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○はじめに 

 平成２９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。 

 

本市では、市長を中心とした総合教育会議の設置、教育施

策の大綱の策定を経て、昨年４月から新教育委員会としてス

タートしたところです。 

これにより、市長部局との一層の連携強化、教育行政の責

任の明確化などを図り、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とともに、これまで積み上げてきた施策

の着実な実施と、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、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。 
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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。 

 そのため、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。 

 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、教育研究所と学校との連携による

言語活動の充実やＩＣＴの活用の推進、グローバル化に対応

するための英語教育に関わる調査研究等を実施するとともに、

学校訪問等を通じて授業改善を進めていきます。 

 さらに、小・中学校間の連携を図った効果的な取組の推進

や主体的・協働的な学びであるアクティブ・ラーニング等に

ついての助言・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。 
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 また、現計画については、実施４年間の点検・評価を行い、

より一層学力の向上を図るため、「第３期室蘭市学力向上基

本計画」の策定を進めていきます。 

 

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、特別の教科

道徳への移行をスムーズに進めていく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。 

いじめ問題については、「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る

とともに、緊急の場合の総合教育会議の開催など、「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
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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、モバ

イル端末を利用したＳＮＳ等での「いじめ」の問題や人間関

係トラブル等の未然防止、薬物乱用防止やインターネットの

危険性、不審者へ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」の周知を強化するとともに、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」の育成のうち、本市児童生徒の課題となっ

ている「体力・運動能力」の向上については、一昨年策定し

た「室蘭市児童生徒の体力向上プラン」に基づく取組を継続

し、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。 
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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の他、

関係部署との連携協力による「がん教育」の推進や中学生を

対象としたピロリ菌検査の実施など、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、「室蘭市教育支援委員会」によ

る就学支援やインクルーシブ教育の取組を進めるとともに、

特別支援教育支援員の配置等による支援体制の整備に努めて

いきます。 

また、本市の支援ファイル「すてっぷ」を有効活用するな

ど、市長部局や関係機関との連携を一層深めながら、早期か

らの一貫した支援と教育相談や学習支援等の充実に努めてい

きます。 

就学支援については、子どもの貧困対策として、就学援助

の入学準備金の増額、前倒し支給や修学旅行費の早期支給化

を図るなど経済的な支援の充実に努めるとともに、学習支援

事業の周知と支援、相談体制の構築など、子育て応援プラン

との連携を図った総合的な取組を進めていきます。 
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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、市長部局との連携による姉妹・友好都市との交流な

ど、国際理解教育の充実に努めていきます。 

 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、「港ふるさと体験学習」を実施します。 

この他、市長部局との連携による取組といたしまして、「交

通エコロジー教室」を引き続き実施するほか、教職員に対す

る「てついく」についての理解促進など、ふるさと室蘭への

愛着や誇りをもち、環境意識を高める取組を推進していきま

す。 

 また、学力や体力の向上、いじめ・不登校問題の取組強化

を図るために、小・中連携教育の一層の促進に努めるととも

に、市長部局及び関係機関との連携を強化しながら、幼保小

の円滑な学びの接続に努めていきます。 

 私学に対する振興では、特色ある教育活動を進めるために

高等学校・専修学校への支援を継続して行います。 

 

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
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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、地域とともにある学校づくりを一層推進

します。 

 また、今後の学校統合の推移を見据え、室蘭西中学校区を

モデル地区としたコミュニティ・スクール導入事業を継続し、

学校運営協議会の設置や運営に関する調査研究を進めていき

ます。 

 教職員の資質・能力の向上については、学校訪問や研究指

定事業を通じて、授業改善に関わる教員指導に努めるととも

に、教育研究所における教育研究や各種研修講座の内容充実

に努めていきます。 

教職員の服務規律については、職場研修の実施等により、

教職員の意識向上を図り、不祥事事故の未然防止と服務規律

保持に努めていきます。 

学校現場における業務の適正化については、子どもと教員

が向き合える時間を拡充するために、「室蘭市立学校業務改

善推進会議」において学校と連携しながら改善方策の検討を

行い、業務改善や教員の多忙化解消の取組を進めていきます。 
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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。 

交通安全教育や不審者から子どもを守る取組については、

市長部局や関係機関、地域パトロール団体との連携を図りな

がら、市内一斉巡回活動や見守り活動を継続するほか、自転

車利用を含めた交通安全指導の充実に努めていきます。また、

「室蘭市通学路交通安全プログラム」に基づき、関係機関と

定期的な通学路の合同点検を行うなど、児童生徒の安全確保

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。 

学校における食物アレルギーの対応については、教職員を

対象とした研修会を充実させるとともに、学校と家庭、関係

機関との連携を一層深めながら、食物アレルギーを有する児

童生徒の安全を確保します。 

 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、児童・生徒の食育の推進を図るとともに、食品ロス

への取組につなげるため、学校給食用の食器を新たに購入し、

利用に向けた準備を行います。 

 給食費の納入については、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。 
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学習環境の整備については、平成３０年４月開校予定の白蘭

小学校の校舎棟及び体育館棟の建設工事を引き続き進めるほ

か、グラウンドと一部外構整備に着手します。また、平成３２

年４月開校予定の高砂・水元小学校の統合校の実施設計と地質

調査に着手します。同じく、平成３２年４月、知利別小学校の

旭ヶ丘小学校への統合に向けて、統合に関わる協議を進めてい

きます。 

 

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 

 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する上で指針としてきた「室蘭

市社会教育振興計画」は、平成２９年度で最終年次を迎えるこ

とから、地域社会の状況や教育を取り巻く変化に対応させるた

め新たな振興計画の策定に着手します。 

 男女平等参画社会については、「第２次室蘭市男女平等参画

基本計画」に基づき、推進団体と協働した啓発活動を進めると

ともに、男女共生セミナーの開催、女性リーダー国内派遣、苫

小牧市で開催される日本女性会議への参加など、男女平等参画

社会の形成に向けた取組を進めていきます。 

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
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環境を整備するため、より多くの保護者に読書への興味を持

ってもらい、家庭での読書環境整備に向けた支援を行う「親

子読書ふれあい事業ブックスタート」を実施するほか、読み

聞かせボランティアのスキルアップと新たな人材育成のため

の講座を実施します。 

また、港の文学館については、「文学をしる・かたる・と

どめる」を年間テーマとして、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、現在、青少年科学館に展示している

蒸気機関車を本市の発展の歴史と結びつくよう「旧室蘭駅舎」

に移設し、市長部局とも連携しながら一体的な活用策を検討

するとともに、移設資金確保などの取組を進めます。 

 文化センターについては、今年の秋にリハーサル室棟の改

築工事を終え、西いぶり定住自立圏文化事業として２市３町

のほか地元文化団体とも連携し、優れた音楽芸術を鑑賞する

機会を提供します。また、文化財の保護については、市内遺

跡の出土資料の整理を進め、展示などの活用に向けた取組を

進めます。 

 

３．スポーツ振興 

スポーツ振興については、中島スポーツセンターの冷却設

備改修のほか、入江陸上競技場のハードルや、白鳥大橋パー

クゴルフ場の芝刈り機の更新など、市内の各スポーツ施設に

おいて、市民の健康保持・増進が安全・安心に図られるよう
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整備に努めていきます。 

また、市長部局と連携を図りながら、今後のオリンピック・

パラリンピックのほか、スポーツ合宿の誘致に努めるととも

に、スポーツ関係団体の連携を一層密にし、地域スポーツ振

興の推進などに努めていきます。 

 

４．社会教育施設の整備 

 社会教育施設の整備については、平成３０年１２月の開館

に向けて「生涯学習センター」の建設工事に着手するほか、

平成３２年度中の開館に向けて、「（仮称）環境科学館・図

書館」の実施設計を行います。 

 このほか、既存の施設についても、安全・安心な生涯学習

環境の確保に向けて、必要な整備を進めていきます。 

 

○むすび 

 以上、平成２９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、議員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。 


