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平成２９年度第２回室蘭市総合教育会議 会議録 

 

１  日  時           

平成２９年９月２０日（水） 

        開会 午後４時００分  閉会 午後４時４５分 

 

２  場  所           

室蘭市役所２階大会議室   

 

３ 次 第 

 

１．協議事項 

（１）本市の学校教育の現状と成果、課題について 

① 室蘭市児童生徒の学力の概要 

② 小・中学校におけるいじめの状況について 

 

２．その他 

 

 

４  出席者    

青山市長 國枝教育長 谷藤委員 前田委員 奈良委員 稲川委員   

川島総務部長 髙木教育部長 大須賀教育指導参事 山﨑総務課長 

大谷教育部総務課長 中野学校教育課長 本田指導主事 杉野指導 

主事 加納総務課主幹［学校施設・施設適正配置］ 北川生涯学習 

課長 髙橋生涯学習課主幹[施設]  大澤生涯学習課主幹[文化振興 

・青少年] 伊藤生涯学習課主幹［スポーツ振興］ 髙橋図書館長 

山口学校給食センター所長 
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髙木教育部長       それでは、定刻になりましたので、ただいまより平成

２９年度第２回室蘭市総合教育会議を開会いたします。

本日はご多用のところ、ご出席いただきまして誠にあり

がとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

早速ですが、お手元の次第に従いまして、これより議題

に入ります。これからは、議長を市長より務めていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 

青山市長         よろしくお願いいたします。ご参集いただきましてあ

りがとうございます。それでは早速平成２９年度第２回

室蘭市総合教育会議を進めて行きたいと思います。本日

は、学校教育の現状と成果、課題として室蘭市児童生徒

の学力の概要、小・中学校におけるいじめの状況を議題

といたします。それでははじめに室蘭市児童生徒の学力

の概要について事務局より説明をお願いします。 

 

本田指導主事       平成２９年度室蘭市標準学力調査と全国学力・学習状

況調査の結果を踏まえまして、本市の学校教育の現状と

学力の概要についてお伝えします。なお、今年度の全国

学力・学習状況調査についてですが、今年度は正式デー

タとしての公表は控える方向で考えております。理由と

して、本調査は４月１８日に全国一斉に実施されており

ますが、室蘭市については悪天候による市内一斉臨時休

校措置により、全国的に解答が公表された後、数日間に

渡り調査を実施した実態がありまして、公正性の観点か

ら文部科学省の分析データの中に室蘭市の数値が含まれ

ていないためです。ただ、後日実施した調査結果は例年

通りいただいておりますので、例年通りに分析を行い参

考資料として活用するとともに、室蘭市の学力傾向の参

考資料という形で公表させていただきます。それでは、

まずは室蘭市標準学力調査から説明いたします。お手元

の資料１をご覧ください。この表は、上段に平成２９年

度、中段に平成２８年度における、学力の到達度を全国

平均値と比較したもので、各学年と教科ごとの学力状況

の分布表です。表の中の数字は学校数を表しています。

下段にはカッティングポイントを明記しておりますが、
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全国平均値を０とした場合の、各学校の状況を９段階で

標記したものであります。いわゆる全国学力水準値であ

ります、全国平均値マイナス５ポイントより上位の範囲

の枠内に入っていることが、学校として全国水準にある

ことを意味しております。また、網掛けにつきましては、

室蘭市の平均値を表しております。この資料より見られ

る成果と課題ですが、成果としては、小学校では国語に

おいて全国水準値に達した学校数が増えていること、中

学校では国語・数学共に全ての学校が全国水準値に達し、

７割以上が全国平均値を超えていること、また国語の平

均値が全国比同程度に改善していることが挙げられます。

課題としては、小学校で算数において全国水準値に達し

ていない学校数が増加していること、また、学校間の差

も依然として高いことが挙げられます。続きまして、資

料２をご覧下さい。こちらは学年・各教科別の平成２４

年度から２９年度までの経年比較です。上段の表は小学

校５年生、下段の表は中学校２年生の各教科別の経年比

較表です。カッティングポイントとしましては、先ほど

同様の９段階表記です。なお、表内の丸印につきまして

は、室蘭市の平均値と全国の平均値と比較した場合の室

蘭市の立ち位置となっております。成果としては、中学

校において全ての教科で全国水準に達していること、ま

た、全ての教科で向上が図られていること、課題として

は、小学校において算数が基礎、活用共に全国水準に達

していないこと、また、国語、算数共に活用の部分が下

降していることが挙げられます。続きまして資料３をご

覧下さい。こちらは同一児童生徒による教科別経年比較

です。今年度の中学校２年生は、平成２６年度の小学校

５年生時に、標準学力調査を実施しておりまして、同一

児童生徒の経年比較から全国平均値と比較しております。

成果としては、特に算数・数学において「低い」から「同

程度」へと大幅な改善が図られていることが挙げられま

す。最後に、資料４生活行動・学習活動調査をご覧下さ

い。この調査につきましては、それぞれ質問に肯定的に

答えた児童の割合の、室蘭の結果、全国の結果とその差

を示しております。同一集団での経年比較ができないた
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め、平成２６年度から２８年度までのデータを参考まで

に載せてあります。下のグラフは、２９年度の結果を全

国の平均を棒グラフで、室蘭市の位置を横棒で示したも

のです。この結果を見ますと、室蘭市の子どもたちから

は、学習習慣の定着に係る内容について改善がみられる

こと、全国平均値は概ね上回っているものの、基本的な

生活習慣・規範意識に係る項目が例年に比べて下降傾向

にあることが見て取れます。また、標準学力調査につい

ては、今回の結果から、第２期室蘭市学力向上基本計画

の全国の平均正答率を上回るという目標は中学校におい

て達成されたことになります。続きまして、資料５全国

学力・学習状況調査から室蘭市の学力傾向の参考資料に

ついて説明いたします。こちらの表は、上段に小中学校

の各教科の全国・全道の平均点を表しております。中段

は、平成２９年度、平成２８年度における、学力の到達

度を全国平均点と比較したものです。先ほど説明いたし

ました資料１と同様にご覧下さい。この資料より見られ

る室蘭市においての成果と課題ですが、成果としては、

小学校では国語Ａが全国平均値を大きく上回っているこ

と、中学校では２年連続でほとんどの学校が全国水準値

に到達しており、学校間の差が解消してきていること、

課題としては、小学校では依然として学校間の差が見ら

れ、学力の底上げに課題が残ることが挙げられます。続

きまして、資料６をご覧下さい。こちらは学年、各教科

別の平成１９年度から２９年度までの経年比較です。こ

の資料は先ほど説明いたしました資料２と同様にご覧下

さい。なお、表内の丸印については、室蘭市の平均値と

全国の平均値を比較した場合の立ち位置、星印につきま

しては、室蘭市の平均値と全道の平均値を比較した場合

の立ち位置です。成果としては、全国平均値と比べて改

善傾向にある前年並みの水準をほぼ維持していることが

挙げられます。続きまして資料７をご覧下さい。こちら

は同一児童生徒による教科別経年比較でして、今年度の

中学校３年生は、平成２６年度の小学校６年生時に全国

学力学習状況調査を実施しております。成果としては、

平成２６年度は小学校調査において全国平均値と比べて
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例年より大幅に改善した年でありましたが、その水準を

中学校においても維持できていることが、大きな成果と

して挙げられます。続きまして、資料８をご覧下さい。

こちらは、学習・生活習慣の調査結果の平成２４年から

平成２９年までの経年比較です。紙面の左半分が小学生、

右半分が中学生の経年比較となっておりまして、それぞ

れの表の中にあります国・市差につきましては、全国の

平均値と室蘭市の平均値との差を表しています。また、

折れ線グラフ内にあります丸のポイントが室蘭市、三角

のポイントが全国の平均値を表しています。質問紙の中

から１６項目に絞っているところですが、その中でも特

徴的な内容項目についてご説明いたします。まず見てい

ただきたいのが、（４）と（５）です。小学校ではテレ

ビ視聴・ゲームの時間の割合は減っていますが、全国平

均値を上回っている状態です。また、中学校ではテレビ

の視聴時間が全国を下回っていますが、ゲーム時間が全

国を上回っています。また、（７）をみると、小学校６

年生でおよそ６０％、中学校３年生で８５％の携帯スマ

ホの所持率です。１日の通話やメール・インターネット

をする割合も増加傾向にあることや、ネット等によるト

ラブル回避の観点からも、児童生徒への使い方の指導だ

けではなく、保護者への啓蒙等についても、より一層必

要となっております。次に（８）と（９）についてです

が、家庭での学習習慣、学習状況等の項目です。小学校

につきましては、経年変化で見ると大幅に改善し、休日

の学習時間については全国よりもたくさん勉強している

という結果になっています。また、中学校においては、

昨年度に比べて大幅に減少しています。次に（１２）で

すが、自尊感情については小学校では全国とのポイント

差は開いているものの、少しずつ改善の兆しが見られま

す。中学校においては、年々改善が見られていましたが、

今年度については、減少してしまっています。最後に（１

５）の、いじめはどんな理由があってもいけないことだ

と思うという項目につきましては、小学校、中学校とも

に全国に比べて高い意識を保っていましたが、中学校に

おいては、大きく減少する結果となりました。続きまし
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て資料９、資料１０をご覧ください。これらにつきまし

ては、小学校・中学校の科目毎の領域別レーダーチャー

トです。こちらの表につきましては、全国平均値の１０

０を点線で表しておりますが、これを基準として、室蘭

市の現状を実線で表しております。成果としましては、

小学校においては、国語Ａ・Ｂ共に概ね全国平均値を上

回っていること、また算数Ｂの「量と測定」について全

国を大きく上回っていること、課題としましては、小学

校においては国語Ｂの「読むこと」と、算数Ｂの「図形」

に課題が見られます。中学校においては、国語Ｂの「伝

統的な言語文化と国語の特質に関する事項」、今回につ

いては「比喩表現」に課題が見られました。いずれにい

たしましても、これら調査結果の分析から明らかになっ

てきました本市の児童生徒の学力及び生活学習習慣の実

態や課題を校長会、教頭会にて報告するとともに、自校

の学力分析、課題の把握、改善策を保護者へ公表し、保

護者と連携を図りながら、生活習慣、学習習慣の醸成に

努めるよう指導してまいります。さらに、調査結果の分

析を進め、本市の更なる学力向上への取組の強化に努め

て参りたいと考えております。以上です。 

 

青山市長         ただいまの事務局の説明に対しまして、ご質問等はあ

りませんか。では私のほうから１点２点お聞きしてみた

いと思いますけれど、１つは、３年前の同一児童生徒が

３年間経って成果が見られたと話がありましたけれど、

３年前あたりにどういった工夫をされて、このような成

果が現れたのかというおさらいをしてみたいと思ったの

が１点と、それから気になったことが、最後の、学習習

慣・生活習慣質問紙調査で、今年度の中学生の方の、例

えばいじめはいけないことだと思うというところの意識

が低下したとか、学校に行くのは楽しいというところも

傾斜が急で、自分には良いところがあるというところも

例年と比べてぐっと下がっていたりだとか、生活面に何

か特徴があれば見解を聞かせていただきたいと思います。 

 

本田指導主事       まず学力が３年間で回復しているということについて
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は、この調査の実施が直接学力向上に結び付いているわ

けでは決してないのですけれど、検証結果というものを

各学校がしっかり検証し、その検証結果を各学校におけ

る新たな取組にフィードバックさせていくというＰＤＣ

Ａサイクルがきちんと確立され、実践されているという

部分が学力向上に繋がっていると市教委としては押さえ

ております。細かいデータも出るので児童生徒一人一人

に応じた指導への活用や、各学校の学力向上プランの検

証、校内研修における学力分析資料として有効に活用さ

れた結果であると押さえているところです。中学生にお

ける自尊感情やいじめに対する意識の部分については、

小学生もそうですが、その子どもたちの家庭環境や、学

校での指導の状況、教員の指導力、児童生徒の実態等々、

複雑な要素がいろいろ絡み合っていることから、原因が

これだと特定することは非常に難しいのかなと、そこを

踏まえまして学校としてできることは何かと考えたとき

に、やはり授業が学校の性分ですので、すべての児童生

徒がわかる喜びや、できる楽しさを実感できる場を設定

する、そのために努力していくということがまず大切で

あり、授業においては児童生徒一人一人の課題やつまづ

きに対して指導形態、指導方法を工夫しながら学習活動

の工夫改善を図るなどして充実を図っていく必要がある

と思いますし、道徳的には自分も友達も大切な存在だと

いうことをお互いに認め合える活動、全ての教育活動に

おいて友達を尊重しながら協働して取組を行ったり互い

に高めあったりする活動を組織的に推進していく必要が

あると押さえておりまして、そういった指導を今後も続

けていきたいと考えています。 

 

谷藤委員         学習・生活習慣質問紙調査の結果については、保護者

等にはお伝えしているのですか。 

 

本田指導主事       この資料の形で毎年、市のホームページに公表してお

り、学校でも、学校ごとに分析した内容は、市とは形態

が違いますが、各学校の成果と課題という形で保護者宛

にきちんと公表しております。 
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青山市長         他にございますか。他にご質問がないようでございま

したら、次の議題に移りたいと思います。続きまして、

小・中学校におけるいじめの状況について事務局の説明

をお願いします。 

 

杉野指導主事       それでは私から本市小・中学校におけるいじめの状況

についてご説明申し上げます。１の（１）平成２８年度

におけるいじめの認知状況についてです。これにつきま

しては、昨年度１年間の総数となりますが、小学校１０

校で認知し、件数は７１件となっており、学年別の内訳

は記載のとおりでございます。男女別では男子が４３名、

女子が２８名となっております。続いて、中学校では７

校で認知しており、総数は５１件となっております。学

年別の内訳は記載のとおりでございます。男女別では、

男子が３０名、女子が２１名となっております。小中学

校を併せますと昨年度１年間で１２２件のいじめが認知

されております。参考①をご覧願います。こちらは平成

２７年度におけるいじめの認知状況についてですが、小

中学校の認知件数は８６件となっており、平成２８年度

の認知件数は、平成２７年度と比較して３６件増加して

おります。参考②はいじめの定義を、参考③はいじめの

認知に関する文科省の考え方について示しております。

続いて、２枚目の上の囲みをご覧下さい。各学校におい

ては、文科省の考え方に沿った積極的ないじめの認知を

行っておりますが、各校に対しましては、いじめを認知

する、しないに係わらず、アンケート調査等において、

いじめられたことがある、見たことがあるといった訴え

については、その全てに対して、個別の面談や聞き取り

等を行い、必要な指導・支援を行うなど丁寧な対応に徹

するよう指導しております。続いて、（２）いじめの発

見のきっかけについてです。小学校では７１件のうち、

６１件がアンケートなど学校の取組による発見が最も多

く、中学校でも５１件のうち、３６件がアンケート等に

よる発見が最も多い状況になっております。続きまして

（３）いじめの態様についてです。小中学校ともに、一

番上の項目、冷やかしからかい、悪口などを言われるが
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もっとも多く、次いで軽くぶつかられたり、叩かれたり、

けられたりする。３番目に仲間はずれや集団による無視

と続き、こちらは全国・全道と同様の傾向となっており

ます。続いて２いじめの現在の状況についてですが、こ

ちらに示しております、平成２８年度に認知された計１

２２件のいじめにつきましては、各学校において、加害

側、被害側両者の保護者へ連絡をとりながら、いじめの

解消を図り、全て解決済みとの報告を受けておりますが、

いつ再発するとも限りませんし、子どものいたずらや嫌

がらせが、深刻ないじめへと発展するかも知れません。

また学校が把握しきれていないいじめ問題が現在進行し

ている可能性もありますことから、各学校へは、常にい

じめの可能性を視野に入れながら、引き続き注意深く見

守っていくよう、指導しているところでございます。最

後に、本市における今年度のいじめの問題への取組につ

いてでございますが、室蘭市いじめ防止基本方針及び室

蘭市いじめ問題総合対策、また市内全ての小・中学校で

策定しております学校ごとのいじめ防止基本方針に基づ

きまして、３ページ上段に記しております未然防止の観

点から、また、中段にあります、いじめの早期発見・早

期対応解決の観点からの取組を進めているところでござ

います。この取り組みについてですが、市教委や本市教

育研究所による教員研修といたしまして、毎年、情報モ

ラルに関する研修講座や市内の教員やスクールカウンセ

ラー、心の相談員、適応指導教室職員によるいじめ・不

登校等対策協議会においていじめ問題等に関する教員研

修を実施しているところです。この他にも道教委や北海

道立教育研究所など、さまざまな機会において研修が行

われ、多くの先生方が参加し研鑽を積んでおります。以

上で説明を終わらせて頂きます。 

 

青山市長         ただいまの事務局の説明に対しまして、ご質問等はあ

りませんか。 

 

谷藤委員         いじめの態様の中で金品を隠されたり盗まれたりとい

う項目があり、小学生６件、中学生１件となっています
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けれど、この金品とはどういった金品なのですか。 

 

杉野指導主事       金品と書かれていますが、実際には持っている文具関

係を壊されたりということがあると報告を受けておりま

す。 

 

稲川委員         今のところと同じなのですが、金品とそれからその下

のものも、これは基本的には重大ないじめの範疇に入っ

ている形なのでしょうか。 

 

杉野指導主事       金品と書かれていますが実際問題は品物ということで

筆入れとか鉛筆とかそういったものが今回報告件数の数

字として上がってきております。従いまして、重大事件

としては今回報告は上がっておりません。 

 

稲川委員         態様の、いろいろありますよね、恥ずかしいこと、危

険なことというような言葉が、この中に重大ないじめの

件数とか、国から重大ないじめの定義が出ていたと思い

ますので、きちんと分けておいた方がいいのではないで

しょうか。その中で、パンツを脱がされたりとか自殺と

かいろいろなところに行く例があるような文言ですから、

もちろん全ての具体例は教育委員会が把握していて、そ

れが全て解決されているということですから、これは教

育長が事例を全て把握しているということで了解してよ

ろしいですか。昨年もすべて解決して、毎年１２０件ぐ

らい新たにいろいろなことが出てくるということであれ

ば、たくさん報告されることがいいことであるような通

達があるようですけれども、それもまた変だなという気

持ちはあるのですけれども、ある程度一定のルールで一

定の報告というのが決まっていけば落ち着いてくるのか

なとは思うのですけれども、解決されたのであれば、具

体例を教育長がきちんと把握しているという形で行って

いればいいと思います。 

 

國枝教育長        文科省の見解では、増えたとしてもそれは適切に対応

しているということとなっておりますが、これからどん
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どん増えればいいのかというと、必ずしもそんな話には

ならないと思います。件数は増えているけどもそれが本

当のいじめに発展する前の段階というか、冷やかしやか

らかいについても、最初の段階で発見されたとか、要す

るに内容がもう少し分析する必要があるのかなと、軽め、

重めというのは周りが判断することではなく本人がどれ

ぐらいの影響があったかという形にはなるのですが、早

めの対応をして、それで解決あるいは改善されたという

ことであれば、その辺が見える形で今後データを取って

いかなければ、来年も増えましたのでこれはいいことで

すと、単純にそういう形にはならないと思いますので、

その辺は課題として、データの取り方なり、教育委員会

の中でもやっていきたいと思っております。 

 

稲川委員         道徳の授業も始まりますから、どんな成果として出て

くるか楽しみですね。 

 

青山市長         平成２７年度と２８年度の小学校中学校の合計数が、

中学校は増えているのですが、気になったのは小学校の

６校４３件から７１件に増えたというところが、倍には

いきませんけれども８割増しぐらい、結構大きな数字か

なと見ているのですけれども、小さないじめでも発見し

てしっかり対応していこうということが確か平成２７年

度からだったと思うので、平成２６年度から平成２７年

度でぐんと増えているのはデータの取り方が変わったの

でそこは理解したのですが、平成２７年度と平成２８年

度に対しては基本的に同じような取り組みに対して、認

知件数が４３件から７１件に増えたというのは、何かあ

るのかなと思ったのですけれども、教育委員会の見解を

聞かせてください。 

 

杉野指導主事       平成２７年度の件数は、平成２７年度にいじめの認知

に対する考え方が変わったので、実際は平成２８年度の

調査の数字で考え方が反映されているという状況がござ

います。国の方でも積極的に認知するようにという動き

となっておりまして、本市もその考えに沿って初期段階
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のいじめというものを認知して報告してきているという

部分で今回の件数が増えているというものに繋がってい

ると捉えております。 

 

青山市長         ちなみに平成２６年度の数字は今おさらいできますか。 

 

杉野指導主事       申し訳ありません。手元にございません。 

 

青山市長         いじめの発見のきっかけで、学校の教職員等が発見し

たものが小学校６３件、中学校３６件ですけれども、こ

こで学級担任が発見したというものが、小学校２件、中

学校０件とほぼ皆無に等しくて、アンケート調査などの

学校の取組で発見したというところで、結果として早く

見つかってよかったという話なのですけれども、ただ気

になったのは、アンケートをしなかったらこのいじめを

発見できなかったというふうに読み取れるので、例えば

ここから想像するに、いじめや冷やかしが増えたのが、

先生が見えないところで、陰湿性が高まったのではとい

うような見方だとか、あるいは先生方の発見力、いじめ

や冷やかしを発見するような取り組みがあるのかどうか

といったところが気になったのですけれども、何か見解

があったら聞かせてください。結果的に小学校７１件と

中学校５１件それぞれが解消しているのでそこは是とす

るところだと思うのですけれども。 

 

杉野指導主事       教職員がいじめを直接的に発見するに至らなかった原

因は何点かあると思うのですが、学校生活において人間

関係のトラブルは結構発生しておりますことから、いじ

め問題までは発生しなかったものの、その前段階で解消

を図っているという点が挙げられます。また、中学校で

は特に教科担任制となっていまして、担任と生徒が一緒

に過ごす時間が短いという実情もあり、単なる喧嘩やふ

ざけなのかの区別が難しい事案であったり、インターネ

ットを含めて教師の目の届かないところでいじめが発生

した事案など、そういった様々なことが原因として挙げ

られるのではないかと推察しております。 
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青山市長         中学校の説明であれば今のお話で納得できるのですが、

教科担任制をとっているから担任の先生が生徒と直接向

き合う時間が少ない、あるいはＬＩＮＥだとかスマート

フォンを使っているというのは、中学校ではなるほどと

納得をするのですけれども、逆に言うと小学校の方が件

数が多いということだとか、小学生の多くはそんなに携

帯電話を持っていないと思いますし、今の説明だと小学

校の部分でなかなか十分な理由にならないのではないか

と思いますけれども。 

 

杉野指導主事       小学校の件数が増えた中身としては、小学校低学年が

増えた部分がありまして、大人から見ていると、これは

いじめというよりは単なる喧嘩じゃないかなと考えられ

る部分でも、子どもにアンケートを取ったときにいじめ

られたという訴えがあったことを丁寧に見とって件数が

増えたということで報告している実情があります。 

 

前田委員         資料４の学習・生活習慣質問紙調査でいろいろな細か

いことでアンケートを取っているのですが、この中に兄

弟がいるかいないかという項目は入れられるものですか。

例えば姉がいるとか弟妹がいるとかそういう項目があっ

たら、いじめの中で冷やかしとか嫌なこと言われるとい

うのは兄弟喧嘩からすると当たり前のことで、割と免疫

ができやすい部門なのですけれど、少子化で子どもが少

なければ、親はそんなことをしないので、その免疫がな

いために非常にショックを受けるという可能性もあるの

で、そこに兄弟のことに関する項目が１つあると、そう

いったようなことも考えの中に入れられるような気がし

ます。 

 

本田指導主事       資料４の標準学力調査の質問項目ですが、東京書籍と

いう外注している業者が問題を作成しているものでして、

私どもで作成しているものではないので、ここに入れて

分析をしてもらうということは難しいかなと、全国調査

のほうでも兄弟がいるかいないかという項目では調査対

象にはなっておらず、家の人という表現で書かれていま
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すが、これも兄弟は除くとなっており、全国調査でも兄

弟にかかる項目はありません。 

 

前田委員         あえて除くと書いているということは、それは必要な

いということなのですかね。 

 

本田指導主事       そちらの定義については文科省なので私からは何とも

言い難いのですけれど。 

 

前田委員         関わりが多くなれば耐性ができるというかそういうよ

うな状況に知らず知らずのうちに養われていくこともあ

るかなと思うのですけれどね。 

 

奈良委員         いじめの態様で、パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や

嫌なことをされるということで中学校２件となっている

のですけれども、具体的にどんなものかはわかっている

のでしょうか。 

 

杉野指導主事       ＬＩＮＥの中でのこととなっております。 

 

奈良委員         ２件ともですか。 

 

杉野指導主事       はい。 

 

稲川委員         先ほどの市長の質問ですけれども、以前にいただいて

いた年度ごとのいじめの状況の数がありまして、平成２

６年度が小学校７件、中学校が５３件、計６０件です。

平成２５年度は小学校２５件、中学校７７件で計１０２

件、その前は随分多い年も少ない年もあって、報告の一

定のルールがないということなのでしょうか、平成２１

年度は５０３件もあると書いてあります。 

 

青山市長         いま、学校統廃合が、中学校は室蘭西中で終わって落

ち着いていますけども、その後、昨年は蘭北小学校が新

しく開設されていますけども、もちろん少子化もありま

すが、学習環境の改善というところがあって、複数学級
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になったり学校がある程度大きくなって環境が改善され

ると、生徒の学力も向上されるといったような説明がこ

れまであったと思うのですが、その辺の相関関係という

のは、今回の数字から何か見て取れるのか、何かあった

らお聞かせいただきたいと思います。 

 

本田指導主事       学力向上の観点と言いますか、正答率が年度ごとにバ

ラつきがあるという部分につきましては、小規模校だっ

た頃に比べますと、統合して大きくなることにより、バ

ラつきの振り幅というものが、実際問題小さくなります。

ただ、やはり年度ごと、教科ごとによるバラつきが存在

するということは事実としてありますので、今後も、突

き抜けて高い正答率だったり悪い正答率だったりという

良い面、悪い面が少しずつ平均化されながら推移してい

くことが予想されます。学力の向上については、小規模

校においては小規模校なりの良い面、子どもたち一人一

人に目が届きやすかったり、きめ細やかな指導が行いや

すいという部分があったり、大規模校におきましては集

団の中で多様な考え方に触れられたり、認めあい、励ま

しあい、協力しあい、切磋琢磨するということを通じて

一人一人の資質能力をさらに伸ばしやすい環境があるな

ど、それぞれのメリットやデメリットがあることから、

学力向上の観点から考えると、どの学校規模が良いとい

うことは一概には言い切れないという事実はあります。

ただ、振れ幅は間違いなく小さくなると思います。 

 

青山市長         少しずつ、底上げといいますか、平均より上回ってき

ていますので、そういう背景があるのかなと思って聞い

てみましたけれども、いずれにしても、学校統合あるい

は他の様々な教育施策で学力向上を当然した方がいいと

思いますので、細かい分析をした中で取組をしていただ

きたいと私からもお願いします。他はよろしいでしょう

か。ご質問がないようでございましたら、本日の協議は

全て終了ということになりますので、進行を事務局に戻

したいと思います。 
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髙木教育部長       本日は、お忙しいところありがとうございました。こ

れをもちまして、平成２９年度第２回総合教育会議を終

了いたします。ありがとうございました。 


