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Ⅰ 点検・評価制度の概要 

 

１ 目的 

教育委員会は、首長から独立した立場で、地域の学校教育、社会教育等に関する事務を担

当する行政機関として、すべての都道府県及び市町村等に設置されている行政委員会であり

ます。その特性は、専門的な行政官で構成される事務局を、多様な属性を持った複数の委員

による合議により、専門家の判断のみによらない、広く地域住民の意向を反映した教育行政

を実現するものです。 
事務の点検・評価は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」とい

う。）第２６条の規定に基づき、教育委員会が、教育長以下の事務局を含む広い意味での教育

に関する事務の管理及び執行状況を点検・評価をすることにより、効果的な教育行政の推進

に資するとともに、住民への説明責任を果たすことを目的としています。 
 
２ 対象事業の考え方 

本年の点検・評価の対象事業は、これまでの考えに基づき平成２７年度分の事業実績とし

ました。その対象範囲は、学校での学習指導・生徒指導に関することや社会教育に関するこ

となど地教行法第２１条で「教育委員会の職務権限」として規定されている事務をはじめ、

市長の補助執行として行っている事務を含む、本委員会が所管するすべての事務としていま

す。 
事業のまとめ方については、平成２７年度室蘭市教育行政方針に位置付けられ、室蘭市教

育委員会において実施した主な施策・事業等を網羅する形で対象事業を選定しました。 
なお、教育行政方針中、「幼保小の連携」、「放課後児童対策」については、平成２７年７月

から保健福祉部子育て支援室の所管となったことから、今回の対象事業から除いています。 
 
３ 学識経験者の知見の活用 

地教行法第２６条第２項の規定による教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を行う

ため、教育委員会が行った施策・事業等の実施状況についての点検及び評価の客観性を確保

し、今後の取組に向けた活用を図るため、今年度も教育に関して学識経験を有する方から点

検及び評価に関する意見や助言をいただきました。

【参考】   地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 
第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任され
た事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事
務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告
書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知

見の活用を図るものとする。 
(平一九法九七・全改、平二六法七六・旧第二十七条繰上・一部改正) 



2 
 

Ⅱ 点検・評価の結果 
 

今年度についても、室蘭市教育委員会で示した平成２７年度の教育行政方針に基づき、

この教育行政方針に掲げられた重点項目に盛り込まれた施策・事業の内容と成果につい

て点検・評価を実施しました。 
なお、教育行政方針の詳しい内容につきましては、＜参考資料＞平成２７年度室蘭市

教育行政方針を参照してください。 
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重点施策                                      

 第１ 子どもたちの｢生きる力｣を育成する教育の推進 

点検・評価項目                                  

１ 「確かな学力」の育成について 

平成２７年度の取組状況 

１．学力向上基本計画に基づく学力向上への取組 
児童生徒の学力向上を図るため、「第２期室蘭市学力向上基本計画」に基づく取組を推進す

るとともに、各学校における取組状況の点検評価を実施した。 
また、家庭における学習習慣の定着を図るために、各校において「家庭学習の手引き」を

作成するとともに、室蘭市教育研究所作成の「家庭教育のすすめ」リーフレットを市内全保

護者へ配布した。さらに、室蘭市教育研究所において、「確かな学力の向上」に係る調査・研

究の推進と教員の指導力向上を図るための研修講座の開催と指導資料のリーフレット等を作

成し、市内全教職員へ配布した。 
２．各学校の学力状況の把握と学力向上プランの作成   
  全国学力・学習状況調査及び本市独自の標準学力調査の実施を通じて、各校の児童生徒の

学習状況を把握するとともに、本市及び各校における調査結果の分析に基づき、学校ごとに

学力向上改善プランの作成・見直しを行った。 
３．学力向上に係る小・中連携教育の推進及び学力向上推進委員会の開催 
 学力向上等に係る小・中学校間の連携強化を目的に「小・中連携推進会議」を開催し、学

力向上等に係る中学校区毎の情報交流を行うとともに、年度末に教育委員会、校長会、教頭

会の各代表者及び学識経験者によって構成されている「学力向上推進委員会」を開催し、「第

２期室蘭市学力向上基本計画」の点検・評価及び次年度の計画改善に向けての意見交換を行

った。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

１．学力向上基本計画に基づく学力向上への取組 

（１）市内各校を対象に実施した「第２期室蘭市学力向上基本計画」の実施状況評価の結果

をみると、「児童生徒の実態把握と情報の引継ぎ」、「保護者に対しての説明責任」、「教育

課題・目標の設定」、「家庭学習支援」等の点検項目の評価が特に高かった。 

（２）学力向上研究奨励校である天沢小学校、本室蘭中学校の２校については、公開研究大

会の開催及び先進校視察研修報告・今日的な教育課題に係る講演会等を行い、先進的な教

育情報についての市内全体への環流が図られた。この他、みなと小学校、水元小学校、旭

ヶ丘小学校、八丁平小学校、室蘭西中学校、星蘭中学校、翔陽中学校、桜蘭中学校におい

ても「確かな学力の向上」に係る各種公開研究大会を実施している。 

（３）全国諸調査の結果については、①各校における児童生徒一人一人に応じた指導への活

用、②児童生徒自身や保護者が客観的な学力状況を把握し、学習に対する意識向上を図
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る資料としての活用、③学力向上プランの検証や校内研修における学力分析資料、④そ

の他授業改善等の資料としての活用が図られ、学力向上の成果が着実に表れている。 

（４）室蘭市教育研究所における調査・研究については、言語活動及びデジタル教科書を中

心としたＩＣＴ活用に係る公開授業、ＩＣＴ活用の視察研修、道徳教育及び外国語活動

に係る研修講座の開催等を実施し、授業改善及び先進的な教育情報に関わる市内全体へ

の情報発信と環流を行うことができた。 

２．各学校における学力状況の把握と学力向上プランの作成 

（１）全国学力・学習状況調査（小６、中３対象）の結果から 

ア）小学校６年生については、全国と比較し国語Ａは「ほぼ同程度下位」（全国平均－１

～－３ポイント）国語Ｂは「同程度」（全国平均±１ポイント）、算数はＡ・Ｂ共に「ほ

ぼ同程度下位」（全国平均－１～－３ポイント）、理科は「ほぼ同程度上位」（全国平均

＋１～＋３ポイント）に達しており、全体的に学力面での改善傾向がみられる。 

イ）中学校３年生については、全国と比較し国語はＡ・Ｂ共に「ほぼ同程度下位」、数学

Ａは「やや低い」（全国平均－３～－５ポイント）、数学Ｂは「低い」（全国平均－５～

－７ポイント）、理科は「やや低い」となっている。 

ウ）学習・生活習慣質問紙調査の結果から、「自分には、よいところがある」、「学校の規

則を守っている」、「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

各項目が、昨年度と比較し改善傾向が見られる。 

（２）室蘭市標準学力調査（小５、中２対象）の結果から 

ア）小学校５年生については、国語は全国と比較し「ほぼ同程度下位」（全国平均－１～

－３ポイント）。算数は「低い」（全国平均－５～－７）。 

イ）中学校２年生については、国語は全国と比較し「やや低い」（全国平均－３～－５ポ

イント）。数学は「同程度」（全国平均±１ポイント）。 

ウ）各学校においては、各調査の結果を分析した上で、指導方法や指導計画の工夫・改

善を行い、児童生徒の実態に即したきめ細かな指導に努めることができた。 

３．学力向上に係る小・中連携教育の推進 

（１）小・中連携教育の推進を通じて、中学校入学時における小６児童の学習状況の丁寧な

引継ぎを始め、学習のきまりや指導方法に関する小・中学校の情報交流が進み、義務教

育９年間を見通した学力向上の取組が進められている。 

≪課題≫ 

１．学力諸調査を実施した各学年・教科の結果を見ると、年を追うごとに改善傾向が見られ、

一定の成果があると考えられるが、全国学力・学習状況調査の結果を見ると、全国平均正答

率を下回っている教科があることや、特に小学校においては全国平均値よりも高い学校から

低い学校まで広く分布しているなどの課題がみられる。今後も引き続き、学力向上の取組を

強化していく必要がある。 

２．学力諸調査の結果をみると、本市の子どもたちは、全国と比較し、「家庭での学習の時間

が短い」、「TVを見たりゲームをしたりする時間が長い」という状況が明らかになっており、

家庭における望ましい学習習慣や生活習慣の確立が課題としてあげられる。 
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３．小・中連携教育の推進については、昨年度までの課題となっていた中学校区による取組内

容や教員の意識の差が改善されてきている。今後も一層、小・中連携教育の取組を促進して

いく。 
今後の展開の考え方 

１．年度毎に「第２期室蘭市学力向上基本計画」の成果と課題を検証し、室蘭市の子どもた

ちに確かな学力を定着させるため、第２期室蘭市学力向上基本計画に示されている取組につ

いての改善を図っていく。また、授業改善や教師の指導力の向上を一層効果的に推進してい

くために、①研究奨励校事業の研究の成果の環流、②チャレンジテストの活用推進、③小・

中学校の連携強化、④ＩＣＴ活用事業の推進、⑤室蘭市教育研究所における調査・研究及び

研修講座等の取組の改善・充実を図っていく。 
２．各学校が児童生徒の実態に即し作成した学力向上改善プランの見直しや修正を実施し、

より効果的な学習活動が実践できるよう、今後も指導・助言に努めていく。 
３．社会で自立して生きていく上で必要な学力や望ましい学習習慣や生活習慣を身に付け   
させることができるよう、学校・家庭・地域・教育行政が一体となった取組を推進していく。 
４．本市児童生徒の確かな学力の向上を推進していくための小・中連携教育を一層促進してい

く。 
●担当課「指導班」 
 
※ＩＣＴ（information and communication technology）：コンピュータやインターネット
などの情報通信技術 
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重点施策                                      

 第１ 子どもたちの｢生きる力｣を育成する教育の推進 

点検・評価項目                                  

２ 「豊かな心」の育成について 

平成２７年度の取組状況 

１．生命尊重や思いやりの心、規範意識などの子どもたちの「豊かな心」を育むために、道

徳の時間を中心とした全教育活動を通じた道徳教育の充実を図るとともに、道徳の時間の

工夫・改善に努めた。また、地域の特性を生かした「豊かな体験活動」を通じて、内面に

根ざした道徳性の育成に努めた。このほか、道徳の時間の教科化への対応を図るための教

員研修を実施した。 
２．「室蘭市いじめ防止基本方針」及び学校毎の「いじめ防止基本方針」に基づき、以下の取組

を推進し、いじめ問題の未然防止、早期発見、早期対応に努めた。 
（１）年３回以上のアンケート調査や教育相談等の実施。（各校） 
（２）地域、関係機関との連携による「いじめを絶対に許さない」体制づくり。 
（３）子どもたちの主体性を生かした「むろらん子どもサミット」の開催。 
（４）インターネットを介した「いじめ問題」の未然防止の取組。 
３．不登校問題については、月３日以上の欠席児童生徒の把握及び状況の客観的な分析を行い、

適応指導教室と連携して不登校傾向の児童生徒の早期支援に努めた。また、不登校の初期対

応の重要性についての認識の共有化を図るとともに、小・中連携に基づく取組の充実を図る

ために、市内各小・中学校職員をはじめ、スクールカウンセラーや適応指導教室職員も含め

た「いじめ・不登校等対策協議会」を開催し、中学校区ごとの情報交流を行った。 
４．各学校においては、子どもたちの心に寄り添う生徒指導と学級経営、教育相談体制の充

実を図り、児童生徒理解を深めるとともに、社会性や豊かな人間関係の確立を図るための

生徒指導の充実に努めた。また、関係機関や外部講師を積極的に活用しながら、性に関す

る指導の充実に努めるとともに、薬物乱用防止やインターネットの危険性、不審者の対応

などの防犯教室を実施するなど、児童生徒の防犯に対する意識や規範の向上に取り組んだ。 
５．子どもたちの望ましい生活習慣の確立とネット犯罪やトラブル等から子どもたちを守る

取組として、「室蘭市携帯・スマホ三か条」の周知を図るとともに、モバイル端末の利用に

関するリーフレットを配布し、市内各校及びＰＴＡとの連携を図った取組を継続しながら

保護者や児童生徒への啓発を行うことができた。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

１．道徳教育については、市内全小・中学校に道徳副読本を配備するとともに、道徳推進教

師を中心に、各校における「道徳の時間」の指導の充実と指導改善に努めた。また、地域の

特性を生かした体験活動や全教育活動を通じて行う道徳教育の推進を通して、道徳的実践力

の育成が図られた。 
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２．いじめ認知の解釈の変更に伴い件数は増加したが、早期発見、早期対応の取組の推進に一

定の成果があったものと考える。 

３．不登校児童生徒数は平成２２年度をピークに減少傾向にあり、各種取組並びに関係機関

と連携した対応について、一定の効果があったものと考える。 

４．市内の生徒指導に関する状況をみると、児童生徒はおおむね落ち着いた学校生活を送るこ

とができていた。また、関係機関や外部講師を活用した薬物乱用防止教室やインターネット

の危険性、不審者の対応などの防犯教室等を実施し、問題行動の未然防止や、規範意識、防

犯意識の向上に努めた。 

５．インターネットの利用に関わって、ＰＴＡ、学校、教育委員会の３者の共通理解の下、

リーフレットを活用した保護者、児童生徒への啓発を図ることができた。 

≪課題≫ 

１．道徳の時間の充実を図るために、全体計画の整備に基づく年間指導計画の整備や、授業

改善を図るための教材開発、校内研修や公開授業の実施、道徳教育推進体制の工夫改善等が

重要である。 

２．「いじめはどの学校にもどの子どもにも起こりうる」という認識のもと、学校、保護者、

地域、関係機関とが一体となり、今後も組織的にいじめを防止するための体制づくりを継続

していく必要がある。  

３．不登校傾向となった児童生徒、保護者、学校、適応指導教室との連携については、今後

もさまざまなケースに応じた臨機応変な対応が必要である。 

４．生徒指導については、引き続き児童生徒の理解に努めるとともに、児童生徒の自己肯定

感の醸成や正しい判断力の育成等に努めていくことが重要である。また、全国的に、薬物乱

用の低年齢化や、インターネットを介したトラブルの発生、子どもを狙った犯罪を鑑みると、

規範意識や防犯意識の醸成に意図的計画的に取組む必要がある。 

５．携帯電話やスマートフォン、通信ゲーム等の利用については、児童生徒及び保護者の理解

が重要であり、今後も引き続き児童生徒及び保護者への啓発が必要である。 
今後の展開の考え方 

１．豊かな心の一層の育成を図るため、家庭や地域社会、関係団体との連携を強化するとと

もに、道徳の教科化（道徳科）に係る教員研修会を引き続き実施し、「読み取る道徳」から

「考え、議論する道徳」への転換を図り、児童生徒の心に響く道徳教育の充実を図っていく。  
２．室蘭市いじめ防止基本方針及び各学校のいじめ防止基本計画の取組を継続し、学校にお

ける組織的な対応や取組の充実、学校・保護者・関係機関等との情報共有や連携強化を図

り、「いじめ問題」の未然防止・早期発見・早期解決の取組を推進していく。 
３．不登校問題については、不登校の初期段階における支援の重要性を認識し、学校と保護

者との連携はもとより、小・中学校間の連携や適応指導教室等との連携を深めながら、初

期段階からの積極的な支援に努めていく。また、家庭的な問題が長期化につながるケース

もあることから、必要に応じて関係各課や外部関係機関との連携を図った対応を行ってい

く。 
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４．生徒指導の一層の充実を図るために、以下の取組を推進していく。 
（１）確かな児童生徒理解、望ましい人間関係や規範意識等の醸成、自己指導能力の育成。 
（２）学校における生徒指導体制、教育相談体制の充実・改善。 
（３）学校、保護者、地域、関係機関との連携を図った指導の充実。 

５．インターネットの利用については、今後も引き続き児童生徒及び保護者への啓発に努め

ていく。 
●担当課「指導班」 
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重点施策                                      

 第１ 子どもたちの｢生きる力｣を育成する教育の推進 

点検・評価項目                                  

３ 「健やかな体」の育成について 

平成２７年度の取組状況 

１． 体力の向上 

体力の向上については、各学校における新体力テストの実施拡充を図るとともに、体

力向上を図るための一校一実践の取組を推進した。また、「早寝・早起き・朝ごはん」

運動の一層の推進及び日常の運動を含めた生活・運動習慣の改善については、各学校の

学校便りによる啓発活動に加え、市内全小・中学校の保護者に配布している「家庭教育

のすすめ」（リーフレット）の中に、運動習慣に係る内容を付け加えるなどして、家庭

との連携を図った取組を推進した。 

２．子どもたちの望ましい食習慣の醸成や、食と健康に関する知識の定着を図るために、栄

養教諭による食育の充実に努めた。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

１．各学校において一校一実践等の体力向上の取組の充実を図ることができた。また、基

本的な生活習慣の改善については、リーフレットの配布等を通じて保護者への意識啓発

を行うことができた。 

２．栄養教員による学校訪問を行い、食育指導の充実に努めた。 

≪課題≫ 

１．児童生徒の体力については、全道的傾向として、全国平均を下回っている現状であり、

引き続き、学校課題に応じた体育授業の改善や「一校一実践」等の取組を進めていくこ

とが重要である。また、基本的な生活習慣の改善に係る保護者への啓発については、今

後も学校と保護者との一層の連携を深めながら、継続的に子どもたちの生活・運動習慣

の改善を図っていくことが必要である。 

２．平成２７年度から道費負担教職員定数配置基準に基づき、栄養教諭が１名減の２名体制

となったことから、学校訪問等による栄養教諭の食育指導について、一層効果的な運用の検

討が必要である。 

今後の展開の考え方 

１．昨年１月に策定した「室蘭市児童生徒の体力向上プラン」に基づき、９年間を見通した取

組の推進と家庭・地域との連携を通して次の取組を推進していく。 
（１）全国体力・運動能力、運動習慣等調査の分析と情報提供。 
（２）新体力テストの全学年実施と効果的な活用、児童生徒の経年的な実態把握と次年度への

引継ぎ。 
（３）一校一実践の取組の実施及び市内各校の取組実践についての情報交流。 
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（４）体育授業の工夫・改善及び教員研修会の実施。 
（５）望ましい生活習慣や運動習慣を確立するための児童生徒への指導と家庭への啓発活動の

取組。 
（６）体力向上の視点からの体育行事等の見直し・改善、児童生徒の自主性を生かした体力向

上の取組。 
２．学校訪問等による栄養教諭の食育指導の内容充実を図るとともに、学校教育における食

育の方針を明確にし、本市児童生徒に、食に関する知識や実践的な態度を身に付けさせ、望

ましい食習慣の形成を図っていく。 
●担当課「指導班」、「学校教育課」、「給食センター」 
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重点施策                                      

 第１ 子どもたちの｢生きる力｣を育成する教育の推進 

点検・評価項目                                  

４ 特別支援教育と就学支援の充実について 

平成２７年度の取組状況 

特別支援教育コーディネーターを活用した教育相談 
１２０件（Ｈ２６） → １２０件（Ｈ２７） 

特別支援教育支援員の配置 
  特別支援学級   ３１人（Ｈ２６） →  ３０人（Ｈ２７） 
  通常学級     １３人（Ｈ２６） →  １２人（Ｈ２７） 
就学相談員の配置    ２人（Ｈ２６） →   ２人（Ｈ２７） 
成果・課題等 

≪成果≫ 

特別支援教育コーディネーター（※注１）の派遣や特別支援教育支援員（※注２）の配置(特

別支援学級と通常学級)、就学相談員の市教委への配置により、障がいのある児童生徒の支援体

制や学校・保護者への相談体制の充実、強化を図っている。 

≪課題≫ 

保護者の理解促進や支援体制の整備等により、特別支援教育の対象となる児童生徒の増加は

続いており、今後もきめ細かな支援を続けていく必要がある。 

また、小１プロブレム（※注３）への対応として、幼稚園・保育所との連携強化や就学前児

童の保護者への特別支援教育に対する理解の促進を図る必要がある。 

今後の展開の考え方 

対象児童生徒の増加に対応した指導・相談体制の強化を図り、保護者への相談支援や関係職

員への研修を充実させていく。 

 また、就学前児童のスムーズな小学校入学のために、幼稚園・保育所との定期的な情報交換、

保護者への就学相談・情報提供を積極的に進めていく。 

●担当課「指導班」、「学校教育課」 
 
※注１ 特別支援教育コーディネーターは、特別支援学校の教員の専門性を活かし，地域におけ

る特殊教育に関する相談のセンター的な機能を推進する役割として、小中学校を訪問し

担任への指導支援、校内体制の助言等を行います。 
※注２ 特別支援教育支援員は、小・中学校において障がいのある児童生徒に対し、食事、排泄、

教室の移動補助等学校における日常生活動作の介助を行ったり、発達障がいの児童生徒

に対し学習活動上のサポート等を行います。 
※注３ 小１プロブレムとは、環境の変化等により小学校に入学したばかりの児童が落ち着いて

教師の話を聞けずに騒いだり、教室を歩き回るなど授業が成立しない問題。 
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重点施策                                      

 第１ 子どもたちの｢生きる力｣を育成する教育の推進 

点検・評価項目                                  

５ 特色ある教育活動について 

平成２７年度の取組状況 

１．世界に通じる子どもたちの育成事業として、小学校５年生を対象とした国際理解教育出

前授業を実施するとともに、中学生を対象とした「むろらん中学生イングリッシュ・デイ」

（室蘭のものづくりに関連する工場等を英語で紹介したＤＶＤの作成等）を実施した。ま

た、昨年度に引き続き、外国語指導助手（ＡＬＴ）を３名とした体制で、小学校の外国語

活動の充実を図るとともに、グローバル化に対応した外国語教育の充実を図るために教員

研修を実施した。 
２．ものづくりのまち室蘭に関連する事業として、室蘭工業大学との連携や職場体験学習を

通して児童生徒の生き方や望ましい職業観・勤労観を育む進路指導の充実に努めた。 
３．郷土室蘭の豊かな自然や環境に親しみを持ち、人間と環境との関わりについて理解を深

めるため、港ふるさと体験学習を引き続き実施した。 
４．環境保全に主体的に関わる態度を育成する目的から環境教育教材として、「交通エコロジー

教室」（市内小学校４校）を開催し、子どもたちの環境保全の意識を高めた。 
５．学力や体力の向上、いじめ・不登校問題の取組強化を図るための小・中連携教育推進会議

を年間４回開催した。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

１．世界に通じる子どもたちの育成事業を通じて、児童生徒が世界に目を向け、日本と異な

る文化や習慣への理解を深めることができた。また、小学校の外国語活動の充実のため、

外国語指導助手（ＡＬＴ）を外国語活動に派遣することにより、コミュニケーション能力

の育成を図るとともに、児童生徒が楽しさを実感できる教材作りや、小中学校外国語授業

の在り方を考える教員研修により、日常実践に生かせる指導技術の拡大を図ることができ

た。 

２．室蘭工業大学との連携したものづくり体験活動や中学校の総合的な学習の時間で実施し

ている職場体験学習を通して、望ましい生き方や職業観・勤労観を育む進路指導の充実が

図られた。 

３．港ふるさと体験学習では、北海道大学北方生物圏フィールド科学センターや市農水産課、

海上保安部、室蘭港湾事務所、栽培水産試験場、室蘭漁業協同組合、水族館等の協力を得

て、ふるさと室蘭の文化や産業を学習したり、人間と環境との関わりについて理解を深め

たりするとともに「ふるさと室蘭」への愛着と地域社会の一員としての誇りと自覚を深め

ることができた。 

４．環境教育教材として、「交通エコロジー教室」（市内小学校４校）を開催し、環境保全に主

体的に関わるための環境学習の効果を高めるとともに、関係部局と連携した環境教育を推進

することができた。 

５．各中学校区での情報交流が活発化し、足並みをそろえた学習指導、生徒指導の実施により、

中１ギャップの解消に一定の効果があった。 
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≪課題≫ 

１．世界に通じる子どもたちの育成事業については、子どもたちが主体的に活動に参加し、 

異文化理解はもとより自国の文化への理解を深めることができるプログラム開発や、地域

人材の発掘等が必要である。また、小学校へのＡＬＴの派遣については、ＡＬＴと担任と

の連携を一層密にしながら、より効果的な指導方法を工夫・改善していくことが重要であ

るとともに、教員研修により多くの教員が参加しやすいよう、内容、時期を考慮し、研修

の情報宣伝を工夫する必要がある。 

２．室蘭工業大学や関係団体等と連携したものづくり体験活動については、今後も市長部局

や関係団体と連携協議しながら、その充実を図っていくことが必要である。 

３．港ふるさと体験学習については、各学校や子ども達からも好評の事業なので、今後も関

係機関や団体の協力を得ながら、事業内容の充実に努めていくことが重要である。 

４．環境教育については、各学校における取組の一層の充実を積極的に支援していくことが必

要である。 

５．年間４回の小中連携推進会議にとどまらず、中学校区内の児童・生徒の実態に応じた連携

を、日常的に図っていくことが必要である。 
今後の展開の考え方 

１．世界に通じる子どもたちの育成事業については、より多くの子どもたちに国際理解教  

育の輪を広げていくために小学校出前講座を継続していく。また、小学校へのＡＬＴの派

遣についても、外国語学習の充実を図るため、今後も指導方法の工夫・改善を図りながら

取組を継続していく。 
２．ものづくり体験活動等については、市長部局との関連を図りながら、今後も関係団体や

関係企業等と連携協議する機会を設けて、「ものづくり」に親しむ機会を提供するなど、地

域の産業やものづくりへの関心を育み、まちに愛着を持ってもらう取組とその充実を図っ

ていく。 
３．港ふるさと体験学習については、関係機関や団体との連絡会議において調整を図るなど、

この事業の充実に努めていく。 
４．環境教育の充実については、環境保全に主体的に関わる態度を育成する観点からも、地域

素材の積極的な活用や、関係機関と連携を一層密にしながら取組の充実を図っていく。 
５．各中学校区の、成果のあった取組事例について交流する機会の確保に努めるとともに、各

校の教職員、保護者、地域に取組状況を周知し、共通の視点の下に小中連携を推進するよう

努めていく。 
●担当課「指導班」 
 
※ＡＬＴ（Assistant Language Teacher）： 外国語指導助手。小・中・高等学校等で日本人外国
語教員と協力してティーム・ティーチング（協同授業）を行うほか、クラブ活動や教員との交流

などの活動を行う。 
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重点施策                                      

 第１ 子どもたちの｢生きる力｣を育成する教育の推進 

点検・評価項目                                  

６ 私学に対する支援について 

平成２７年度の取組状況 

高等学校、専修学校に対し教材教具等の整備や生徒募集、特色ある教育活動等への補助を

実施。 

○高等学校 

 教育振興補助 13,000千円（北海道大谷室蘭7,000千円、海星6,000千円） 

○専修学校 

 教育振興補助  3,000千円（北斗文化学園） 
成果・課題等 

≪成果≫ 

入学者数の減少により経営が厳しい私立学校等に対して補助を行うことにより、本市におけ

る私立学校等の教育の振興が図られた。 
≪課題≫ 

少子化と景気低迷が続く中、私立学校等では入学者数の減少により厳しい経営が続いており、

今後も安定した学校運営を継続していくためには、本市による支援が欠かせないものであり、

今後も継続していく必要がある。 
今後の展開の考え方 

私学への助成については、私立学校法及び私立学校振興助成法に基づく国及び道の助成の充

実を、今後とも教育長会等を通じて要望を行っていく。また、市の単独補助である教育振興補

助事業を今後も継続して行い、私学振興の充実を図る。 
●担当課「学校教育課」 
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重点施策                                      

第２ 信頼される学校づくりの推進 

点検・評価項目                                  

７ 開かれた学校づくりの推進について 

平成２７年度の取組状況 

各校では、学校便りの地域回覧やホームページ、学校評議員会を通じて、児童生徒の教育

活動の様子や成果と課題について、保護者や地域住民への説明責任の充実に努めた。 
また、各学校の教育活動の推進にあたっては、日本の文化にふれる学習やものづくり・職

業体験、ボランティア教育や環境教育、国際理解教育等さまざまな教育活動において、地域

の教育力（人材や施設、自然環境等）を活かした教育活動の実践を通じて地域に根ざした開

かれた学校づくりの推進に努めた。 
このほか、いじめの問題や児童生徒の健全育成及び登下校時の見守り活動等において、校区

内の町会や関係団体との連携を引き続き継続し、児童生徒の安全・安心の確保に努めた。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

町会や各関係団体から、登下校時の見守り活動や地域人材による学習支援等、学校への各

種支援をいただいたことにより、児童生徒の学習効果の向上、不審者被害件数の減少等に大

きな効果が表れている。 
≪課題≫ 

学校統合が進められており、それに伴い校区が拡大していることから、統合校においては、

新しい校区における地域関係団体との連携の再確認と強化を図る必要がある。また、保護者や

地域の方々との連携を一層密にしていくための取組の強化が必要である。 
今後の展開の考え方 

本市においては学校統合、校区拡大等が続いているが、各学校においては、これまでに確立

してきた地域との繋がりを引き続き継続し、学校と地域とが一体となった教育活動の充実や子

ども達の安全・安心が確保できるよう、保護者・地域住民の参画型の学校づくりの推進や、教

職員の授業力の向上や服務規律の徹底など、保護者や地域住民から信頼される学校づくりの推

進を一層努めていく必要がある。 
 また、小中連携を核としたコミュニティ・スクール導入促進事業により、「地域とともにある

学校づくり」を推進していくための本市独自のシステムの確立を図り、児童・生徒が安心して

学べる環境づくりを推進していくよう努める。 
●担当課「指導班」 
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重点施策                                      

第２ 信頼される学校づくりの推進 

点検・評価項目                                  

８ 教職員の資質・能力の向上について 

平成２７年度の取組状況 

１．初任段階教員研修、５年経験者研、１０年経験者研、地域連携研修（指定校：室蘭西中

学校、星蘭中学校、天沢小学校。公開研究会、先進都市視察と報告会の実施等）、北海道立

教育研究所研修講座室蘭会場（校内研修・生徒指導）等の胆振教育局と連携した取組を通

じて、教職員の資質・能力の向上に努めた。 
２．室蘭市教育研究所公開授業（公開授業３回）を実施するとともに、教科指導及び発達障

がいの可能性が考えられる児童生徒への理解、新学習指導要領への対応を踏まえた道徳教

育・外国語活動等の研修講座を開催するなど、室蘭市内の教職員の資質・能力の向上に努

めた。 
３．市内全小・中学校の校内研修に関わる授業研究に、胆振教育局及び本市指導主事が参加し、

市内各学校の教育研究についての指導・助言を行った。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

１．胆振教育局と連携した研修事業の実施を通じて、学習指導要領の主旨の徹底及び学力向

上の取組の充実を図るための教職員研修の充実を図ることができた。 

 また、公開研究会や先進都市の視察報告会等を通じて、教員の指導力の向上に係る情報

環流を図ることができた。 

２．教育研究所の公開授業や研修事業には、市内の多くの教員が参加し研究協議が実施され

たほか、成果と課題を自校に持ち帰り、日々の授業実践に活かしている。 

 各種研究奨励校事業及び教育研究所の公開授業については、公開授業や研究発表等を通

じて、その成果を情報交流することで市内各校へ還元することができた。 

３．市内全小・中学校の校内研究に係る授業研究会に、胆振教育局及び本市指導主事が参   

加して、新学習指導要領の指導内容や指導方法の工夫改善に係わる指導助言が実施で  

き、確かな学力の向上に係わって、全国学力・学習状況調査の結果に向上がみられるなど、

一定の成果がみられた。 

≪課題≫ 

 今後も引き続き、胆振教育局との連携強化や、教育研究所における先進的な研究実践を 

継続しながら、日頃の教育実践に結びつく取組が必要である。 

 また、学校毎の教育研究に対し、胆振教育局及び本市指導主事による指導・助言等の継 

続に努めていくことが必要である。 
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今後の展開の考え方 

教育研究所においては、平成３２年度に全面実施が予定されている新学習指導要領への対応

を踏まえ、「考え、議論する道徳科への転換」、「コミュニケーションを楽しむ外国語活動」の研

究を行い、併せて本市の課題となっている言語活動の充実や、ＩＣＴ活用推進等の課題を取り

入れた研究体制を継続していく。 
研修講座についても、教育の今日的な課題等を積極的に取り上げ、内容の充実を図っていき

たい。このほか、引き続き胆振教育局及び本市指導主事による指導・助言等を行う中で、教員

一人一人の授業改善や授業力の向上に努めていきたい。 
また、学校現場の業務改善や教職員の心のケアなど、教職員が力を発揮できるような環境づ

くりに取り組んでいく。 
●担当課「指導班」、「学校教育課」 
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重点施策                                      

第２ 信頼される学校づくりの推進 

点検・評価項目                                  

９ 教職員の服務規律について 

平成２７年度の取組状況 

教職員の服務規律については、交通違反・事故等の不祥事防止に向け、教職員の服務ハンド

ブックや懲戒処分事例の資料を活用し、校内研修の実施や職員会議等において所属職員に対し

指導を行うなど、各学校において不祥事防止に向けた取り組みを継続的に行うよう指導した。 
 校長会、教頭会等において、室蘭市内や胆振管内の交通事故・違反の発生状況を周知し、交

通規律の遵守について指導した。 
 市内小中学校教頭を対象とした服務に関する実務的な勉強会を開催し、服務規律の保持につ

いて指導した。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

校内研修を集中的に実施する期間「コンプライアンス確立月間」を５、６月に設定し、期間

中、市内の全小中学校において研修が実施された。 
≪課題≫ 

教職員の交通事故・違反が前年度と比較し増加した。 
（平成２６年度：３９件 → 平成２７年度：４２件） 

今後の展開の考え方 

教職員による交通事故・違反が年々増加傾向にあり、交通規律の遵守について重点的に研修

を実施するよう指導していくとともに、飲酒運転の根絶に向けて取り組みを徹底していく。 
また、体罰、その他の不祥事についても防止に向けた教職員の意識向上を図る取り組みを引

き続き行っていく。 
●担当課「学校教育課」 
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重点施策                                      

第３ 子どもたちが安全・安心に学べる教育環境の整備 

点検・評価項目                                    

１０ 不審者対策について  

平成２７年度の取組状況 

不審者被害対策については、児童生徒の危機回避能力や緊急時の対応能力の育成に向け、関

係機関の協力を得ながら、防犯教室や防犯訓練を実施するとともに、被害の抑止効果をねらい

として、学校や、町会、地域パトロール隊による、年３回、計６日間の市内一斉巡回活動を実

施した。 
また、市内小・中学生の不審者被害情報を本市不審者被害情報メールにより配信するととも

に、北海道警察が行っている防犯メール（ほくとくん防犯メール）についても、学校便りやホ

ームページを通じて市内小・中学校の保護者に紹介するなど、登録者の拡大に努めた。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

不審者情報をメールで知らせる本市不審者防犯システムの登録者は、平成２６年度は 
４，３２７名から平成２７年度の４，４３１名と１０４名増加した。また、学校と地域とで連

携して行っている防犯パトロールについても継続的に実施しており、児童生徒の不審者被害件

数は７件と前年度比－４件となっている。 

≪課題≫ 

不審者被害件数は昨年より減少したが、悪質な被害が跡を絶たず、また高校生の被害は増加

傾向にあるため、今後も児童生徒の安全確保に万全を期す必要がある。 

今後の展開の考え方 

不審者対策については、警察によるほくとくんメールや本市不審者情報メールによる周知、

地域パトロール隊等と連携した一斉巡回活動、学校毎の不審者被害等注意喚起メールシステム

の構築等による安全確保体制の構築とともに、防犯教室や防犯訓練による児童生徒の危機回避

能力、危険予測能力の育成を図っていく必要がある。 
●担当課「指導班」 
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重点施策                                      

第３ 子どもたちが安全・安心に学べる教育環境の整備 

点検・評価項目                                    

１１ 防災教育について 

平成２７年度の取組状況 

各学校における防災計画、防災教育については、平成２６年４月に策定した「室蘭市小・

中学校における防災計画・防災教育計画に係る指針」及び学校ごとの「防災計画・防災教育

計画」に基づき、自然災害のメカニズムに関する指導や地震、火災、津波等を想定した避難

訓練を行うなどして、児童生徒が自然災害に対する理解を深めるとともに、災害発生時に安

全に避難できる自助・共助の態度や能力の育成を図った。 
このほか、防災計画・防災教育に関する教職員の研修を実施するとともに、災害等が発生し

た際の対応については、各校の防災計画に基づき全教職員の周知徹底に努めた。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

市内小・中学校においては、室蘭気象台や室蘭工業大学環境科学・防災研究センターと連

携した防災学習や津波避難訓練の講評等の取組を実施し、災害発生時の対応についての理解

を深めるとともに、児童生徒の自助・共助の意識の向上を図ることができた。 

≪課題≫ 

 市内全小・中学校においては、学校ごとの「防災計画・防災教育計画」を作成しているが、

実際に災害が発生した場合を想定し、定期的な諸訓練の継続実施や、災害時における具体的

な対応について、年度毎の内容確認と見直し・改善が必要である。 

今後の展開の考え方 

地震や津波、風水害等の自然災害については、日頃からの継続的な訓練の実施や関係機関

との連携を図った防災教育の充実が重要であり、校長のリーダーシップの下、教職員の危機

管理意識を一層高めるとともに、年度当初における校内組織体制の整備を含めて、各校にお

ける「防災計画・防災教育計画」の年度ごとの見直し・改善と周知徹底を図っていく。 
●担当課「指導班」 
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重点施策                                      

第３ 子どもたちが安全・安心に学べる教育環境の整備 

点検・評価項目                                    

１２ 学校給食について 

平成２７年度の取組状況 

１．安全で安心な学校給食の提供 
（１）栄養教諭の献立に沿って、衛生管理責任者である栄養教諭の指導のもと、調理委託業者

と連携して、安全で安心な給食の提供に努めた。 
（２）施設内の設備及び調理用具について、計画的に修繕及び取り換えを行った。 
（３）「HACCP」に基づく衛生管理に努めた。 
（４）学校給食で使用する生鮮食品については、市内で流通している食品を購入し、産地等の

確認により安全で安心な食材の使用に努めた。 
２．学校給食費の滞納対策等 
（１）滞納者に対して、電話督励や催告書等を送付し、反応のない滞納者に対しては、強制執

行手続き等の「法的対応」の強化に努めた。 
（２）保護者への納付啓発を図るため、引き続き「学校給食センターだより」への掲載を行っ

た。 
（３）保護者からの申請により児童手当から給食費への充当を行った。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

１．「HACCP」基づく衛生管理に努めたことで、安全で安心な給食の提供ができた。 
２．現年度分の収納率は若干下がったが、滞納繰越分及び現滞合計の収納率の向上が計られた。 
≪課題≫ 

１．施設内の設備及び調理用具について計画的に修繕及び取り替えを行う必要がある。  
２．収納率向上もあるが、滞納繰越を増やさないようにする。   
今後の展開の考え方 

今後も安全で安心な食材を確保、購入し、児童・生徒に安全で安心な給食の提供をする。 
●担当課「学校給食センター」 
 
※HACCP：食品を製造する際に工程上の危害を起こす要因（ハザード；Hazard）を分析し、そ
れを最も効率よく管理できる部分（CCP；必須管理点）を連続的に管理して、安全を確保する管
理手法のこと。 
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重点施策                                      

第３ 子どもたちが安全・安心に学べる教育環境の整備 

点検・評価項目                                    

１３ 学習環境の整備について 

平成２７年度の取組状況 

第３期学校適正配置計画に基づき、平成２８年４月開校の「蘭北小」（高平小と本輪西小の統

合校）は、昨年から継続の校舎及び体育館の大規模改修と体育館棟の増築工事が完成した。ま

た、外構とグラウンド整備も平成２７年９月に着手し平成２８年３月に完成した。 
 平成３０年４月開校予定の「白蘭小」（陣屋小と本室蘭小と白鳥台小の統合校）は、平成２８

年３月に実施設計が完了し、プール棟などの解体が完了した。 
 平成３２年４月開校予定の東明地区の統合小学校については、高砂小と水元小の統合校と知

利別小の旭ヶ丘小への統合に統合校区の見直しを行った。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

第３期学校適正配置計画最初の蘭北小は整備が終了し、白蘭小も着実に統合準備が進んでお

り、計画に基づく児童生徒の教育環境の整備・充実が図られてきている。 
≪課題≫ 

 平成３０年度までの統合が決まっている地区については、開校に向けたスケジュールに基づ

き所要の準備を確実に行っていく。 
 「第３期学校適正配置計画」（※注１）の残りの対象地区について、順次、統合推進協議会の

設置に向け、地区の学校・保護者・地域と協議を進めていく。 
  
今後の展開の考え方 

「第３期（平成２８～３２年度）」学校適正配置計画に基づき、保護者・地域の理解を得なが

ら、子ども達の教育環境の向上を図っていく。 
●担当課「総務課〔学校施設・施設適正配置〕」 

 
※注１    第３期学校適正配置計画とは、平成８年に策定した「第１期適正配置計画」、平

成１７年に策定した「第２期適正配置計画」に引続き、「港北・本輪西地区（高平

小、本輪西小）」、「蘭北地区（陣屋小、本室蘭小、白鳥台小）」、「東明地区（高砂

小、水元小、知利別小）」の３地区の方向性と天沢小と大沢小の編入統合の考え方

をまとめた「第３期学校適正配置計画」を平成２３年３月に策定。 
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重点施策                                      

第４ 人とまちが生きる生涯学習の推進 

点検・評価項目                                  

１４ 男女平等参画社会の形成について 

平成２７年度の取組状況 

平成２６年度よりスタートした「第２次室蘭市男女平等参画基本計画」(平成３５年度まで)
に基づき、男女平等参画社会の実現に向けた情報提供、講演会、女性リーダー育成事業等を

実施した。 
１．男女平等参画社会の実現に向けた情報提供 
女性が活躍する職場、介護の現状等を情報誌「アバンセ」により、市民公募した編集委

員と年２回合計１万３千部を作成し、町会・自治会、事業所、関係機関、関係団体等へ配

布、市内公共施設に配置した。 
２．男女平等参画社会の実現に向けた講演会等の取り組み 
講演会等の開催では、「室蘭市男女共生セミナー」を市民公募した運営委員と協働で年５

回開催し、延べ参加者１５３人となった。 
また、プラザ利用７団体との共催により、国の男女共同参画週間(６月２３日～２９日)
に、男女平等参画プラザ祭（映画上映とパネル展示）を開催したほか、札幌で開催された

女性プラザ祭に希望者を募り参加した。 
３．女性リーダーの育成 
  胆振女性リーダー養成研修（胆振管内から１３人参加）に室蘭市から市民公募により選ば

れた２人が、埼玉県（嵐山町）にある国立女性教育会館で開催された「男女共同参画推進フ

ォーラム」に参加した。全国各地における女性の社会参加の取組や地域活動・学習活動の実

践例について研修を受け、男女共生セミナーの中で研修成果を発表する報告会を開いた。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

１．男女平等参画社会の実現に向けた情報提供 

男女平等参画情報誌「アバンセ」を町会・自治会等への配布や公共施設に配置すること

により、男女平等参画社会への理解と関心を高めることができた。 

２．男女平等参画社会の実現に向けた講演会等の取組 

講演会等の終了後に実施したアンケート調査の結果から、社会の慣習・慣行にとらわれ

ることなく、お互いの人権を尊重しつつ個性と能力を発揮して自分らしく生きやすい社会

を目指すため、男女平等参画社会への理解が深まったとの高い評価が得られた。 

３．女性リーダーの育成 

女性リーダーの育成では、胆振女性リーダー養成研修報告会において、参加者から男女

平等参画社会を視野に入れた女性リーダーとしての研修成果を、今後の地域活動や団体活

動等に活かしていきたいとの報告がなされた。 
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≪課題≫ 

１．男女平等参画社会の実現に向けた情報提供 

情報誌「アバンセ」について、より多くの人へと情報発信するために、取材先や内容等、

紙面の充実を図り、市民公募の編集委員を増やす必要がある。 

２．男女平等参画の実現に向けた講演会等の取組 

各種講演会等への参加者の固定化が見られ、年齢層の拡大を図ることが課題である。ま

た、男女平等参画社会の実現には、社会が抱える課題の提供、育児や介護などの福祉部門

等との連携を強化する必要がある。 

３．女性リーダーの育成 

  審議会・委員会等における女性登用率が２１．７％と近年増加傾向にあるが、目標値で

ある３０％に達していない。町会・自治会長、ＰＴＡ会長における女性の割合が町会・自

治会長９．７％、ＰＴＡ会長４．３％と低い割合になっている。 

今後の展開の考え方 

１．男女平等参画の実現に向けた情報提供 
今後とも、市民公募による編集委員を増やすとともに、市民に親しまれ、読みやすく、

興味を持たれる紙面内容となるよう創意工夫を行い、男女平等参画社会の実現に向けて継

続して情報発信をしていく。 
２．男女平等参画の実現に向けた講演会等の取組 
市民公募による運営委員とともに、アンケート結果等に基づき、市民の関心が高く、話

題性のある男女平等参画について啓発できる講演会等を開催していく。また、講演会の開

催日は男性も参加しやすい休日開催を継続する。 
３．女性リーダーの育成 
各種施策の政策・方針を決定する各種審議会と委員会及びまちづくりに係る町会・自治

会長やＰＴＡ会長における女性登用率増に向け、庁内関係課や各関係団体に協力を要請し

ていく。また、引き続き胆振女性リーダー養成研修に参加するよう、関係団体や広報活動

を通じて参加者を公募する。 
●担当課「生涯学習課〔男女平等参画推進〕」 
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重点施策                                      

第４ 人とまちが生きる生涯学習の推進 

点検・評価項目                                  

１５ 読書活動推進について 

平成２７年度の取組状況 

１．読書活動推進 
（１）親子読書ふれあい事業「ブックスタート」や、おはなし会を本館、分室において実施

するなど、子どもが本に親しむことができる機会を提供した。 
（２）読み聞かせボランティアなどを対象に「絵本入門講座」を開催し、ボランティアの育

成を図るとともに人材確保のきっかけづくりとした。 
（３）ふくろう文庫（※）等の寄贈文庫については、寄附者の意向に沿って市民の読書普及

を図っているほか、ふくろう文庫の蔵書公開では、会員ボランティアの支援も得て、市

民の利用促進を図っている。 
（４）合築する青少年科学館と図書館本館の今後の施設整備に向け、導入する機能や諸室面

積、施設計画などの基本的な考え方を整理した（仮称）環境科学館・市立室蘭図書館基

本計画を策定した。 
２．港の文学館 
  年間テーマを「日本のことばと心」とし、俳句や古典などに親しむ企画展のほか、朗読会

の開催などにより、充実した常設展示とともに、館の魅力の向上を図った。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

１．読書活動推進 

  ブックスタートやおはなし会の開催により、親子が早い時期から本に関心を寄せるきっ

かけを提供することができた。 

  また、子どものための読み聞かせ講座には３８名の参加があり、読み聞かせボランティ

アのスキルアップを図られたほか、新たなボランティアの誕生につなげることができた。 

２．港の文学館 

  「ことばと日本の心」をテーマにした「室蘭地方ゆかりの俳人」色紙・短冊展や各種催

しの開催により、平成２７年度の来館者数は６，９５０人を数え、地元文学の周知と理解

を深めることができた。 

≪課題≫ 

１．読書活動推進 

  第２次子どもの読書活動推進計画の推進のため、親子読書ふれあい事業やおはなし会な

どを通じ、幼少期から本に興味をもってもらえるよう、引き続き読み聞かせなどに取り組

み、読書環境の充実を図る必要がある。 

２．港の文学館 

  展示内容の充実や各種催しの開催により、引き続き、来館者の増に努めるとともに、芥

川賞作家３人を輩出するなど文化の薫り高い地域の拠点として、今後も発信に努める必要

がある。 
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今後の展開の考え方 

１．読書活動推進 
  乳児への読書推進として、４ヵ月健診の会場で保護者に赤ちゃんと一緒に絵本の楽しみ

方を知っていただくためのブックスタートや、本館や分室におけるおはなし会を継続して

実施するとともに、室蘭市のすべての子どもがあらゆる機会と場所で自主的に読書活動が

できる環境整備を図ることを基本理念とした、第２次子どもの読書活動推進計画を推進す

る。また、ふくろう文庫をはじめ、市民から寄贈された図書については、市民の読書普及

を図る。 
２．港の文学館 
企画展などの催しの開催などを通じ、今後も地域や学校などに一層の地元文学の周知と

理解を図り、施設の利用促進を図る。 
●担当課「図書館」 
 
※ふくろう文庫：平成１１年１２月から現在の「ふくろうの会」が、市民から人生の節目 
や出来事の記念に寄附を受け、山下ふくろうの会顧問が美術書や画集、写真集など、貴 
重で高価な手に入りにくい図書を中心に選書し、図書館に寄贈され現在に至っている。 

 また現在、図書館では市民の皆様からのご寄附等により、ロータリー文庫や加藤文庫な 
ど、１６種類の文庫を管理し、読書普及を図っている。 
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重点施策                                      

第４ 人とまちが生きる生涯学習の推進 

点検・評価項目                                  

１６ 文化振興及び文化財の保護・活用について 

平成２７年度の取組状況 

文化活動の拠点施設の整備においては、文化センター管理棟の耐震改修を行い、リハーサル

室及び地下駐車場の耐震改築に向けた実施設計を行った。また、西いぶり定住自立圏文化事業

において「川畠成道ヴァイオリンリサイタル」を開催した。 
文化財の保存活用については、絵鞆貝塚の発掘調査を行い遺跡の遺存状態を把握するととも

に、市指定文化財や遺跡出土鉄製品等の保存修復措置を行った。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

文化センターの耐震改修においては、市民美術館を含めた管理棟全体の改修を完了し、安全・

安心な利用環境を整えた。またリハーサル室及び地下駐車場の耐震改築においては、利用者意

見を聴取し設計内容に反映した。 
西いぶり定住自立圏文化事業において、高度な文化芸術に親しむ機会を設けた。 

 文化財の保存活用においては、物件の現状把握、保存状態の改善により、後世への保存継承

と、活用の基礎条件を整えた。 
≪課題≫ 

 文化芸術においては、安全・安心な利用環境の整備とともに、様々な文化芸術に触れ親しむ

ソフト事業の展開を要している。 
文化財の保存活用においては、展示やソフト事業を行い、物件の意義を周知する情報発信施

設の整備が必要とされる。 
今後の展開の考え方 

 経年劣化が進んでいる文化施設においては、耐震措置を含め計画的な改修により安全・安心

な施設利用環境の確保に務め、あわせて文化芸術に親しむ事業を継続的に展開するとともに、

学校での利活用を含め、利用充実に努めていく。 
文化財の保存活用については、保存修復の措置とともに、公開活用についての継続的な取組

みを要する。 
●担当課「生涯学習課〔文化振興・青少年〕」 
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重点施策                                      

第４ 人とまちが生きる生涯学習の推進 

点検・評価項目                                  

１７ スポーツ振興について 

平成２７年度の取組状況 

１．スポーツに親しむ機会の拡大 
（１）市民大運動会（むろらんピック）に６５０人、文化・スポーツの祭典に１，３００人

が参加したほか、市内競技団体が開催する各種スポーツ大会へ２７件助成した。また、

市民のスポーツに対する意識の高揚を図るため、女性スポーツサークルには１，３０６

人が参加し、ジュニアスポーツ教室には２５５人が参加した。さらに、夏休み期間に 
１６日間開設した電信浜児童遊泳場には延べ２，７９６人が来場した。 

（２）西胆振６市町小学生スポーツ交流会では、６市町から４７７人が参加し、陸上競技大

会を通して交流を深めた。 
（３）市立小・中学校体育施設開放では、小学校１５校、中学校３校の体育館を開放し、 

４，７２０件（延べ６４，２９１人）の利用があった。 
（４）スポーツ大会参加奨励では、全国大会等へ出場した７団体、個人４０人に対し旅費を

助成した。 
（５）地区住民の健康増進やスポーツ振興を図るため、１７地区に対し助成した。 
（６）新規に武揚体育館を開設し、延べ１，３５４団体、１８，２３９人の利用があった。 
（７）白鳥パークゴルフ場を１８H増設の３６Hとし、前年より５，１７７人増の 
１９，８４７人の利用があった。 

２．大会や合宿の誘致 
全道・全国大会規模の競技会開催に１９件助成したほか、合宿等５３団体を誘致し延べ

２，５４５人が参加した。 
成果・課題等 

≪成果≫ 

１．スポーツに親しむ機会の拡大 

市民の体力づくりや健康増進に向け、スポーツに親しむための各種スポーツ教室・サ

ークルなど、市民ニーズに沿った事業展開ができた。 

また、学校統廃合に伴うスポーツ施設の減少に対応し中学校体育館の開放数を増加す

る他、新規に武揚小学校閉校後体育館をスポーツ施設として一般に開放し、活動の場を

確保できた。 

２．大会や合宿の誘致 

入江運動公園陸上競技場を利用した全道規模の大会及び合宿が誘致され、入江多目的

グラウンドを利用したプロサッカーチームの夏季合宿についても誘致活動を継続して

きた。 
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３．施設整備 

各スポーツ施設の大きな修繕などは、指定管理者と協議した上で危険箇所などを優先

に市が直接工事するなど、安全・安心にスポーツを親しむ場を提供することができた。 

≪課題≫ 

１．スポーツに親しむ機会の拡大 

Ｈ３２年までの小学校統合計画までは学校開放体育館が減少するため、今後は限られ

た施設数の中で開放単位を増やすなど、利用施設の確保が必要である。 

また、地域の生涯スポーツ活動を促進するため、地区スポーツ振興会とスポーツ推進

委員の連携強化が必要である。 

２．大会や合宿の誘致 

雪解けが早く、春先から多くの学生が合宿に訪れている入江運動公園陸上競技場だ

が、経済効果の高い全道規模の大会を誘致できる施設の維持が必要である。 

プロスポーツ合宿の場合、合宿期間中のほか前後の芝生養生期間も必要となるため、

地域大会等との調整が課題である。 

３．施設整備 

体育館などの利用者が多く老朽化が進行している体育施設の計画的な再整備が課題

である。 

今後の展開の考え方 

１．スポーツに親しむ機会の拡大 
小学校統合による学校体育施設の開放校の減少に対応するため、今後も学校統合に併せ

て、中学校の計画的な開放や閉校体育館を活用し、市民がスポーツに親しむ場の提供を図

る。 
２．大会や合宿の誘致 
３６ホールに拡張した白鳥大橋パークゴルフ場と市内の同規模のパークゴルフ場との連

携の検討や、大会を主催するパークゴルフ協会や体育協会等と協議し大規模大会の誘致開

催に努める。 
３．老朽施設の改修整備 
各施設の老朽化に対し、危険性の高い部分を優先に改修する考えであるが、改修規模、

改修工事期間、費用面などの課題も多い中、施設自体の存廃も含め可能な限り利用者の利

便性も考慮し施設整備の検討をする。 
●担当課「生涯学習課〔スポーツ振興〕」 
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重点施策                                     

第４ 人とまちが生きる生涯学習の推進 

点検・評価項目                                   

１８ 生涯学習環境の整備について 

平成２７年度の取組状況 

１．生涯学習センター（複合公共施設）について 

設計・建設・維持管理運営業務を包括的に実施する事業者の公募開始に向け、募集要項等を

作成したほか、設置条例を制定し、施設の正式名称や使用料等を定めた。 

２．（仮称）環境科学館・図書館について 

再整備事業の実施に向けて、まちづくり協議会や整備検討委員会、関係団体等の意見交換の

ほか、アンケート調査により、市民意見などを集約し、基本計画を策定した。 

３．（仮称）市立総合体育館について 

再整備事業の実施に向けて、市民や関係団体、専門家等の意見・要望等を伺いながら基本計

画を策定した。 

成果・課題等 

≪成果≫ 

１．生涯学習センターについて 

事業者の公募開始に向けた必要書類の作成過程において、施設整備や提供するサービスの水

準の整理、維持管理運営業務の適正履行に向けた課題の抽出を行うことができた。 

２．（仮称）環境科学館・図書館について 

基本コンセプトや施設規模、諸室構成等の設定を行ったほか、検討過程において、課題の抽

出を行うことができた。 

３．（仮称）市立総合体育館について 

基本コンセプトや施設規模、諸室構成等の設定を行ったほか、検討過程において、課題の抽

出を行うことができた。 

≪課題≫ 

１．生涯学習センターについて 

民活導入方式による施設整備にあたっての品質確保策、長期間（15年間）にわたる維持管理

業務の適正履行監視システムの確立など 

２．（仮称）環境科学館・図書館について 

施設完成後の維持管理運営体制や事業展開の検討など 

３．（仮称）市立総合体育館について 

サービスの向上及び財政負担縮減に寄与する事業手法及び事業実施時期の検討など  

今後の展開の考え方 

１．生涯学習センターについて 

平成２８年度：事業者選定（１０月基本設計着手） 

平成２９年９月頃：工事着工（平成３０年１２月開館予定） 
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２．（仮称）環境科学館・図書館について 

平成２８年度：測量・基本設計 

平成２９年度：実施設計 

平成３０年度：工事着工（平成３２年秋以降開館予定） 

３．（仮称）市立総合体育館について 

平成２８年度：測量・事業手法及び実施時期の検討 

●担当課「生涯学習課〔施設〕、〔文化振興・青少年〕、〔スポーツ振興〕」、「図書館」 

 



32 
 

Ⅲ 学識経験者の意見 

 
１ 意見提出者 

 
地教行法第２６条第２項の規定による教育に関し学識経験を有する者の知見の活用について

は、教育委員会が行った点検及び評価の結果に関し意見や助言をいただくこととしました。 
このことにより、点検及び評価の客観性を確保するとともにいただいた意見等については、

今後の施策、事業等の展開に活用していきます。 
次の５人の方から意見等をいただきました。 
 
今 泉 勁 介  氏（室蘭市退職校長会会長） 
村 上   明  氏（室蘭市退職校長会副会長） 
中 山 晃 一  氏（室蘭市退職校長会副会長） 
平 林 滋 明  氏（室蘭市社会教育委員の会委員長） 
阿知良 洋 平  氏（室蘭市社会教育委員の会副委員長） 

 
 
 

２ 点検及び評価に関する意見 

 

第１ 子どもたちの「生きる力」を育成する教育の推進 

 

１ 「確かな学力」の育成について（指導班） 

「確かな学力」の向上については、「学力向上基本計画」を評価・検証し平成２６年度

より策定された「第２期室蘭市学力向上基本計画」に基づいた、授業改善や学習・生活

習慣の醸成などの取組を進めていただくとともに、全国学力・学習状況調査や本市独自

の学力調査の結果分析に基づき、児童生徒の実態に基づいた改善の取組を進めていただ

きたい。また、年度毎にその成果と課題をしっかりと検証し、小・中学校の連携強化、

授業改善等のより一層の推進をお願いしたい。 

成績表の観点評価については、評価基準を明確に示し、各学期の評価に取り組んでい

ただきたい。 

携帯・スマホが、以前にも増して児童生徒の日常生活に浸透し、生活リズムを乱しが

ちになっている現状を踏まえ、家庭における生活・学習習慣の改善を図るために、引き

続き学校と家庭との連携を深めた取組を推進するとともに、子どもの発育に合わせた学

習習慣について、保護者等への啓発に取り組んでいただきたい。 
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２ 「豊かな心」の育成について（指導班） 

学校全体で進める道徳教育については、学校、家庭、地域の連携を一層深めながら取組

の充実に努めていただきたい。また、文科省では道徳教育の一層の充実を図るために、「道

徳の時間」を「特別の教科」に位置づけることを示している。学校現場に混乱を生じない

ように、調査研究や教員研修等の充実を図り、スムーズな移行に努めていただきたい。 

「いじめ問題」については、「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」に基づく取組を着実に推進し、その根絶に努めていただきたい。また、青少年に

よる凶悪犯罪が社会問題化しており、その未然防止を図るためには、命を大切にする心や

他者を思いやる心、社会規範意識といった「豊かな心」の育成が一層重要と考える「いじ

めや非行問題」の未然防止を図るためには、「思いやりの心」や「規範意識」等の豊かな

心を育むことが重要である。そのため、各校における道徳教育の充実はもとより、保護者・

地域・関係機関との連携、子どもたちの心に寄りそった愛情あふれる生徒指導、児童生徒

の主体性を生かした積極的な生徒指導の推進等が重要であり、それらの取組の一層の充実

に努めていただきたい。 

不登校問題については、登校をしぶりはじめた初期段階での素早い対応が最も大切と考

える。小・中学校間の連携を図った取組の推進や適応指導教室職員と連携を図った児童生

徒への支援を行うなど、粘り強くこの問題に取り組んでいただきたい。 

子どもたちのインターネット利用に関わる「いじめ」問題や生活リズムの乱れは大変深

刻な問題である。「室蘭市携帯・スマホ三ヶ条」の取組など、インターネットの利用に関

わる指導を今後も充実させていただきたい。 

「いじめ・不登校」問題については、まず第一に児童生徒が発する心のサインを見逃さ

ない教師の観察力と望ましい人間関係づくりが重要であると考える。日頃からの児童生徒

理解の充実と児童生徒の心の居場所づくりにも留意するとともに、問題が起きた場合は、

その調査と、再発防止に向けて取り組んでいただきたい。 

また、生徒指導全般の問題に対しては、学校全体での情報の共有を図るとともに、学校

の組織力を向上させ、全教職員が共通認識のもと、問題の解決、予防に取り組んでいただ

きたい。 

 

３ 「健やかな体」の育成について（指導班 学校教育課 学校給食センター） 

「健やかな体」の育成については、各学校における体育授業の充実や「一校一実践」な

どの体力向上に向けた活動の充実が重要と考える。また、児童生徒の体力等の状況を経年

的にしっかりと把握し、家庭との情報共有を図りながら体力向上の取組の充実に努めてい

ただきたい。 

また、地域においては、子どもが安全かつ安心して外で活動できるための関係組織との

連携や、子どもが参加できるスポーツ、体を動かす遊び等の運動機会の確保と参加協力に

努めていただきたい。 

児童生徒に望ましい運動習慣や生活習慣を身に付けさせるためには、保護者の理解と協

力が必要であると考える。今後一層保護者との連携を深め、親子スポーツの奨励や体力の
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向上を図るための運動習慣の定着、「早寝・早起き・朝ご飯」運動等の規則正しい生活リ

ズムの定着など、児童生徒の心と体の成長をサポートしていただきたい。 

学校における食育の指導については、栄養教諭の定数減という実態を十分に踏まえ、学

校と栄養教諭等との一層の連携による指導の充実に努めていただきたい。 

また、関係課との連携を図った「がん教育」の推進により、生涯にわたってたくましく

生きるために必要な、健康と体力の育成に努めていただきたい。 

 

４ 特別支援教育と就学支援の充実について（指導班 学校教育課） 

特別支援教育については、特別支援教育支援員や就学相談員の配置等の対応がなされて

いるが、対象となる児童生徒の増加傾向は続いていることから、引き続き、個々の児童生

徒の状況に応じた丁寧な対応ができるよう、支援体制の強化と保護者に対する理解促進に

努めていただきたい。 

 

５ 特色ある教育活動について（指導班） 

世界に通じる子どもたちの育成事業については、自国の文化や室蘭の良さ等にも目を向

けることができるような活動を取り入れながら、異文化理解を深めていただきたい。もの

づくり体験学習や港ふるさと体験学習等については、関係団体等と連携を密にして、今後

も児童生徒が本市の産業や自然について関心を持ち、ふるさとを慈しむ態度を培い、室蘭

に愛着や誇りを一層持ち、市民意識を高めていただくようお願いしたい。 

小・中連携教育推進会議については、学力の向上や、いじめ・不登校問題を解消するた

めに、小中学校間での情報交流の活性化を一層図っていただきたい。 

 

６ 私学に対する支援について（学校教育課） 

市内の私学各校では、特色ある教育活動の充実等により豊かな人間性を備えた創造的

な人材育成が図られ、本市の教育振興に資する重要な役割を果たしている。 
子どもの人数が減少し、厳しい経営が続いているため、今後も、継続的な財政支援を

続けていただきたい。 
 

 

第２ 信頼される学校づくりの推進 

 

７ 開かれた学校づくりの推進について（指導班） 

子どもたちを取り巻く現状として、学力や体力の低下、いじめや非行問題、不審者被害

など、さまざまな課題が山積している。これらの課題と向き合っていくためには、学校、

家庭、地域の連携が不可欠である。そのため、各学校においては今後一層の「開かれた学

校づくり」の推進に努めていただきたい。 

また、本市では小・中学校の統合が進む中、学校と地域との関係の希薄化も心配される。

地域人材の新たな掘り起こし等と同時に、統合前の学校がそれまで築き上げてきた地域と
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の繋がりも大切にしていただきたい。 

コミュニティ・スクール導入促進事業では、コミュニティ・スクール制度に関する調査・

研究を推進する中で、これまで築いてきた小中学校の連携や地域との関係を生かし、児

童・生徒が安心して学ぶことができる環境づくりに努めていただきたい。 

 

８ 教職員の資質・能力の向上について（指導班 学校教育課） 

学校教育の成否は、教職員の力量によるところが大きく、子どもの心身の発達や人格形

成に大きな影響を及ぼすことから、今後も教職員の資質・能力の向上を図る教員研修の充

実が重要である。特に、授業改善に係る教員研修については、知・徳・体の調和のとれた

育成といった教育課題への対応はもとより、グローバル化や道徳の教科化、外国語活動の

充実等、教育の今日的な課題への対応を図るためにも、教育研究所等における時宜に即し

た研修講座を開設するなど、研修体制の充実に努めていただきたい。また、各学校の研修

体制や学力向上の取組の状況に差が生じないよう、引き続き教育委員会による指導助言の

実施や、最新の教育情報の提供をお願いしたい。 

教職員の資質・能力の向上には、健康管理や多忙化解消等の教職員が力を発揮できる環

境づくりが重要であり、学校現場の業務改善や教職員の心のケア等の取り組みも推進して

いただきたい。 

 
９ 教職員の服務規律について（学校教育課） 

服務規律の保持については、道内で公務員の飲酒運転事故や酒気帯び運転が問題となっ

ていることから、飲酒運転の根絶に向けて取り組みを徹底していただくと共に、その他の

交通事故・違反も増加傾向であるため、交通事故・違反の防止に向け、引き続き校内研修

等を重点的に実施していただきたい。 

また、体罰事故等のその他の不祥事防止については、学校全体で情報を共有し、不祥事

を未然に防止することが重要であることから、日頃から校内研修等を通じ取り組みを行っ

ていただきたい。 

 

 

第３ 子どもたちが安全・安心に学べる教育環境の整備 

 

１０ 不審者対策について（指導班） 

児童生徒の不審者被害件数は、長期的には減少傾向が見られるとのことだが、実害を伴

った悪質な被害も発生していると聞いている。 

今後も、地域安全パトロール隊等と連携した不審者被害抑止のための啓発活動や不審者

被害情報メールの周知に努めていただくとともに、児童生徒に対しては、不審者対策の訓

練や危機回避能力等の向上を図るようお願いしたい。 
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１１ 防災教育について（指導班） 

自然災害はいつ起こるかわからない。だからこそ日頃からの備えと対策が重要であると

考える。また、子どもたちには、生涯にわたる万が一の災害に備え、自助・共助の行動を

適切に行うことができるように、発達段階に応じた防災教育が必要である。市内の各学校

では、本市の指針に基づく学校毎の「防災計画・防災教育計画」が作成されているとのこ

とだが、その計画内容の着実な実施と見直しをしっかりと行っていただきたい。 

 

１２ 学校給食について（学校給食センター） 

 
１３ 学習環境の整備について（総務課[学校施設・施設適正配置]） 

 

 

第４ 人とまちが生きる生涯学習の推進 
 
１４ 男女平等参画社会の形成について（生涯学習課［男女平等参画推進］） 

男女平等参画社会への実現に向けて、市民ニーズに対応した情報誌アバンセの発行や男

女共生セミナーの開催などにより、市民意識の向上を図るよう広報と啓発活動に努めてい

ただきたい。 

また、審議会等における女性登用の促進に努めるとともに、胆振女性リーダー養成研修

への参加を促進するなど、女性リーダーの育成に取り組んでいただきたい。 

 

 

 

 

 

今後も栄養価等を考えた献立作成に努めていただきたい。 

また、地産地消の観点からも、地場産物の活用など安価で安全かつ安心な食材を購入し、

給食の提供に努めていただきたい。 

学校給食費の未納者に対する対応には苦労されていると思うが、負担の公平性の面から

も滞納解消に更なる努力をしていただきたい。 

第３期学校適正配置計画に基づき、蘭北小が４月に開校し、白蘭小では校舎と体育館の

建設も始まり、引き続き、着実に子どもたちの安全と学習環境の整備を図っていくことを

希望する。 

また、高砂と水元小の新設統合校と知利別小の旭ヶ丘小への統合と統合校区の見直しを

行った東明地区の統合校のほか、第３期学校適正配置計画の残りの地区においても、今後

統合スケジュールに合わせ、順次統合推進協議会の設置を行っていくことになると思う

が、引き続き、きめの細かい説明・対応を行って、学校・保護者・地域関係者の理解を得

ながら、教育環境の整備の推進に向け努力をお願いする。 
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１５ 読書活動推進について（図書館） 

第２次子どもの読書活動推進計画に基づき実施している親子読書ふれあい事業や読み聞

かせについては、読み聞かせボランティアの育成とともに、子どもの読書環境の充実が図

られたものと評価する。多くの市民からの寄附により５千冊を超える蔵書数に達したふく

ろう文庫については、いただいた貴重な図書等の活用を図るため、市民の利用促進に努め

ていただきたい。 

港の文学館については、展示内容の充実とともに、各種催しの開催などを通じて、引き

続き、来館者増につながるよう、今後も地域の文化発信の拠点として、市民が憩える施設

となるよう取り組んでいただきたい。  
 

１６ 文化振興及び文化財の保護・活用について（生涯学習課［文化振興・青少年］） 

文化センターリハーサル室及び地下駐車場の耐震改修工事については、市民にとって安

全かつ安心な、利用しやすい施設となるよう整備を進めていただき、文化芸術施設の計画

的かつ適切な改修整備に務められたい。 

民俗資料館については、学校での利活用を含め、利用の充実に努めていただきたい。 

また、文化財の保護・活用については、適正な管理に努めるとともに、市民への周知活

用にも十分取り組んでいただきたい。 

 

１７ スポーツ振興について（生涯学習課［スポーツ振興］） 

市民の健康増進や体力づくりに向けた各種事業などが行われているが、今後も利用者ニ

ーズに沿った魅力ある事業を展開し、各種大会などの誘致にも取り組んでいただきたい。 

また、学校開放体育館が減少してきているため、中学校体育館の開放や開放時間延長等

の工夫、また武揚体育館のように閉校体育館を一般体育施設にするなど、市民がスポーツ

に親しむ場の確保に努めていただきたい。 

 

１８ 生涯学習環境の整備について（生涯学習課［施設］［文化振興・青少年］［スポーツ振興］

図書館） 

各施設共、市民や関係団体等の意見を踏まえて策定した基本計画に基づく着実な事業推

進により、生涯学習環境の整備を図っていくことを希望する。  

また、課題に挙げられている管理運営体制や新たな事業展開など、ソフト面についても、

施設整備と並行して着実に検討を進めていただきたい。 

また、生涯学習をまちづくりに活かし、地域の活性化につながるよう、取り組んでいた

だきたい。 

 



38 
 

＜参考資料＞ 

平成２７年度 室蘭市教育行政方針 
 

平成２７年度・教育行政推進の基本方針と重点施策について申し上げます。 
 
本市教育推進の目標である「２１世紀を切り拓く心豊かで主体的に学びつづける人づくり」の具

現化を一層推進するためには、教育の現状や今日的な課題を踏まえつつ、学校、家庭、地域社会

が、それぞれの役割を果たし、連携を深めながら、室蘭の活力や発展の基盤となる人づくりと安

全・安心で魅力ある教育環境づくりを着実に推進していくことが重要となります。 
そのため、学校教育においては、子どもたちの「生きる力」をより一層育むために、家庭や地域

及び小・中学校間の連携を深めながら、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和のとれた教育

活動を推進するとともに、教育の質的向上に鋭意取り組んでいきます。 
社会教育においては、心のふれあう地域社会や安全で安心して暮らせるまちづくりを基盤に据え

た人づくりと地域づくりを推進し、活力あるまちづくりにつながる社会教育行政に取り組んでい

きます。 
今後も学校教育と社会教育が一層の連携協力を図りながら、様々な教育施策の推進を通して、市

民の信頼に応える教育行政を進めます。 
 
また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、教育委員長と教育長を統合

した新教育長の設置や首長と教育委員会が協議する総合教育会議の設置など、教育委員会制度の

抜本的な改革がなされました。教育委員会としては、教育の政治的中立性、継続性や安定性を確

保しつつ、総合教育会議において大綱の策定やいじめ問題などの緊急の問題への対応など市長と

の連携を図るとともに、教育委員会の審議の活性化に努めていきます。 
 
以下、その施策の概要を申し上げます。 
 
Ⅰ 子どもたちの「生きる力」を育成する教育の推進  

 
 第１の柱は、子どもたちの「生きる力」を育成する教育の推進であります。 
 
１．「確かな学力」の育成 

 「生きる力」の育成のうち、本市学校教育の喫緊の課題となっております「確かな学力」の向

上については、全国学力学習状況調査や本市独自の標準学力調査の結果から、小・中学校ともに

着実な成果があらわれているものの、学校間の差が依然見られることや、家庭における学習・生

活習慣が十分に身に付いていないなどの課題があげられます。 
 したがって、今後もその実態を踏まえ、学校・家庭・地域との密接な連携のもと、「第２期室蘭

市学力向上基本計画」に基づく取組を推進し、教育水準の維持向上に努めていきます。 
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 具体的な取組としては、先進的な指導法の研究実践を行う研究奨励校の指定のほか、小学校９

校に指導者用デジタル教科書を配備するとともに、教育研究所と学校との連携によるＩＣＴ活用

の推進に関わる調査研究を進めていきます。 
 さらに、小・中学校間の連携を図った効果的な取組の推進や授業改善に係る助言・指導の充実、

家庭における望ましい生活リズムや学習習慣の定着を図る取組の強化を図りながら確かな学力の

向上に取り組んでいきます。 
 
２．「豊かな心」の育成 

「豊かな心」の育成については、全ての教育活動を通じて、生命尊重や思いやりの心、規範意識

などの「豊かな心」を育む道徳教育の充実を図るとともに、地域の特性を生かした自然体験や社

会体験などの「豊かな体験活動」を通じて内面に根ざした道徳性の育成に努めていきます。また、

道徳の時間の教科化への対応を図るための教員研修を実施するほか、ネットトラブルの未然防止

を図るための情報モラル教育の充実に努めていきます。 
いじめ問題につきましては、昨年４月に策定した「室蘭市いじめ防止基本方針」に基づき、学校・

家庭・地域・関係機関との連携を一層深めながら「いじめ問題」の未然防止や早期発見、早期対

応の取組を強化していきます。 
また、いじめのない学校づくりに向け、日頃からの児童生徒理解に努めるとともに、子どもたち

の主体性を生かした「むろらん子どもサミット」を引き続き開催します。 
不登校問題については、児童生徒の状況把握を徹底するとともに、子どもたちが安心して過ごせ

る学校づくりの推進に加え、各校との連携を密にしながら、適応指導教室や訪問アドバイザーな

どによるきめ細やかな教育相談や支援に努めていきます。 
 児童生徒の問題行動については、子どもたちの心に寄り添った生徒指導の充実を通じて、その

未然防止に努めるとともに、いじめや非行問題については、関係機関との連携を図りながら毅然

とした対応を行っていきます。 
 また、関係機関や外部講師を積極的に活用しながら、性に関する指導の充実に努めるとともに、

薬物乱用防止やインターネットの危険性、不審者の対応などの防犯教室を実施するなど、児童生

徒の防犯に対する意識や規範意識の向上に取り組んでいきます。 
  この他、子どもたちの望ましい生活習慣の確立とネット犯罪やトラブルなどから子どもたちを
守る取組として、「室蘭市携帯・スマホ三ヶ条」の周知を図るとともに、モバイル端末の利用に関

するリーフレットを配布するなど、保護者や児童生徒への啓発と市内各校及びＰＴＡとの連携を

図った取組を継続していきます。 
 
３．「健やかな体」の育成  

「健やかな体」の育成については、「室蘭市児童生徒の体力向上プラン」に基づき、教員研修や各

校における「一校一実践」などの体力向上の取組の充実を図るとともに、学校・家庭・地域との

連携を深めながら、子どもたちの運動習慣の定着に努めていきます。 
また、子どもたちの望ましい食習慣の醸成や食と健康に関する知識の定着を図るために、栄養教

諭による食育指導の充実に努めるとともに、家庭と連携した「早寝早起き朝ごはん運動」などの

規則正しい生活習慣を身に付けさせる取組や関係課との連携を図った「がん教育」の推進を通じ
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て、生涯にわたってたくましく生きていくために必要な健康と体力の育成に努めていきます。 
 
４．特別支援教育と就学支援の充実 

特別支援教育については、教育相談や学習支援の取組を進めるとともに、障がいのある子どもた

ちへの適切な就学相談と支援を継続します。 
また、経済的理由により学用品代や給食費などの負担が困難な世帯に対しては、引き続き支援の

充実を図っていきます。 
 
５．特色ある教育活動の推進等 

 特色ある教育活動については、世界に通じる子どもたちの育成事業として、小学生を対象とし

た「出前講座」や中学生を対象とした「むろらんイングリッシュ・デイ」を開催するとともに、

外国語指導助手の活用や室蘭工業大学国際交流センターとの連携による国際理解教育を推進する

とともに、グローバル化に対応した外国語教育の充実を図るために教員研修を充実させていきま

す。 
 また、ものづくりのまち室蘭に関連する事業として、室蘭工業大学ものづくり基盤センターと

の連携や職業体験学習を通して望ましい職業観・勤労観を育むキャリア教育を充実させるととも

に、ふるさと教育としての「港ふるさと体験学習」や環境保全の意識を高める「交通エコロジー

教室」を開催します。 
 この他、学力や体力の向上、いじめ・不登校問題の取組強化を図るための小・中連携教育の一

層の促進に努めるとともに、幼保小の円滑な学びの接続を図るため、関係部署及び関係機関との

連携を引き続き強化していきます。 
 私学に対する振興では、幼稚園、高等学校・専修学校への支援のほか、第３子以降に係る幼稚

園入園料・保育料負担軽減を行います。 
 
Ⅱ 信頼される学校づくりの推進 

 
 次に、第２の柱は、信頼される学校づくりの推進であります。 
 
より信頼される学校づくりを進めていくためには、家庭や地域の理解と協力を得た学校づくりを

一層推進するとともに、教職員の資質・能力の向上と服務規律の徹底が重要となります。 
 そのため、児童生徒の教育活動の様子やその成果と課題について、保護者や地域住民への説明

責任をしっかりと果たすとともに、各小・中学校における地域人材や地域素材の活用を積極的に

支援し、開かれた学校づくりを一層推進します。 
 教職員の資質・能力の向上については、教育研究所において、授業改善に関わる教育研究を進

めるとともに、特別支援教育や生徒指導についての研修講座を開催します。 
 あわせて、各校における教育研究に対し、積極的な指導と支援に努めていきます。 
 教職員の服務規律については、体罰等の不祥事事故の未然防止に向け、職場研修の充実を図る

等指導の徹底を図ります。 
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Ⅲ 子どもたちが安全・安心に学べる教育環境の整備 

 
次に、第３の柱は、子どもたちが安全・安心に学べる教育環境の整備であります。 
 
本市の不審者被害件数は、ここ数年減少傾向にあるものの、市内一斉巡回活動を引き続き実施す

るとともに地域パトロール団体や関係機関との連携を一層深めながら子どもたちの安全確保を図

ります。 
「防災教育」については、各校における防災計画・防災教育計画に基づき、関係機関や地域との

連携を図りながら防災訓練や防災学習等に取り組んでいきます。 
放課後の児童対策では、子育て支援の一環として、スクール児童館や児童クラブの終了時間の延

長を引き続き実施します。 
 学校給食については、学校給食衛生管理基準に基づき、引き続き安全・安心な学校給食の提供

に努めていきます。 
 また、公平性を確保するため、給食費滞納者への早期対応と法的対応を強化し、収納率の向上

を図ります。 
学習環境の整備については、平成２８年４月開校予定の蘭北小学校の校舎棟の大規模改修及び耐

震工事、体育館棟の大規模改修、増築棟建設及び外構とグラウンド整備に着手します。また、平

成３０年４月開校予定の陣屋・本室蘭・白鳥台統合小学校については、実施設計に着手します。

さらに、平成３２年４月開校予定の東明地区統合小学校については、水元小学校の耐力度調査を

実施するとともに、統合校の建設方式を決定後、保護者・地域住民への説明会及び統合推進協議

会準備会を開催いたします。 
 
Ⅳ 人とまちが生きる生涯学習の推進 

 
次に、第４の柱は、人とまちが生きる生涯学習の推進であります。 
 
１．生涯学習・社会教育の推進 

 「室蘭市社会教育振興計画」に基づき、本市の持つ地域特性を活かしつつ、市民一人ひとりが

生涯にわたり学び、豊かな人生を送りながらその成果を還元できる社会の実現をめざし、地域の

活力と教育力を向上させていく環境づくりや施策を総合的に推進します。 
 男女平等参画社会に向けた取組については、平成２６年３月に策定した「第２次室蘭市男女平

等参画基本計画」に基づき、男女平等参画社会の形成に向け、より一層取組の充実に努めていき

ます。 
 また、引き続き推進団体と協働した啓発活動を推進するとともに、男女共生セミナーの開催等、

男女平等意識への醸成に努めていきます。 
 この他、旧向陽中学校跡地に建設予定の複合公共施設については、平成２６年３月に策定した

「室蘭市複合公共施設基本計画」に基づき、関係課との連携を図りながら整備を進めていきます。 
読書活動推進については、子どもの成長期にあわせた読書環境を整備するため、親子読書ふれあ

い事業や読み聞かせボランティア等の育成を目的とした講座を開催します。 
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また、港の文学館については、「ことばと日本の心」をテーマに、各種企画展を開催します。 
 
２．文化振興 

 文化振興については、（仮称）環境科学館・図書館整備に向けて、基本計画を策定いたします。

文化センターについては、管理棟の耐震及び内部改修工事を実施するとともに、リハーサル棟の

改築及び地下駐車場の耐震改修のための設計を実施します。また、文化財の保護については、絵

鞆貝塚の発掘調査の他、出土品の保存処理や市指定文化財の補修を行います。 
 この他、西いぶり定住自立圏文化事業として、音楽鑑賞会を開催します。 
 
３．スポーツ振興 

スポーツ振興については、３６ホールに拡張した「白鳥大橋パークゴルフ場」や「武揚体育館」

をそれぞれ供用開始するなど、施設の充実を図るとともに、（仮称）総合体育館を改築整備するた

めの基本計画を策定いたします。 
また、スポーツ関係団体と連携を図り、市民が安全・安心に利用できる施設整備の充実と地域ス

ポーツの振興を推進し、市民の健康増進の機会拡大や各種大会及びスポーツ合宿等の誘致に努め

ていきます。 
 
○むすび 

 
 以上、平成２７年度教育行政方針について、申し上げました。 
教育改革が進む中、教育行政の果たす役割は、ますます重要との認識に立ち、「子どもたちが生き

生きと輝く室蘭の教育づくり」と「生涯にわたって主体的に学ぶ環境づくり」に努めていきます

ので、議会並びに市民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 
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