
管内の現状 〔重点１ 学力・体力の向上〕
現 状

①平均正答率の
状況

②令和３年度推進の重点に係る学校評価（12月末）

③全国学力・学習状況調査（学校質問紙）

④全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙）

①小・中学校ともに、全ての教科で全国を下
回った。特に、前年度に引き続き、算数
・数学で全国との差が大きい。

②全ての学校において「主体的・対話的で
深い学び」の視点からの授業改善を推進
している。

③組織的な授業改善及び校内研修の推進に
ついて、小・中学校ともに課題が見られ
る項目がある。

④児童生徒が、学んだことを振り返り、次
の学習につなげることができていない。

令和３年度の教育局の主な取組

○学校改善・授業改善の促進
・組織力強化会議等の研修会の開催
・胆振教育局チャンネルWeb研修会の実
施

・Web面談による学力向上に係る検証改
善サイクルの確立に向けた各学校の主
体的な取組の支援

・管内の指定事業に係る好事例の普及・
啓発

・学校の学力向上策に係る指導助言
○算数・数学の課題解決の支援
・研修部長を対象とした授業改善研修会
（仮称）の開催

学力

小学校 国語 算数 中学校 国語 数学

胆振
63.4
(-1.3)

66.0
(-4.2)

胆振
64.1
(-0.5)

54.5
(-2.7)

全国 64.7 70.2 全国 64.6 57.2
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管内の現状 〔重点１ 学力・体力の向上〕
現 状

①小学校の体力合計点は、男女ともに全国を上回っ
た。中学校の体力合計点は、男女ともに全道を上
回った。

②小学校では、「50ｍ走」以外の７種目で全国を上
回った。中学校では、男子の「握力」、「上体起こ
し」の２種目で全国を上回った。

③新体力テストの実施状況について、全学年・全種目
実施している学校は、小学校36.2％、中学校93.3％
であり、小学校における実施に課題が見られる。

④新体力テストの結果を踏まえた授業改善の推進を
全校的十分に実施していると回答した学校は、12月
末時点で小学校58.0％、中学校77.8％にとどまって
いる。

令和３年度の教育局の主な取組

○学校改善・授業改善の促進
・体育専科教員活用事業の成果の普及・啓発
・ICT機器を活用した児童生徒の運動の質の
向上

・感染症対策における留意事項を踏まえた新
体力テストの全学年・全種目実施

・体力向上策に係る指導助言（学校訪問）
○児童生徒の運動機会の確保に向けた支援
・管内どさん子元気アップチャレンジ（いぶ
りんピック）の実施

・いぶりんピック種目の解説動画の教育局HP
への掲載

体力

②各種目の状況（全国を50とした時の数値（Ｔ得点）をチャートで表示）

③新体力テストの実施状況(R３公立小・中学校の体育・保健・安全に関する調査)

①体力合計点の状況（Ｒ３）
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小学校 握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 20mシャトルラン 50ｍ走 立ち幅とび ソフトボール投げ

男子 52.6 50.1 52.4 51.6 50.8 48.1 50.2 50.7

女子 53.1 51.4 51.8 52.4 50.1 48.6 51.0 51.1

小学校（男子） 小学校（女子） 中学校（男子） 中学校（女子）

胆振管内 53.79 56.25 39.67 45.43

北海道 51.80 53.56 39.31 44.77

全国 52.52 54.64 41.18 48.56

全種目実施 割合
一部の学年のみ

全種目実施
割合

一部の学年のみ

一部の種目を実施
割合

小学校 25 36.2% 26 37.7% 18 26.1%

中学校 42 93.3% 2 4.4% 1 2.2%

◎十分

（全校的に実施） 割合
○具体策あり

（実施予定） 割合
▲不十分

（取り組んでいない） 割合

小学校 40校 58.0% 28校 40.6% 1校 1.4%

中学校 35校 77.8% 10校 22.2% 0校 0.0%

④令和３年度推進の重点に係る学校評価（12月末）
「新体力テストの全学年・全種目の実施と結果を踏まえた授業改善の推進」

中学校 握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 持久走 20mシャトルラン 50ｍ走 立ち幅とび ハンドボール投げ

男子 50.3 50.0 49.2 49.7 46.5 47.8 48.4 49.9 48.8

女子 49.1 48.3 48.8 48.4 46.0 46.5 47.2 48.3 48.7



管内の現状 〔重点２ 豊かな心の育成〕
現 状

○ いじめの現状（令和２年度）
①認知件数 ②認知学校数とその割合

○ 不登校の現状（令和２年度）
③不登校児童生徒数

④胆振管内小・中学校における不登校児童生徒数の経年変化

①令和２年度のいじめの認知件数は、令和元年

度と比べ、減少している。

②令和２年度にいじめを認知した学校の割合は、

昨年度に引き続き、全国と比べ、小・中学校

と特別支援学校で低い。

③令和２年度の不登校児童生徒数は、令和元年

度と比べ、小学校で増加した。

④胆振管内における令和２年度の不登校児童生

徒数は、「継続数」及び「新規数」に分けて捉え

ることにより、増減の傾向及び対策について検討

することができる。

令和３年度の教育局の主な取組

○いじめ・不登校に関する課題と解決策の共通理解

・いじめの積極的な認知に係る学校教育指

導訪問における指導助言及び各種研修会

の開催

・不登校児童生徒の「継続数」及び「新規

数」を踏まえた対応に係る各種研修会の

開催

○児童生徒の「学びを止めない」取組の奨励

・ICT機器を活用した学習支援の推奨

・不登校児童生徒に対する学習支援に係る

好事例の情報発信（①～③：令和２年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査）
（④：令和３年度いじめの問題への対応状況に関する調査）

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

胆振 420件
（-189）

171件
（-41）

63件
（-20）

6件
（+6）

全道 15824件
（-2701）

2686件
（-523）

572件
（-177）

63件
（-28）

全国
※国公私

420897件
（-63648）

80877件
（-25647）

13126件
（-5226）

2263件
（-812）

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

胆振 43校
（61.4%）

28校
（62.2%）

16校
（64.0%）

1校
（33.3%）

全道 620校
（61.8%）

368校
（63.6%）

141校
（62.1%）

17校
（23.9%）

全国
※国公私

16971校
（86.4%）

8485校
（82.2%）

3080校
（54.5%）

465校
（40.5%）

小学校 中学校 高等学校

胆振 228人
（+60）

425人
（-29）

35人
（-12）

全道 2676人
（+710）

6177人
（+619）

798人
（-52）

全国 63350人
（+10000）

132777人
（+4855）

43051人
（-7049） ※ （ ）内は令和元年度との差

※ （ ）内は令和元年度との差

３

【中学校】【小学校】



管内の現状 〔重点３ 生活習慣の改善〕

現 状

① ①１日当たり１時間以上勉強している児童生
徒の割合は、中学校が全国を下回っている。

②平日、「２時間以上、テレビやDVD、ゲーム
機、スマートフォン、パソコンなどの画面
を見ている」と回答した児童生徒の割合は、
全国と比べ小・中学校で男女ともに上回っ
ている。

令和３年度の教育局の主な取組

○望ましい生活習慣に係る家庭の理解促進
・北海道の子どもの学力・生活習慣改善研
修会の開催

・PTA主催の研修会等における情報提供
・市町家庭教育講座等における情報提供

○電子メディアの利活用に係る啓発活動
・各種研修会及び学校訪問等における情報
提供

○家庭教育の支援
・家庭教育支援推進事業における地域人材
の協力を得た家庭教育支援者の養成

（令和３年度全国学力･学習状況調査）

４

※児童質問紙
小学校

※生徒質問紙

（令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査)

「１日にどれくらいの時間、テレビやDVD、ゲーム機、スマートフォン、パソコン
などの 画面を見ているか」②

※生徒質問紙※児童質問紙

胆振 胆振全道 全国 全道 全国

中学校



管内の現状 〔重点４ 地域との連携・協働〕

現 状

○「北海道いぶり五大遺産」を活用した学習の実
施状況（令和３年度）

※ウポポイの活用状況

「北海道いぶり五大遺産」を活用した学習につい
て、ほぼすべての学校で実施している。
来年度以降は、新型コロナウイルスの感染状況に

よるが、実際に施設や人材等を活用した体験を通し
た学習や胆振総合振興局や各市町教育委員会の社会
教育部局と連携した取組を推進していく。

※なお、五大遺産の核となるウポポイ（民族共生
象徴空間）の活用状況（予定含む）は小学校85.5％、
中学校77.8％となっている。

令和３年度の教育局の主な取組

・北海道ふるさと教育・観光教育等推進事業の成
果の普及・啓発

・北海道CLASSプロジェクト事業成果の普及・啓
発

・胆振総合振興局と連携し、「北海道いぶり五大
遺産」に係るパンフレットを作成

・オンライン学習による地域間交流事業の試行実
施

小学校 中学校

69校 42校

100.0% 93.3%

実施状況

小学校 中学校

59校 35校

85.5% 77.8%

修学旅行・地域学習等におけ

る活用状況（予定含む）

＊令和3年度教育活動等に関する調査

５



管内の現状 〔重点５ 教員の人材育成〕

現 状

※R3.5.1現在 縦軸：人数、横軸：年齢
○大量退職・大量採用の影響などにより、教
員の年齢構成に偏りが生じ、教員の知識や
技能の伝承が難しくなってきている。

○ライフスタイルや価値観の多様化が進み、
業務多忙な教頭職を目指す職員が減少傾向
にあり、将来的に教頭必要数を確保できな
い可能性がある。

○管内の女性管理職比率が他管内に比べて低
い状況。

令和３年度の教育局の主な取組

○ミドルリーダーの育成
・校長会、女性管理職会と連携しミドル
ーダー養成研修会の開催

○教頭受検者の確保
・人事推進会議の開催
・ミドルリーダー名簿の作成
・教頭昇任時における人事上の配慮

○女性管理職候補者の育成
・女性活躍推進会議の開催
・公宅入居の配慮について市町教委への働
きかけ

〇北海道における教員育成指標に基づく取組
・キャリアステージに応じた研修会の開催
・昇任予定教頭を対象とした研修会の開催

女性管理職比率の低下

教頭昇任試験の倍率低下

６

教員の年齢構成の偏り



管内の現状 〔重点６ 働き方改革の推進〕
現 状

○①コアチーム設置、チェックリスト活用、
⑤保護者や地域に対し、働き方改革への理
解等を求める取組を実施している学校は、
100％となった。

○③衛生管理者等の選任、ストレスチェック
実施を行っている学校は、目標を達成でき
ていない。

○④在校等時間の客観的な計測・記録と公表
は、全ての市町で未実施となっている。

※例外的な取扱いを行った場合における勤務時間の割り振り徹
底については、現在本庁担当課で集計作業中。

令和３年度の教育局の主な取組

○ＡＰの確実な推進
・働き方改革推進会議の開催
・ＡＰ改正及びＡＰ取組状況調査周知
・管内好事例周知
・Ｒ２年度働き方改革推進校の成果等周知
・「Ｒｏａｄ」活用促進講話開催
・学校経営指導訪問による状況把握・働き
かけ

・教頭人事面接を活用した取組状況の確認
○部活動の方針に基づく取組の推進
・部活動に係る調査結果周知

① 働き方改革手引「Road」の積極的な活用
…コアチーム設置 R3 100％、チェックリスト活用 R3 100％

② ICTを積極的に活用した業務等の推進
…ICTを活用教員割合 R5 100％、クラウド活用教員割合 R5 100％

③ メンタルヘルス対策の推進等
…衛生管理者等の選任 R3 100％、ストレスチェック実施 R3 100％

④ 在校等時間の客観的な計測・記録と公表…R3内に実施
⑤ 地域との協働の推進による学校を応援・支援する体制づくりの推進
…保護者や地域に対し、働き方改革への理解等を求める取組実施 R3 100％

⑥ 部活動休養日等の完全実施
…部活動時間の例外的な取扱い（休日４時間程度）の利用率減少 R5 20％
例外的な取扱いを行った場合における勤務時間の割り振り徹底 R3 100％

令和３年３月改正

学校における働き方改革北海道アクション・プランに係る取組状況調査結果

教員の在校等時間から条例で定める勤務時間等を減じた時間を１か月で
45時間以内、１年間で360時間以内とする。 令和元年７月改正

働き方改革を進めるため、目指す指標

アクション・プラン（第２期）の目標（Ｒ3年度～Ｒ5年度）

７


