 
 
③国連の勧告について 
「国連・子どもの権利委員会」から日本政府への勧告のなかでの「教育制度の過度に競争

的な性質」についての受け止めはどうか 
 

１回目の答弁  月田光明 
 
基礎学力の数値化、学力テストの点数との関係について 
 文科省では新学習指導要領で「生きる力」が理念として、知・徳・体のバランスのとれ

た力と説明されている。また知については「確かな学力」という言い方で、基礎・基本を

確実に身をつけ、自ら課題を見つけ、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している。 
 学校教育法第 30 条第２項において、基礎的な知識、技能を習得させるとともに、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、主体的に学習にとりくむ態度を養うと規定している。 
こうした規定の意図するところは、「確かな学力」といってまずは、基礎基本を確実に身に

つけることが重要、このように理解している。 
この点を踏まえて、本条例案では、基礎学力について、読む能力、書く能力、計算する能

力として、それぞれ数値によって、その向上や低下の傾向を把握できるものとした。 
学力テストの点数についても、向上や低下の傾向を把握するひとつの指標、手法としては、

その結果として認識している。 
 誤解を招かないために、付け加えると、数値化すること事態は、あくまでひとつの手段

である。基礎学力＝数値化ではなく、数値化することが容易であり、かつその進度の大部
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分は、数値化によって測られるのが基礎学力の特性であるため、進度を数値化することに

よって、解決すべき課題を、明らかにするｋとができる、と考えた。そのことによって、

より効果的に対策を講じることができ、したがって数値化は、それ自体が目標ではなく、

児童生徒を置き去りにしないための大切な指標、道しるべではないかと考えている。 
同じく学力テストにおいても数値化することによって、子どもたちの習得状況をみること

が可能となると同時に、各学校における授業の力を現すひとつの指標ともなるかと思う。

その表れた数値を分析することによって、なにが子どもたちにとっての課題なのか、それ

ぞれの学校において必要な対策は何かを把握し、具体的な手立てを講じることが可能とな

る、これが結果的に子どもたちの基礎学力の習得を保障するということにつながるものと

考える。 
 
 次に釧路市の基礎学力の低下については、議員ご例示もありましたが、北海道が全国学

力状況調査結果の最低ランクにあり大変残念な結果である。私の地域も全国平均に及ばな

い、これはさまざまな公開されているデータからも明らかである。さらに公の傾向はます

ます広がり、先日発表された隔年の全国学力テストでは、全国平均、全道平均、釧路管内

の平均値のチャート図として表された。小中学校とも、調査対象となった全項目が全道平

均を下回った状況であり、その差が開いていることが明らかとなった。 
小中学校における学力の低さは、そのまま高校教育にも持ち込まされ、やがてはその後の

進学、就職にまで大きな影響をもっていく。 
 昨日の梅津議員への答弁でも申たが、この間、高校の関係者や経済界、企業サイドの声

も聞いてきた。本日の朝刊報道にも高校学力調査結果の現状や課題について、基礎学力の

課題が改めて浮き彫りになったという記事があった。 
多くの市民は、現状について強い危機感を持ち、一日も早くこうした事態が改善されるこ

とを期待いると思う。 
 単に学力テストの結果だけでなく、こうした現実に表れた実態を踏まえ、その対応に一

日も早くあたらなければならないと考える。 
因みにこうした認識は、現在策定中の「釧路市教育推進基本計画（素案）」においても、釧

路市の現状のなかに、学ぶ意欲や基礎学力の低下が記載され、また生きる力を支える学力

の向上においても、これまでの全国学力学習調査結果から、本市の小中学校のいずれにお

いても、知識、技能の定着と活用について課題が見られると、教育委員会とまったく同じ

認識にたっていると考えている。 
 
 次に学力テストの平均点と学習の到達度の違いは何かという質問ですが、基礎・基本の

学習項目であればあるほど、学力テストの平均は、習熟度と強い正の相関関係をもつもの

といっていいかと思う。一方で到達度を把握するにさいして、そのまま平均値を使うか、

あるいは学力が二極化している状況を鑑みて、課題のある子、大きな課題のあるといわれ

る児童生徒に焦点をあてて、何らかの指標を立てるか、についてはその時々、時代時代、

背景になどによって、異論があり、慎重に検討をくわえなければならないと思う考える。 
いずれにしても学習の到達度で言えば、さまざまに検討された指標の、その時々の状況に

よるが、基礎学力の習得の度合いが進めば、到達度があがるという因果関係をもったもの

を採用すべきと基本的に考えている。 
 フィンランドでは、社会に出る、就職するにあたって、基礎学力が不足しているのは子

どもたちにとって、大きな問題であり、強制ではないものの義務教育課程で留年するとい

うことが、制度的にも認められていると聞いている。 
 また多くの保護者が積極的に利用しているとも報じられている。 
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 また特徴としては、教員の資質の向上において、最大限の投資が行われ、教員の採用に

は、特に重点的に意を用いていると聞いており、大学院の卒業が必要であるとか、そうい

ったところに日本との違いがあると思っている。 
 ただいずれにしても、社会に出るために必要な、基礎学力の習得を保障するという意味

では、本条例案の精神は、まさにフィンランドの教育に相通ずるものがある。 
 ただし、日本とフィンランドという人口も文化も社会的なさまざまな制度も違う国を比

較し、当市における教育問題の解決をはかるというのはいささか問題があるが、仮に、本

市における教育のあり方をフィンランド教育に学ぶということであれば、基礎学力を習得

できていない子が、あえて留年させるという制度も検討しなくてはならないかと思う。そ

れ以上に、徹底的に教職員の質をあげるために、教員の養成過程、育成するさまざまなシ

ステム、教員になった後の、それぞれの成果、実績などについても、全般にわたるさまざ

まな仕組みの見直しも求められてくるのではないかと感じる。 
 しかし現実的には、自分たちの地域の問題は、現行の、日本の枠組みのなかで、自分た

ちの手で何とかするというのが正しい考えかただと思っている。まずは地方行政に対して

本条例案を制定することで、その市政を示していくことが、よりよい選択ではないかと思

う。 
 過度に競争的になるのが、いいのか、悪いのか、国連の勧告を紹介されながらの質問で

すが、場合によっては、それこそ各家庭における教育への不当な介入になることもあるの

かもしれません。家庭によっては、家業を継ぐために、あるいは子ども自身の夢の実現の

ために、毎日長時間の勉強に挑戦させている家庭が、わが国にはあるのではないかと思う。 
そうした過度に競争的な長時間の家庭学習を制度として、学校側として強制的に進める、

奨励する、そのような公立の小中学校が、釧路市内にあるとは、確認して聞いてはいない。 
 
 できれば本条例案の質疑は、あくまで釧路市内の公立の小中学校に通っている児童生徒

を置き去りにしないため、実態に即した議論をしなければならないと思うところですが、 
その上で石川議員のご質問に答えますけどまず国連勧告の言い方の過度な競争ということ

であれば、その過度、どのことをもって過度というのか、適度と過度の線はどこなのか、

この点については実に微妙な問題が含まれていると思う。 
 私は競争というのは、それが適度である限り、人を成長させるものではないかという考

えている。競争それ自体を否定するのは、さすがに行きすぎではないかと思っている。 
実際のところ、勉強において過度な競争が行われ、それが子どもたちの心身の成長に著し

い影響が出るということであれば、それはまちがいなく憂慮するんものといわなくてはな

らない。 
 現状において、基礎学力の習得を必要とする児童・生徒が毎日、何時間も補習で残され、

遅くまで勉強を強制されている、そういう実態があるとは聞いていない。さてご質問では、

国連の勧告を引用されているので、改めて国連では、基礎学力をどのようにとらえている

か、私も若干紹介させていただく。 
 国連の経済社会理事会のもとで、国連教育学部文化機関、いわゆるユネスコが設置され、 
ユネスコはその活動にあたって重点的に推進する目標として「万人のための基礎教育、文

化の多様性の保護、および文明間対話の促進」などを定めているのはご承知の通りです。 
万人のための基礎教育活動においては、識字率の向上や義務教育普及のための活動が進め

られている。 
 本条例案は、まさに国連の「万人のための基礎教育」の思想と根を同じくするものと理

解しているところである。 
「万人のための教育」、Education for All、ＥＦＡというのですが、の活動においてですが、 
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国際的な同意を得ている「ダカール行動枠組み」による、「万人のための教育」へ向けた目

標にむけた６番目の項目には以下のように、 
「６、特に読み書き能力、計算能力、及び基本となる生活技能の面で確認ができ、かつ測

定可能な、成果の達成が可能となるよう、教育のすべての局面における質の改善、ならび

に卓越性を確保すること」となっている。これが世界が向かう教育の基本的な方向であり、

常識であり、世界中の英知を集めた国連機関のなかでの検討から生み出された結論のひと

つなのではないかと言っているのではないでしょうか。この条例案が持つ、こうした時代

的な必然性をかみしめるとともに、ぜひ石川議員におかれましても、この条例案に対して、

ご賛同をたまわりたいと切に願うところであります。 
 

2 回目以降、一問一答 

 
石川 

国連の問題、フィンランドの問題、それぞれ引用の仕方によってずい分と変わるのかと思

います。それぞれ自分の都合の良いものを、自分の立場に合うものを進めていくというこ

と。 
さて数値化ですが、学力テストもひとつの数値ということですが、基礎学力の数値という

ものは、今、市はテストをやっていますが、基礎学力のテストというものを独自につくる

のですか。 それを想定して、これが基礎学力の数値だと理解してよいのか。 
 
月田 

条例案における定義で、基礎学力について、向上もしくは低下の傾向を数値によってはか

れるものとしたことによって、新たに基礎学力の習得を測るためにテストを実施するとい

うようなことを、この定義のなかで求めているわけではありません。それぞれ行われてい

る学力テストのなかで、基礎的なもの、応用的なもの、いろいろ内容によっては出題の意

図がありますので、そうしたなかにあって、基礎的な力がついている、ついていないは、

出す数値によって計測できることは十分可能だと思っている。 
 
石川 

そうすると今のテストを活用しながら、数値化を見ていくと。 
そうしますと、先日、民間がホームページに市内のテストの結果を公表しました。平均で

すね。そこから出る課題というのは、いままで月田代表は、繰り返し、学校の数値で課題

が見えてくると、おっしゃっていましたので、この中から課題をつかむということですの

で、どのような課題をつかんだのでしょうか。 
 
月田 

私は石川議員と総務文教常任委員会に属し、昨年から学校教育部の質疑で同席をしており

ましたので、私が基礎学力の習得に課題を抱えている子どもたちに対して、いかに取り組

みを強化するか。そうした子どもたちの習得を応援するか、と毎議会ごとに、質問にたち

ました。そのなかで、昨日も申し上げましたが、学校ごとの平均正答率を全部公開して、

それによって順位付けをして、課題がある学校にうんぬんという議論はしていません。 
あくまでもテストの結果によって、見えてくるさまざまな指標のなかで、課題を抱えてい

る子、大きく課題を抱えている子たちがどれほどいるのだろうか、そういう子どもたちの

ために、なにができるのか、だれにその情報として、少なくとも、そういうことが見えて
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こないとその先の議論に進んでも、抽象論になってしまう。 
具体的な対策をそれぞれ、前向きに議論するには、そういう情報が必要だと。そういう観

点で質問をしてきたので、学校別に、平均正答率がこうなっている、そのことによって何

を、どう考えるか、そういうようなことは、総務文教常任委員会でも質問しておりません

し、私はあくまでも、課題を抱えている子、大きな課題を抱えている子、そういう子ども

たちを、どう支援していくか、問題意識を持っている。 
 
石川 

それでは、月田代表は、ああした公表は好ましくないという考えですか。 
 
月田 

民間の団体が、どういう意図で、目的をもって公開、公表したのか、私は関与するところ

ではない。ああいった情報で、いろいろ意見があるということも承知している。 
私はああいった公表の是非について私の個人的な思いについて、確定して申し上げるのは

難しいわけでありますが。私が公表された一覧を見たのは、特に、数学、理数系の平均正

答率がどこということではなく、全体が、相当低い、60 点満点でいうと、平均で 10 点台、

こういう風な数字が示されていましたので、相当深刻なんだ、と感じた。 
 
石川 

あなたは公表した釧路教育活性化会議の一員ですか。 
 
月田 

私は、会員でも、一員でもありません。 
 
石川 

あれを見て相当大変だと。（月田議員が）繰り返し述べている困った子、課題のある子を見

つけるという点で、基礎学力の数値でみるということと合わないと思うのですが。 
今クラスは 30人程度。私たちはもっと 20人程度に少なくしなさいと言っているのですが、 
一つのクラスで何回もテストをしないと課題が見つからないということですが、私は現場

の先生から見れば、一人ひとりの課題が見えてくるのだと思う。必要なのは、学校協議会、

先生、父母、そして当事者を含めて、平均とか、数値化ではなく、Ａさん、Ｂ子さん、Ｃ

君、それぞれどうなっているか、課題を見て、それが課題を解決し、底上げをする。それ

が現場での教育だと思うのですが。 
それを、数値を見てどうなんだというより、議論する場を、課題を解決し、底上げする大

きな力となる。それをやるならば、このような条例は必要ないと思うのですが。 
 
月田 

今、Ａ子Ｂ子さん、一人ひとりに応じた習得度、基礎学力の習得、到達度、大事だとご指

摘がありました。その通りだと思います。 
仮にＡ子さんが、九九ができるのか、どうなのか、その学年のなかで、きちんと身につけ

ていないと、つぎの学年に行って、二桁以上のかけざんとか割り算とか、なかなか解けな

くなってくる。 
Ａ子さんなりに九九を言ってもらう、ペーパーテストをやる、など何らかの計測をやらな

いと、Ａこさんが九九を身についているかいないか、先生が判断するとなっても、なかな

か判断できないのではないか、と思いますので、そういった意味で、テストであれ、口頭
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での発言であれ、どんな形であれ、その子どもたちに、個々人、力がついている、ついて

いない、何らかの方法手法で計測をするということは避けられないと考えている。 
 
石川、 
それを現にやっているのではないか。 
困った子、つまずいた子、とりわけ暮らすには発達障害の子、ＬＤ、ＡＤＨＤ、アスペル

がーなど、課題を抱えた子が、多くが平均点の下位の部分、そこに手厚い支援をすると。 
それをやってきたのがフィンランドではないか。 
さきほどフィンランドのお話をされましたが、教員を増やす、経済的に大変な時期でも増

やした。 
月田代表は、質ばかりを強調しますけど、教員の量も、数も必要なのです。だから私たち

は少人数学級を述べているわけです。 
一人ひとりに付き添いながら、引き上げていく。その底上げをはかれば、当然平均点はあ

がるわけです。 
とりわけ学力テストの平均点は、正規分布をしていない。これ自体偏差値の正確さを疑う

ことですが。 
下位の層に一山できたり、正規分布をしていない平均点、学力テストに対して、必要なの

は、下位の層にきちんと手当てをすること。 
私たちは繰り返し、国、道、そして市に対して、きちんとお金をかけるべきだと。 
それこそ今、必要なことではないのでしょうか。 
 
月田 
石川議員の指摘にかんしてはまったく同感でして、まさにこの条例が意図していることは、

そういうことをきっちり、しっかりやっていというこう主旨です。 
全体の平均点を上げていかなくてはならないということではなく、置き去りにしてはいけ

ない。わからない子をわかるようにしていく。発達障害の子が普通学級にいる数値も報道

されました。いろいろ、個別に、支援を要する子が増えてきているのだろうと気がします。 
またそういう障害がなくても、家庭に帰って学習するにも、家庭のさまざまな環境があっ

て、なかなか勉強ができない、そういう家庭もある。 
そういった子どもを一人でも勉強が出来るだけ、その学年の中で、身につけておかなけれ

ばならない。 
そのためにも、この条例を提案した。まったく石川議員の発言はその通りだと思っている。 
 
石川 

その通りなら、第 2 条の基礎学力の定義も変わっていくのではないか。 
そこでまた意見がわかれてしまいますね。 
数値指標によってですね。向上、低下といいますが、現場の先生が、学校でわかるんです

ね。 
さきほどいいましたようにＡくん、Ｂさんなんです。 
それなのにどうして数値化して、やらなければならないのか。 
完全に意見がわかれてしまいます。 
だから条例は必要ない。 
学力テストを何回もやっている。私は、テストは到達点を知る上で必要なのであって、学

校ごとに公開することは絶対に許されないこと。 
（月田議員は）学校でもっている情報は公開するべきだと述べていますが、公開してはな
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らない情報もあるのです。 
それはどのような情報なのでしょうか。 
 
月田 

情報の公開については、児童生徒の個人情報、プライバシーは当然公開すべきではない。 
それ以外については、可能なかぎり公開するという前提に、その上で何をどこまで公開す

るのか、どういう公表の方法をするのか、学校が判断するものであり、私がこれを公表す

べきとかしないとか、答弁することは適切ではない。 
 
石川 

各学校の判断にまかせる。これは昨日も答弁していました。 
私は逆に無責任だと思う。 
公開して、地域競争をあおり、学校間の格差が生まれ、いわゆる「孟母三遷」ですか、教

育に関心が高い人は引っ越していく。地域も壊れていく、今地域のコミュニケーションも

強調されているときなのに、だから公開してはならない。 
今、答弁を控えると述べましたが、「学力テスト」の公開をしてはならない、という個人的

見解でよろしいので答弁をいただき、私の最後の質問とさせていただきます。 
 
月田 

学校が持っているさまざまな情報の公開について、その学校が保護者や学校運営協議会と

のいろいろな協議、話し合いのなかで、考え判断していくのは、釧路市教育委員会もその

ような判断にたっている。そしてすべての情報が学校側に伝えてある。このようになって

いる。 
学校ごとの点数の公表を、今の時点で市教委がやるということになっておりませんし、あ

くまでも釧路市の場合は、全国調査については、市全体の傾向だけ、全国、全道平均との

関係で公開している。 
何度も申し上げますが、学校ごとに公開することが問題だと、石川議員がおっしゃいます

が、それは公表する内容や、その目的、意図、そして市民の合意など、いろいろな条件が

あろうと思いますので、固定的に公表することについて、どう思うかと問われても、答え

ることができない。 
付け加えて申し上げると、学力の情報が公開されることによって、転勤など、その街にく

る人が来なくなる、また去っていく、というお話がありました。 
それは、その街の学力レベルが低いということを隠した方が街の崩壊を防げるというとい

うような意味合いに聞こえてくる。そういうことではなく、堂々と公開して、なおかつ多

くの方が、あの町に行ってみたい、あの町で自分の子どもを教育を受けさせたい、そうい

う町にしていくほうが、私は大事だと思う。 
ぜひご理解を。 
 
石川、 
わかりました。いまの最後の言葉で、代表は公開したほうがいいと、堂々と公開したほう

がいいと、釧路の学力は高いのだと、そう受け止めざるをえません。 
また、以前の委員会で、父母のアンケートで、意見で、公開せよとなったら公開すべきと

質問していたが、今でもその考えは変わっていないのか。 
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月田 

各学校が、有する情報の公開は、保護者、協議会等々、学校の運営に係わる関係者のなか

で、ぜひ保護者が「もっとこういう情報がほしい」、「出してほしい」ということであれば、

それは公開すべきと考えている。 
前の委員会で（私が）申し上げた、保護者がそう求めるならば公開すべきという考え方は

まったく変わっていません。 
終了 

 

総務文教常任員会における反対討論 

2012 年 12 月 14 日 石川明美 
委員会議事録 
議案第 104号釧路市の子どもたちに基礎学力の習得を保障するための教育の推進に関す

る条例は、条例案の条文確定から、わずか１週間ほどで議会に上程したこと、さらにパブ

リックコメントと称して、私的ブログで公開し意見を求めたことなど、市民的合意が得ら

れたとは言えず、ましてや議会議論においてさまざまな意見や疑問が噴出しているにもか

かわらず議会採決に付すことには反対である。 
学力といえば、ＰＩＳＡで世界一になったフィンランドの経験が日本に数多く紹介され

ているが、質疑の中では留年制度や教員の質のみに一面的、恣意的に特化し、本条例を合

理化しており、さらに、国連からの日本の教育への「過度の競争」という「勧告」も、教

育への介入と断定し、ユネスコを持ち出して合理化を図るなど全くの独断的理解である。 
 以下、本条例の問題点を指摘する。 
 第１に、学力への考え方にさまざまなものがあるにもかかわらず、基礎学力の数値化に

こだわり、基礎学力そのものを非常に狭く規定した本条例案の定義づけは、人間的な豊か

な学力観を無視していること。そうした数値化した情報は、学校のホームページ等で公開

する努力義務など、数値化のひとり歩きを促進させかねず、点数競争をあおる道を切り開

く可能性があり、教育基本法の教育の目的である「人格の完成」にゆがみを生じるおそれ

がある。とりわけ議論の中で、数値は学力テストなどが中心になることが明らかとなり、

個人、学校の序列化、そしてさらなる点数競争など、既に学力テストを各学校ごとに公開

した他の自治体の経験を全く酌んでいないことである。 
 第２に、さらに問題なのは、市長提案ではなく、議員提案の形を多数決で決着させよう

としていることである。本条例の第７条は「議会の責務」を規定しているにもかかわらず、

議会での多様な議論の中でよりよいものをつくり上げていくという姿勢が全く見られない。

今までの議会や議員個人にかかわる問題は、粘り強い取り組みで各会派、議員個人の合意

をかち取ってきたという長年の慣行を破壊するものである。 
 第３に、本条例案の主役は「子ども」との答弁にもかかわらず、子どもの「意見表明権」

より「基礎学力」が先などということは、我が国も批准した「子どもの権利条約」の精神

を踏みにじるものである。市内の多くの児童・生徒は本条例案を知らず、ましてや多くの

市民はわずかばかりのインターネットの公開、そして新聞記事のみでしか知らされず、ど

のくらい市民周知が進んでいるのかもわからないという状況である。このような中、議会

で可決することは、議会の暴挙と言わざるを得ない。このような多数決の暴挙を許せば、

主役である子どもたちだけではなく、保護者や教育関係者、広く市民に禍根を残すことと

なる。よって反対する。 
以上 
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12議会に提案された「基礎学力条例」は、なんと１週間前に私たち議員団に提案・説明が行われたもの

です。「議員連盟」で議論してきたから「良い」という判断です。ここには全議員で議論し、より良いも

のに仕上げていくという姿勢がまったくありません。この「議員連盟」には二つの会派は入っていませ

ん。そもそも「学力」というものについての見解はさまざまあり、点数で決めてしまうこと自体に問題

があります。だからこそ多数決で決めれば良いという性質ではありません。そこにはまさに「思い込み」

と多数決による「独善」的な姿勢があるのではないでしょうか。 
この「条例」提案にいたる公明党議員団の過去の議会質問を整理しました。 
なぜ「学力条例」なのか。その理解の参考にしていただきたいと思います。 
                                    釧路市議 石川明美 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 年 9 月議会の総務文教常任委員会での月田議員の質問 

【委員長報告】 
 標準学力検査結果の学校別の公表を考えていないのかとの質問があり、教育長及び理事者から、標準

学力検査は目標値に対する学習到達度を図るもので、結果を公表することを目的としていないが、児童

生徒の観点別・領域別の学習状況や学力の経年変化等の全市的な状況等については、広く市民に公表し

ている。また、各学校の管理職に自校の市内における状況や校区となる小中学校の正答率の分布状況等

の情報を提供しているが、学校別の公表については児童生徒数が大人数だと学力不足の子は特定されな

いが、少人数の場合は学校や個人が特定されてしまう可能性があり、公表できないとの答弁がありまし

た。 
 関連して、保護者に学力検査結果の学校別の公表についてアンケート調査してはどうかとの質問があ

り、教育長から、釧路市標準学力検査は個々の児童生徒の学習到達度を図ることにより、学力の定着状

況を把握し、個々に応じたきめ細かな指導の充実を図るために取り組んでいるものであり、学校別の公

表を前提とした意向調査は考えていないとの答弁がありました。 
 

2012 年 6 月議会の総務文教常任委員会での月田議員の質問 

【委員長報告】 
 次に、釧路市標準学力検査の結果の取り扱いについて、どのように公表するのかとの質問があり、理

事者から、この検査は小学校３年生から５年生と中学校１・２年生の前年度までの学習内容の定着がど

のようになっているかを判断できるものであり、基礎学力検証改善委員会において学力向上に関するよ

り効果的な学校支援の方策や指導の改善策を検討し、釧路市学校改善プランを通じて、各学校で作成す

る学校改善プランに反映させるとともに、教育委員会として基礎学力向上の取り組みをどうしていくの

かを公表したいとの答弁がありました。 

テスト結果の公表を繰り返し迫る公明党議員 
                ・・・釧路市議会の議事録から・・・ 2012 年 

2月、6月、9月の定例市議会において、 
繰り返し、テスト結果の学校ごとの公表を迫っ

ていました。 
以下、釧路市議会の議事録で紹介します。 
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 関連して、文科省から全国学力状況調査については、公表の仕方が示されており、それを超えての公

表は難しいと聞いているが、市の標準学力検査では公表については、ある程度市に任されており、過度

の競争をあおってはいけないが、数値の公表が大事であることから、学校名を伏せて学校ごとの公表が

必要ではないかとの質問があり、理事者から、現在は学校別の公表を考えておらず、検査の結果は児童

生徒や保護者のほか、学校へも学年別に、教科ごとに領域・観点別の子どもたちの学習到達の状況を数

値で知らせることになる。教育委員会は釧路市の子どもたちの全体の学習の到達状況を数値等で確認す

ることが可能となり、学力向上に向けての課題や改善策を各学校や家庭に示していくことができるとの

答弁がありました。 
 関連して、学校ごとの公表を考えないのはなぜかとの質問があり、理事者から、昨年までは、ある学

校では１学年しか行っていない、別の学校では２年生から５年生、また別の学校では国語のみなど、各々

の学校のデータでしかなかったが、今年度は全小・中学校で、国語、算数・数学の教科で標準学力検査

を行ったことから、検査結果をもとに各学校で自校の課題を比較・分析し、授業等の改善策を見つけて

いくことができるよう、市全体の傾向が判るデータを示していきたいとの答弁がありました。 
 関連して、市平均と自分の比較、全国平均と釧路の比較などができることは有効であるが、もう一歩

踏み込んでいくことが必要であり、可能な限り学校ごとのデータを出すことが必要ではないかとの質問

があり、教育長から、釧路市標準学力検査は、学習到達度をはかる検査であり、学校間の比較にはなじ

まず、学校別の公表は難しいが、学校には自校の状況や校区の小中学校の連携などに参考になるものと

思われる。基礎学力検証改善委員会において、目標値との比較の状況、到達度状況、分布状況等につい

て、学校や家庭にわかりやすい公表のあり方を検討していきたいとの答弁がありました。 
 関連して、ぜひ公表するように検討してほしいが、検討委員会のメンバー構成はどのようになってい

るかとの質問があり、理事者から、道教育大学釧路校の教授のほか、小中学校の管理職、教育研究セン

ターの研究所員、教育委員会の指導主事などで構成されるとの答弁がありました。 
 関連して、到達度調査による、子どもの学力の定着度の目安はどう考えているのかとの質問があり、

理事者から、各学校では、年度当初に釧路市学校改善プランの「授業づくり」、「環境づくり」、「習慣づ

くり」の３つの視点を踏まえて、それぞれ学校改善プランを立てるが、４月に行った標準学力検査の結

果が６月に出た段階で計画のチェックが可能となるほか、その後全国学力・学習状況調査の結果が９月

に出た段階で再度チェックを行い、きめ細かく計画の検証改善サイクルを見直しすることができ、さら

に次の学年に上がったときにどうなったかなど、経年で変化を追うことができるとの答弁がありました。 
 

2012 年 2 月議会の総務文教常任委員会での月田議員の質問 

       （注意：本会議での質問とダブらないようにという議会ルールがある） 
【委員長報告】 
次に、議案第２号平成24年度釧路市一般会計予算歳出第11款（教育費の一部）に関して、学力向上推

進事業費の中で、標準学力調査の結果の取り扱いについて、全国調査の場合は課題が多いが、市独自の

調査については、学校ごとの課題が共有できるような公表のあり方を検討しているととらえてよいかと

の質疑があり、理事者から、基本的には全国調査の結果公表と同様の考え方だが、どのような公表のし

かたが考えられるか検討していきたいとの答弁がありました。 
 関連して、先般本年度の全国調査の正答率が公表され、釧路市においても全道平均に近い数値が出さ

れ、これまでの取り組みに一定の効果があったと認識しているが、この結果についての感想を聞きたい

との質疑があり、教育長から、昨年度夏休み期間中に実施した補習の取り組み等の成果は出てきている

と考えるが、まだ満足できる状況ではないと認識しているとの答弁がありました。 
 関連して、昨今、新聞報道などによると、一部の高校で基礎的な学習のやり直しをしているとのこと

で、基礎の部分でつまずいている子どもが相当いると思うが、このことについてどういう意見を持って

いるかとの質疑があり、教育長から、以前よりそのような話を見聞きするとともに、直接高校のほうか

らも聞くこともあり、高校において基礎学力の定着に課題を持つ生徒のいることは認識している。義務

教育の課程で基礎・基本を身につけさせることが重要と考えているとの答弁がありました。 
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 関連して、公教育の責任は基礎・基本の習得であり、そこに社会人としての自立した人生につながっ

ていく。「全道平均が目標である」ということであれば、「全国平均を目指す」という目標が適切と考え

るがどうかとの質疑があり、教育長から、基礎・基本をしっかり身につけ、市内全校が全道平均を上回

るということが大事だと考えるとの答弁がありました。 
 関連して、少し力を入れて補習をやったことですぐに効果が表れており、全国平均を目指すことも無

理な目標ではないと考えるが、見解を聞きたいとの質疑があり、教育長から、全国平均の数値のとり方

が各都道府県での抽出調査の結果に基づくものであることを考えると、比較の対象として適当かという

こともあり、まずはすべての学校が全道平均を上回ることが大切であると考えるとの答弁がありました。 
 関連して、市独自の学力調査の公表のあり方について、委員会答弁では結果は基本的に全国テストと

同じ基準で公表するとのことであるが、全市一斉に実施するということから考えても、腑に落ちないも

のがあるがどう考えるかとの質疑があり、教育長から、市独自の学力調査は、各学校で子どもたちのつ

まずきがどこにあるのかつぶさにわかるものである。単年度だけではなく経年で行い、何年でこうなっ

たという公表はしていかなくてはならないと考えている。改善委員会での議論を踏まえ、学校だけでで

きる部分、家庭に返していく部分など、全国学力テストでは得られなかった課題の共有をしていきたい

との答弁がありました。 
 関連して、子ども一人ひとりに基礎が身についているかということについては、これまで学校の中で

把握されてきたが、学力テストを通じて相対的な比較をすることで、自分たちの学校の位置を知ってそ

の後の動機づけとする。そういうことをしていかないと、これまでどおりのやり方の繰り返しでは、全

国・全道平均以上にという目標の実現にはならないのではないか。工夫があってしかるべきと考えるが

どうかとの質疑があり、教育長から、これまで各学校は道教育委員会からの調査結果の通知により、自

校の状況のみを把握していた。教育委員会では、市独自の学力テストを通じて全市の状況を把握できる

ので、それをどう生かすかということで、今回のテストの取り組み結果については学校に知らせるべき

だと考えている。小学校、中学校に結果を送ることで、まず各学校が今どんな状況にあるかを、管理職

が知るべきであるという思いで検討したいとの答弁がありました。 
 関連して、学力テストの結果を、自分たちのまちでどの程度の位置にあるかを知る目安とし、子ども

の抱えている課題を解消することが目的ではないのかとの質疑があり、教育長から、学力テストと並行

して、新年度に教育推進計画の策定に着手するが、学校における学習理解度について、学力テストで現

状を把握した中で、推進計画のベースとするための基礎資料となる大事なテストであると認識している

との答弁がありました。 
 
 
２０１２年 ２月定例会  3 月 2 日 

公明党議員団の代表質問 松橋尚文議員 
 
 公明党議員団を代表し、市政方針並びに教育行政方針、平成 24 年度予算案、さらに釧路市の抱える

諸課題について、提案を交えながら質問をさせていただきます。 
 
次に、教育問題についてお聞きしてまいります。 
 １点目は、学力情報の公開についてであります。 
 全国学力・学習状況調査結果の取り扱いは、文科省の通達及び道教委の判断等がありますので、市独

自の意思による全面的な数値の公表には、壁があるかもしれません。しかし、この学力情報が市教委段

階で遮断され、各学校や保護者にさえその現状が伝わらなかったことで、結果的に惨たんたるレベルに

低下するまで見過ごされてきたという事実を反省しなくてはなりません。一部に過度な競争をあおると

か、序列化につながるとかの批判もあるようですが、現状がどうなっているかが皆目わからないのであ

れば、序列化を防ぐという名のもとに必要な情報が閉ざされ、子どもたちの低学力がそのまま放置され

ることになってしまいます。まさにぬるま湯状態、臭いものにはふたと同じであります。現在の星印表
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示は全くもって不親切、あいまいのそしりを免れません。 
 ぜひ新年度の調査結果については、これまでより一歩進んだ公表を検討していただきたいと思います。

学校別の数値を用いた公表について、教育長の見解を求めるものであります。 
 同じく、市独自に行う標準学力テストの結果については、国や道の縛りがありませんので、思い切っ

て学校ごとの平均正答率を公表してはどうかと思います。何もランキングをつける必要もなく、また学

校名を伏せても構いません。教育長の英断に期待したいと思います。ご答弁ください。 
 
教育長（千葉誠一）の答弁 
 次に、教育問題についてのお尋ねでございますが、最初に全国学力・学習状況調査におけます学校ご

との公表についてのお尋ねでございます。 
 文部科学省の実施要領については、都道府県教育委員会においては、本調査の実施主体が国であるこ

とや、市町村が基本的な参加主体であることにかんがみて、域内の市町村及び学校の状況について、個々

の市町村名、学校名を明らかにした公表は行わないことと示されているところでございます。 
 また、市町村教育委員会が保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため、当該市町村における公

立学校全体の結果を公表することにつきましては、それぞれの判断にゆだねることになること。ただし、

域内の学校の状況について、個々の学校名を明らかにした公表は行わないことと示されているところで

ございます。したがいまして、現行制度下においては、学校ごとの結果の公表はできないものととらえ

ております。 
 なお、現在の公表のあり方、仕方につきましては、北海道教育委員会の公表指導に基づき行っている

ところでございます。 
 次に、標準学力テストの学校別の公表についてのお尋ねがありました。 
 標準学力テストは、その結果を公表することを目的としたものではなく、各学校におきまして、児童・

生徒の学力等の経年変化、または観点別、領域別の学習状況をつぶさに把握して、子ども一人一人に応

じたきめ細やかな指導、このことの充実に向けて行うものでございます。 
 教育委員会では、基礎学力検証改善委員会の設置をいたしまして、児童・生徒の学力の経年変化、先

ほど言いました観点別、領域別の学習状況等について全市的な規模での把握、そしてその公表のあり方

を含め、学力向上に向けた、より効果的な支援の方策や改善策を検討してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こうした３定例市議会における執拗な質問の後に「条例案」を提出し、 

賛成 15 反対 10 棄権 1 の多数決で可決した。 
 
釧路市の子どもたちの基礎学力の習得を保障するための教育の推進に関する条例 
(定義) 
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(1)基礎学力 子どもたちが、その心身の発達の段階に応じて学習により身に付けるべき基礎的な能力

のうち、義務教育の課程を通じて習得すべき読む能力、書く能力及び計算する能力に係る知識及び技能

であって、その向上又は低下の傾向を客観的な数値指標によって把握できるものをいう。 
(市立の小学校及び中学校の責務) 
第 6 条 市立の小学校及び中学校においては、・・・・・次に掲げる事項の実施に努めなければならな

い。 
(2)基礎学力の習得度の計測においては、それによって得られた習得状況及び課題等の情報を、適宜、

保護者及び学校運営協議会に報告するとともに、学校ホームページへの掲載等により広く市民に公表す

ること。 
 


