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平成２８年第８回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 

１  日  時      平成２８年８月４日（木） 

                    開会 午後６時００分 

                    閉会 午後７時１０分 

 

２  場  所      室蘭市役所 ３階１号会議室 

 

３  本日の議事日程   

日程

第１

第２

第３

第４

第５

第６

第７

第８

報告第４号 平成２７年度におけるいじめ、不登校、暴力行為の状況報告の件

議案第１号 平 成 ２ ９ 年 度 使 用 小 中 学 校 用 教 科 用 図 書 採 択 の 件

番 号 件　　　　　　名

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

報告第１号

報告第３号
平 成 ２ ７ 年 度 実 績 に 係 る 教 育 に 関 す る 事 務 の 管 理 及 び
執行の 状況 につ いて の点 検及 び評 価報 告書 （案 ）の 作成 の件

室 蘭 市 教 育 委 員 会 ８ 月 行 事 予 定 の 件

会 議 録 承 認 に つ い て

平成２８年度北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会について

報告第２号 教 育 機 関 等 に 対 す る 寄 附 採 納 の 件

 

 

４  出席委員   國枝教育長 西里委員 谷藤委員 前田委員 奈良委員 

 

５  説明員 杉本教育部長 大須賀教育指導参事 大谷総務課長 佐藤総務

課主幹［学校施設・施設適正配置］ 中野学校教育課長 本田指

導主事 杉野指導主事 髙木生涯学習課長 髙橋生涯学習課主

幹[施設]  北川生涯学習課主幹[文化振興・青少年] 加地生涯

学習課主幹［スポーツ振興］ 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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國枝教育長       ただ今から、平成２８年第８回室蘭市教育委員会定例会

を開会いたします。日程第１会議録署名委員の指名を行い

ます。本日の会議録署名委員に、前田委員を指名いたしま

す。よろしくお願いします。次は、日程第２会議録承認に

ついてであります。平成２８年第７回定例会の会議録は、

先日委員の皆様に案として配布いたしております。配布案

のとおり承認することに御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

國枝教育長       御異議がありませんので、承認といたします。日程第３ 

平成２８年度北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会

についての報告をお願いいたします。去る 7月２６日に紋

別市において本総会が開催され、それについての報告にな

ります。はじめに前田委員より報告をお願いいたします。 

 

前田委員  ご報告いたします。去る７月２６日紋別市におきまして

定期総会が開かれ教育長と谷藤委員と私の３名で参加して

まいりました。出席者は総勢１２７名の参加でございまし

た。最初開会式が２時半から行われ、会長の挨拶とともに

地元の市長、北海道の教育長から祝辞をいただきました。

次に表彰がございまして、１９名の表彰でしたが、室蘭市

からは元教育長の山田さんと元委員の芝垣さんが表彰を受

けられました。次議事に入りまして、会務報告、収入・収

支の決算、役員会選が報告されまして、休憩の後は事例発

表として名寄市教育長から講演がございました。休憩後分

散会がありまして、１６グループに分かれ予め議事内容が

決められていまして、学校教育についてと社会教育につい

てに分かれておりまして、学校教育の方では授業改善と特

別支援教育、社会教育に関しましては地域の教育と資源の

活用についてという共通の議題について、それぞれの町か

ら参加されていた委員さんの話を聞くことが出来ました。

それから夜に食事も兼ねて情報交換会がございましたが、

内容的には先ほどの分散会で話されていたことの内容が話

題に上っておりました。宿泊しまして２７日は視察があっ

たのですが、それには参加せずに戻ってまいりました。以
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上でございます。  

 

國枝教育長       ありがとうございました。続いて谷藤委員お願いいたし

ます。 

 

谷藤委員        総会後の事例発表については私の方からご報告いたしま

す。事例発表の方は名寄市教育委員会の小野委員長より生

きる力を育み、夢と希望を開く名寄市教育の創造をテーマ

に事例発表が行われました。平成１８年に風連町と合併し

た名寄市は翌年１９年に名寄市教育目標を制定し、本年は

平成２４年から２８年度までの総合計画後期基本計画の最

終の年度で、５つの基本目標、９個の主要施策に取り組み

を行っています。その中で学校教育の名寄市教育委員会に

よる授業改善の取り組みでは、１つ目に学習指導の工夫改

善に関する研究グループ、２つ目に校内研修の充実に関す

る研究グループ、３つ目に教育資源等の活用に関する研究

グループの３つのグループで取り組みをしているそうです。

学習指導の中では、地元の力士「名寄岩」という力士の人

生を描いた読み物資料で道徳の時間に授業研究、実践交流

を実施しているそうです。地域の自然や施設を活用したス

キーやカーリングの授業の実施等も発表されていました。

その後の分散会では今年の授業改善をテーマに１６ブロッ

クに分かれて協議をされました。以上でございます。 

 

國枝教育長       ありがとうございました。私の方も参加しましたので一

言だけ。私の方の分散会は社会教育の関係でございました。

地域の教育資源の活用ということで、それぞれの地域の特

性を生かしたような形で子ども達に伝えるということでそ

れぞれの市が報告なされて、例えば伝統的な地域の踊りで

あるとか、あるいはその町の最も主となる産業であるとか、

あるいは自然とか、そうしたことで町を愛してもらおうと

いう取り組みを行っているということで報告がございまし

た。どこの町も共通していたのが、それを教える先生とし

て対応してくれる人の人材難。要するに、どんどん人が高

齢化してきたりだとか、伝える人が少なくなっているとい

うことでの人材難。それと毎年行っていても参加する人が
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固定されてきていたり、同じ人ばかりで人数が伸びない等

が共通の課題として出ていた状況でございます。以上で日

程第３は終了いたします。次は、日程第４報告第１号室蘭

市教育委員会８月行事予定の件を議題といたします。事務

局の説明をお願いします。 

 

大谷総務課長      報告第１号室蘭市教育委員会８月行事予定の件のうち、

主なものにつきまして、ご説明申し上げます。次のページ

の報告第１号別紙をご覧願います。はじめに、総務課でご

ざいます。６日に閉校備品展示会を旧本輪西小学校体育館

で開催いたします。次に、学校教育課でございます。１６

日～２２日にかけて各小中学校で２学期始業式が執り行わ

れます。次に、生涯学習課でございます。社会教育では、

２５日に「平成２８年第４回社会教育委員の会」が市役所

本庁舎２階大会議室で開催されます。次の、男女平等参画

推進では、２０日に「男女共生セミナー前期第１講『女性

とメディア～メディアにおける女性の表象』」がミンクー

ルで開催されます。次の、民俗資料館では、１～３１日ま

で「平成２８年度企画展『懐かしの映画ポスター展』」が

開催されます。次の、市民美術館では、２日～３１日まで

「強靭な色彩と奔放なタッチ―高野次郎・西村喜久子追憶

の構図―」が開催されます。次の、青少年科学館では、６

～８日に「夏休み科学館祭」が開催されます。次のページ

をご覧願います。次の、スポーツでは、１日～２日に「室

蘭市スポーツ少年団リーダー養成宿泊研修会」がだんパラ

サンパワー３８０で開催されます。次の、図書館では、２

５日と２７日に「ふくろう文庫ミニ特別展『広重武相名所

旅絵日記』（一立斎 広重／画）」が図書館本館で開催され

ます。次の、港の文学館では、企画展『生き続ける名作展』

～あなたの名作、教えて下さい～」が来年３月３１日まで

開催されております。説明は以上でございます。 

 

國枝教育長       ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。

なければ報告第１号は終了いたします。次は、日程第５報

告第２号教育機関等に対する寄附採納の件を議題といたし

ます。事務局の説明をお願いします。 
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大谷総務課長      報告第２号教育機関等に対する寄附採納の件につきま

して、ご説明申し上げます。次のページの報告第２号別

紙をご覧願います。寄附採納につきましては、３件でご

ざいます。１件目は山田塗装株式会社札幌支店様から史

跡説明看板塗装、金額にいたしまして８万円相当のご寄

附がございました。このご寄附は同社が陣屋町に工事事

務所を置いており、地域の振興に寄与したいとの目的で

行われたものでございます。２件目は、室蘭市内にお住

いの、村形榮助様、号は蘭雪様からご本人の書１点、「停

雲」昭和５２年作、金額にいたしまして１５０万円相当

のご寄附がありました。このご寄附は本市の芸術文化発

展に寄与したいとの目的で行われたものでございます。

３件目は、ふくろうの会様より、図書２２冊、金額にい

たしまして、３５８，０１５円相当のご寄附がございま

した。このご寄附につきましては、ふくろう文庫に収め

られ、市民の読書普及のために活用させていただきます。

説明は以上でございます。 

 

國枝教育長       ただいまの説明に対して御質問等はありますか。なけれ 

ば報告第２号は終了いたします。次は、日程第６報告第３ 

号平成２７年度実績に係る教育に関する事務の管理及び執 

行の状況についての点検及び評価報告書（案）の作成の件  

を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

大谷総務課長      報告第３号教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価報告書（案）の作成の件についてご説明いたし

ます。本件につきましては、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の規定に基づき、教育に関する事務の管理及

び執行の状況についての点検及び評価報告書について、７

月２９日に学識経験者打合せ会議を開催し、５名の学識経

験者の皆様からご意見を頂き、作成したものであります。

最初に、報告書（案）の１ページをご覧ください。ここで

は、大項目「Ⅰ 点検・評価制度の概要」を記載しており

まして、内容といたしまして、「１ 目的」、「２ 対象事

業の考え方」及び「３ 学識経験者の知見の活用」につい

て記載しており、下段には、参考といたしまして、地方教
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育行政の組織及び運営に関する法律第２６条を記載いたし

ました。本規定が平成２０年４月から施行されたことを受

けまして、教育委員会が毎年その権限に属する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価を行うことが、法的に義務

づけられましたことから、今年度も、９回目の点検・評価

の報告書になりますが、過去８回に準じまして、平成２７

年度の点検・評価に当たりましても平成２７年度教育行政

方針に、掲げられた重点項目に盛り込まれた施策・事業の

１８項目について、点検及び評価を実施したところであり

ます。次に、２ページをご覧ください。「Ⅱ 点検・評価

の結果」には、平成２７年度の教育行政方針の４本の柱で

あります、「第１、生きる力を育成する教育の推進」、「第

２、信頼される学校づくりの推進」、「第３、子どもたちが

安全・安心に学べる教育環境の整備」、「第４、人とまちが

生きる生涯学習の推進」の中から、主な事務・事業１８項

目を取り上げ、点検・評価の対象としたものであります。

具体的な内容につきましては、３ページから３１ページま

で記述しておりますが、平成２７年度の取組状況、成果と

課題、それを受け今後の展開の考え方について、できるだ

け具体的にかつ、簡潔明瞭に心がけるとともに、難解な言

葉には注釈をつけたりしながら、分かり易さを心がけたと

ころであります。それでは、それぞれの項目における主な

点についてご説明いたします。３ページをご覧願います。

第１の柱、「子どもたちの「生きる力」を育成する教育の

推進」の、「１ 「確かな学力」の育成について」では、

学力向上基本計画に基づく取組や各学校の学力状況の把

握と学力向上プランの作成、小中連携教育の推進や学力向

上推進委員会の開催等について、取組状況、成果・課題に

ついて記載しており、５ページの今後の展開の考え方です

が、学力向上基本計画の成果と課題を検証し、各取組につ

いて改善を図っていくことや、各学校の学力向上改善プラ

ンの見直しを含め、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ること、社会で自立して生きてい

く上で必要な学力や生活習慣等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

を推進していくこと、小中連携教育を一層促進していくこ
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とを記載しております。次に、６ページの、「２ 「豊か

な心」の育成について」では、１つ目の道徳教育、２つ目

の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

方針の取組、３つ目の不登校問題、４つ目の生徒指導と教

育相談体制、５つ目の室蘭市携帯・スマホ三か条やネット

トラブル防止等の取組について成果や課題について整理し

ております。次の７ページと８ページに記載しております

今後の展開の考え方としましては、道徳の教科化に係る研

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

育の充実を図ること、いじめ問題につきましては、室蘭市

いじめ防止基本方針等の取組を継続し、学校における組織

的な対応や学校・保護者・関係機関等の情報共有や連携強

化を図り、未然防止・早期発見・早期解決の取組を推進す

ること、不登校問題につきましては、初期段階における支

援の重要性を認識し、学校と保護者はもとより、小・中学

校間や適応指導教室など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こと、生徒指導について

は、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のほか、学校における生徒指

導体制や教育相談体制の充実、学校、保護者、地域などと

の連携を図った指導の充実、インターネットなどの利用に

ついては、今後も引き続き、児童生徒及び保護者への啓発

に努めていくことを記載しております。続きまして、９ペ

ージの「３ 「健やかな体」の育成について」ですが、こ

こでは、各学校における新体力テストの実施拡充や一校一

実践の取組、また、「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推

進や、学校だより、リーフレットの配布等を通じた保護者

への生活・運動習慣の改善についての意識啓発、栄養教諭

による食育の充実について、成果や課題を整理しておりま

す。今後の展開の考え方については、昨年１月に策定した

「室蘭市児童生徒の体力向上プラン」に基づく、９年間を

見通した体力向上の取組の推進や、食育に関しては、栄養

教諭の食育指導の充実を図るとともに、食育の方針を明確

にし、食に関する知識などを身に付けさせ、望ましい食習

慣の形成を図っていくこと等を記載しております。続きま
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して、１１ページ、「４ 特別支援教育と就学支援の充実

について」では、特別支援教育コーディネーターを活用し

た相談や支援員の配置、就学相談員の配置について成果や

課題を整理し、今後の展開の考え方については、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るととも

に、関係職員への研修などを充実させていくこと、また、

スムーズな小学校入学のため、幼稚園・保育所との定期的

な情報交換や保護者への就学相談・情報提供を積極的に進

めていくこととしております。続きまして、１２ページの

「５ 特色ある教育活動について」では、小学校５年生を

対象とした「国際理解教育出前授業」や中学生を対象とし

た「むろらん中学生イングリッシュデイ」、ＡＬＴを活用

した小学校の外国語活動や教員研修の実施により外国語教

育の充実を図り、また、室蘭工業大学との連携等によるも

のづくり体験活動や中学校の職場体験学習を通じた職業

観・勤労観を育む進路指導の充実、郷土室蘭の自然や環境

に対する理解を深める港ふるさと体験学習や「交通エコロ

ジー教室」等の環境教育、小中連携推進会議について成果

や課題を整理し、今後の展開の考え方については、国際理

解教育の輪を広げるため、小学校出前講座を今後も継続し

ていくことやＡＬＴ派遣につきましても、指導方法の工夫・

改善を図っていくこと、ものづくり体験活動などについて

は、市長部局や関係団体・企業と連携して充実を図ること、

港ふるさと体験学習につきましては、関係機関や団体と連

携を図りながら充実に努めること、環境教育については、

地域素材の積極的な活用などを図りながら取組の充実を図

り、小中連携については成果のあった取組について交流す

る機会の確保や、教職員、保護者、地域への取組状況の周

知を図り、共通の視点のもとに小中連携を推進するよう努

めることを記載しております。次に、１４ページの「６ 私

学に対する支援について」では、市内私立高校や専修学校

への振興補助等について、国及び道の助成の充実を要望す

るとともに、今後も本事業を継続して行うことを記載して

おります。続きまして、第２の柱、「信頼される学校づく

りの推進」であります。１５ページの「７ 開かれた学校

づくりの推進について」では、学校便りの地域回覧やホー
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ムページ、学校評議員会を通じて、保護者や地域住民への

説明責任の充実に努めたほか、職業体験、ボランティア教

育等の教育活動における地域の教育力を生かした地域に根

ざした開かれた学校づくりの推進などについて成果や課題

を整理し、今後の展開の考え方では、学校統合が続いて行

くが、今後もこれまでに確立した地域との繋がりを継続し、

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、服務規律の徹底により信頼される学校づく

りの推進に努めていくこと、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する

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に努めることを記載しております。

次に、１６ページ「８ 教職員の資質・能力の向上につい

て」では、初任者研修、５年・１０年経験者研修、地域連

携研修や道立教育研究所研修講座等、胆振教育局と連携し

た取組や、教育研究所公開授業や教科指導、発達障害、新

学習指導要領への対応を踏まえた独特な外国語教育などの

研修を通じて資質・能力の向上に努めたこと、胆振教育局

や本市の指導主事による指導・助言などについて成果、課

題を整理し、今後の展開の考え方としては、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や本

市の課題を踏まえた研究体制を継続するとともに、指導主

事による指導・助言により教員の授業改善や授業力の向上

に努めること、また、業務改善や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むこととしており

ます。次の１８ページ「９ 教職員の服務規律について」

では、交通事故・違反等の不祥事防止に向けたハンドブッ

クや懲戒処分事例の資料を活用した不祥事防止に向けた取

組等を行っているものの、教職員の交通事故・違反が年々

増加傾向にあることから、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するとともに、道内で問題とな

っている飲酒運転の根絶に向けて取り組みを徹底すること、

体罰その他の不祥事についても防止に向けた意識向上を図

る取組を継続して行っていくこととしております。次に、

第３の柱、「子どもたちが安全・安心に学べる教育環境の

整備」でありますが、１９ページの「１０ 不審者対策に
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ついて」では、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、防犯教室や防犯訓練を実施するとともに、

被害の抑止効果を狙いとした学校、町会、地域パトロール

隊による市内一斉巡回活動の実施や、不審者被害情報メー

ル、防犯メールの活用等を行っておりますが、今後も児童

生徒の安全確保に万全を期す必要があることから、安全確

保体制の構築とともに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としております。次の

２０ページ「１１ 防災教育について」では、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」や学校ごとの「防災計画・防災教

育計画」に基づく、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等を行い、自然災

害に対する理解を深めるととも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ほか、教職員に対しては

研修の実施や周知徹底に努めたが、自然災害については定

期的な訓練の実施や関係機関との連携を図った防災教育が

必要であることから、今後も校長のリーダーシップのもと、

教職員の危機管理意識を一層高めるとともに、各校におけ

る防災計画・防災教育計画の見直し・改善と周知徹底を図

っていくこととしております。２１ページの「１２ 学校

給食について」では、安全で安心な学校給食の提供につい

ては、衛生管理に努めるとともに栄養教諭の指導のもと、

委託業者と連携して安全で安心な給食の提供に努めること、

給食費の滞納対策については、収納対策の強化や納付啓発、

児童手当からの充当などの取組により全体として収納率の

向上が図られたことなどを記載しております。次に、２２

ページの「１３ 学習環境の整備について」では、第３期

学校適正配置計画の最初の統合校である蘭北小の整備が完

了し、平成２８年４月に開校、平成３０年４月開校予定の

白蘭小については、実施設計やプールなどの解体が完了す

るなど、着実に統合準備が進んでおり、第３期学校適正配

置計画の残りの対象地区については、平成３２年４月開校

予定の東明地区の統合小学校の校区の見直しを行ったとこ

ろであり、これらと天沢小、大沢小の編入統合についても

順次、統合推進協議会の設置に向けて、学校・保護者・地
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域との協議を進め、保護者や地域の理解を得ながら子ども

たちの教育環境の向上を図っていくこととしております。

最後の第４の柱、「人とまちが生きる生涯学習の推進」で

ありますが、２３ページ「１４ 男女平等参画社会の形成

について」では、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」に基づき、男女平等参画社

会の実現に向けた情報提供、講演会等の取組のほか、女性

リーダーの育成について記載しており、今後も情報誌の紙

面内容を創意工夫した情報発信や、関心が高く話題性があ

り、参加しやすい講演会の開催、各種審議会や町会、自治

会、ＰＴＡ会長等での女性登用率の増加に向けた取り組み

などを行うこととしております。２５ページの「１５ 読

書活動推進について」ですが、親子読書ふれあい事業ブッ

クスタートや読み聞かせボランティアの育成のほか、ふく

ろう文庫等の寄贈図書の蔵書公開や読書普及、港の文学館

においては俳句や古典などに親しむ企画展や朗読会を開催

し、文学館の魅力の向上を図ったことを記載しており、今

後も第２次子どもの読書活動推進計画を推進し、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

ができる読書環境の充実を図ることや、港の文学館におい

ては、催しの開催などを通じ地元文学の周知と理解を図り、

施設の利用促進を図ることとしております。２７ページの

「１６ 文化振興及び文化財の保護・活用について」では、

文化センター管理棟の耐震改修工事を行い、リハーサル室

及び地下駐車場の耐震改築実施設計については、利用者意

見を聴収し、設計内容に反映するなど、安全・安心な施設

利用環境の確保に努めること、文化芸術に親しむ事業を継

続的に展開していくこと、文化財の保護と活用については、

保存修復や、公開活用の取組みについて記載しております。

次の２８ページの「１７ スポーツ振興について」では、

学校統合に伴う体育館開放校の減少に対応するため、中学

校の計画的な開放や閉校体育館の活用による市民のスポー

ツに親しむ場の確保、３６ホールに拡張した白鳥大橋パー

クゴルフ場の大規模大会の開催誘致、老朽施設の施設整備

等について記載しております。次の３０ページの「１８ 生

涯学習環境の整備について」では、生涯学習センターにつ
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いては設計・建設・維持管理運営業務を包括的に実施する

事業者の選定についてのスケジュールや課題、（仮称）環

境科学館・図書館については市民意見を集約した基本計画

の策定や維持管理運営体制や事業展開などの課題、（仮称）

総合体育館については利用者や関係団体・専門家の意見を

反映した基本計画の策定や事業手法、事業実施時期などの

課題について整理しております。次に、３２ページをご覧

いただきたいと存じます。「Ⅲ 学識経験者の意見」でご

ざいますが、５名の学識経験者から、ただ今、ご説明いた

しました１８事業についての取組状況、成果、課題等につ

いてご意見やご助言をいただいたところであり、その内容

は３２ページから３７ページの間に「点検及び評価に関す

る意見」として記載しております。今回いただいた御意見

やご助言などにつきましては、今後の施策、事業等の展開

に反映させていただく考えでございます。なお、今後のス

ケジュールでございますが、次回の教育委員会定例会を８

月２５日に１週間前倒しで開催し、議決をいただく予定と

しております。その後、来月５日に開会いたします第３回

室蘭市議会定例会の所管委員会へ報告を行ったあと、本市

のホームページ等で公表する予定となってございます。説

明は、以上でございます。 

 

國枝教育長       ただいまの説明に対して御質問等はありますか。 

 

前田委員        道徳教育についてですが、7ページの中では「読み取る

道徳」から「考えて議論する道徳」へ転換を図るというこ

とだったのですが、これを具体的に「議論する道徳」へと

いうのはどういった授業内容なのか。道徳というものが漠

然としているので授業内容が分からないでいたのですけれ

ど。 

 

本田指導主事      今までの「読み取る道徳」と言うのは副読本などを活用

して、登場人物の気持ちを読み取るだとか、あたりまえの

ように用意されている答えを答えるような国語的な活動の

多かったところから、子ども達が私はこういった考えを持

っているということを議論をするような授業の進め方に転
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換していく必要があるのではないかということで、平成３

２年からの学習指導要領があるのですが、２年前倒しして

平成３０年から小学校では示されていまして、そういった

ように変えていくという内容です。 

 

前田委員        道徳の手引きのような物を読むばかりではなくて、それ

を題材にして、子ども達の意見を聞いたりといったことに

移行していこうということですね。道徳というと難しいと

かねがね思っていたのです。ありがとうございました。 

 

國枝教育長       他にございませんか。 

 

前田委員        ３４ページに出てきていて、これまでも度々見てきたの

ですが、がん教育という言葉が出てくるのですが、子ども

達にがん教育をするというのは、どのような内容になるの

ですか。 

 

杉野指導主事      がん教育というよりは、生活習慣病によってがんになっ

てしまうこともありますということなので、生活習慣病を

予防していけばリスクも減っていきますという教育です。

したがって、がんそのものの細胞がどうというような話で

はありません。 

 

前田委員        日常の生活でここを直していかなければ、がんになる可

能性がありますということですね。 

 

杉野指導主事      がんになるリスクが高まってしまうので、リスクを回避・

制限するための教育です。 

 

前田委員        意外とがんと聞くとまだ、これはどうにもならないぐら

い大変な病気だという意識があるわけで、小さい頃にそう

いったことを聞くと、必要以上にがんは大変だと思い込ん

でしまうのではないかという気がしていたのですが、日常

の生活と繋げると分かりやすいのかも知れませんね。あり

がとうございます。 
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國枝教育長       それと、親が健診を受けなかったりすることに対して、

子どもがそれを伝えて、子どもの方から注意喚起するよう

な効果も期待されています。 

 

前田委員        子どもが暗く捉えるというよりも、子どもの目から見て

家族の親御さんに向けて気をつけてと言うような程度なら

いいですね。 

 

國枝教育長       そこで、家族の会話が出てくるという効果もありますね。

これに関しては西里委員のほうがお詳しいと思いますが、

ピロリ菌という胃がん等の要因となることが高いものの検

査について、今年から中学校２年生、今年は３年生まで対

象としていますが、そういったことも早く体の中にピロリ

菌を見つけて除菌することが出来れば、胃がんになるリス

クも非常に減るということで、その検査も学校の健診の中

で今年から始めました。 

 

西里委員        厚生省がそういう一貫教育ということに転換して、重点

的にいろんな教育とか予防を始めたのではないかというこ

とで、そして室蘭市もがん対策を作っているし、道医師会

もそういったことだし、道もそういった形で、日本でがん

を予防して、がんで亡くなる人を減らそうという施策をし

ている。今確かに胃がんにしても薬がかなり効くような形

になってきて、治療が良くなってきているけども、その前

に胃がんやＣ型肝炎など肝がんをピロリ菌によって起こす

割合が８割ぐらいあるということで、まずピロリ菌に感染

している人を早い段階で除菌して胃がんを起こさせないと

いう形をやっていければがんで亡くなる人も少なくなるか

という事でしょうか。 

 

前田委員        子どもの頃からそういった知識は必要ということですね。 

 

西里委員        必要というか、そういったことを自然に、なぜこのよう

な健診をするのかということを学校も教えるでしょうし、

今分かっていることはピロリ菌でがんになることは間違い

なくあるし、ただそのためには、ある程度一定の期間が必
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要だから。今は大体５０過ぎになったときに萎縮性の胃炎

だとか、その胃炎からがんの方にだんだん進んでいくとい

うことが分かってきているから、あるところでブロックし

ていくためには、ピロリ菌を無くしていこうというのが最

近の考え方なんですよね。だからある程度予防する、治療

も良くなってきたし、ある程度こういうものを感染予防す

るとがんになる人が少ないという過程がある程度分かって

きたので、がん条例のようなものを作って、がんを予防す

るということですね。 

 

前田委員        遺伝ではないと最近は強調されてきているけれど、おじ

いちゃんやおばあちゃんが、がんだったとかの話を子ども

の頃から聞いていると、なんとなく自分ももしかしたらと

思うことはないだろうか。 

 

西里委員        やはりがんの遺伝もあると思う。 

 

前田委員        体質は受け継ぐが、遺伝はないなど聞きますが。 

 

西里委員        乳がんなど遺伝子を持っているとかなり若いときから乳

がんになることも分かってきている。だから今回ピロリ菌

の健診をすることが決まったことによって、室蘭、それか

ら道ほとんどの小・中学校でそういう検査をするようにな

ったというのもここに入ってくるのではないでしょうか。 

 

前田委員        子どもの周りには現実的な問題が多いのですね。 

 

國枝教育長       他にご質問ございませんでしょうか。 

 

西里委員        これは教育委員会として提出するものですけど、逆に学

力テストをしたときに、各学校でもそういう自分たちの評

価、それから今後の展望などを教育委員会は集めています

か。 

 

本田指導主事      集めています。年度末に学校から自己評価のようなもの

を集めまして、次年度の方向性に生かすということを進め
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ております。 

 

西里委員        それで、どれぐらい次の年の学力などの成果に繋がって

いるかと、また学校から提出されたものを教育委員会とし

てはどのような形でフィードバックさせるのでしょうか。 

 

本田指導主事      学力向上推進委員会というものを大体２月に開催してい

るのですが、その中で、今後の目的としては、小学校・中

学校の校長会と教頭会と学識経験者の方にもいらしていた

だいて、教育長と指導班も含めて、各学校から集めた自己

評価について意見交換しながら、ここを重点的に行ってい

かないとなど、次年度の方向性を確認していくところでは

あります。 

 

西里委員        それともう１つ、今各学校から提出された課題などと、

室蘭市の小中学校としての課題がある。そこから行うべき

ことは見えてきますよね。そうしたときに、各学校に振り

分けた市の教育委員会として、学校にこういったことを重

点的にというような基本立てなどは行っているのですか。 

 

本田指導主事      その中で話し合ったものは、まとめてこういう方向性に

なりましたということで各学校に連絡させていただいてお

ります。学校の方はその自己評価とこちらから出した話し

合いのまとめを元に、次の年の学力基本計画を毎年組んで

いますので、改善をＰＤＣＡサイクルをうまく回せるよう

にはしております。 

 

西里委員        去年か今年に数学とかの成績を見せてもらったのですが、

国語とかは確かに成績が上がっているし、みんないい方に

点数が動いていて、これは全国の傾向として同じだが、数

学だけはやはり悪く、伸びていないですよね。国語の成績

は大体こういう風な比例的、特性的なカーブで増えていく

という形ですが、数学だけはそうはならず。これは全国的

な形ですが、それがずっと続いているということはどこか

でそこを切らないと伸びないと思われるのですが。 
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本田指導主事      確かに二方になっているのは室蘭市の課題なんです。算

数については特に弱点になっている理由も毎年明確になっ

ています。同一児童生徒の経年変化で見ると、少しずつで

はあるのですが、改善の方向には進んでいます。 

 

西里委員        実際指導に当たる方としても、どういった形で今後教育

を行っていくか、もう少し各学校に任せていく方がいいの

かなという気もするし、教育委員会の指導を強めていって

もいいのかなとも思います。指導の仕方とかをある程度パ

ターン化するのも１つの手なのかなと思う。学校にただ頼

ってるとどうしても同じ形でずっと進んでいくのかなとい

う気がします。もう少し教え方をパターン化して、１つ形

にはめて上がるかどうか見るのも１つの手かなと、見てき

てそのように感じるのですが。 

 

國枝教育長       何回もテストが行われていまして、大体傾向なり色々な

ことを分析されてきていますし、今年はもう少しで発表が

あるので、過去の経過等も踏まえまして、市教委として何

が出来るのか、どこを重点的に、どういった形で現場に返

していくかということは検討していかなければならないな

という風に思います。他にありませんか。これは、次回議

案ででるのだったでしょうか。 

 

大谷総務課長      はい。昨日お配りして、今日ご説明させていただいて、

次回２５日の定例会のときに議決という形で進めさせてい

きたいので、もし今日以降に何かお気づきの点がございま

したら、次回２５日の一週間前ぐらいまでに、教えていた

だけたら、次回は反映させた資料で議決をいただきたいと

思います。一応１８日頃を目途にお気づきの点ございまし

たら、ご連絡いただけると助かります。 

 

國枝教育長       疑問点やこれが分かり難いといったことでもかまいませ

んので何かありましたら、市教委の総務課の方にご連絡い

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、報告第３号は終了いたします。次は、日程第７

報告第４号平成２７年度におけるいじめ、不登校、暴力行
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為の状況報告の件を議題といたします。事務局の説明をお

願いします。 

 

杉野指導主事      平成２７年度における、いじめ、不登校、暴力行為の状

況について報告申し上げます。この資料につきましては「平

成２７年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に

関する調査」の結果をまとめたものでございます。資料の

１ページをご覧下さい。はじめに、平成２７年度における

いじめの状況等についてでございます。まず、「１ 小中

学校におけるいじめの認知件数の学年別、男女別内訳」に

ついては、昨年度１年間の総数となりますが、小学校にお

いては６校でいじめを認知し、件数は４３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。男女別でみま

すと、男子が２９名、女子が１４名となっております。続

いて、中学校では、昨年度は６校でいじめを認知しており、

総数は４３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２６名、女子が１

７名となっております。小中学校を合わせますと昨年度１

年間で８６件のいじめが認知されております。その下の年

度ごとの推移をご覧願います。こちらは平成２１年度から

平成２７年度までの、いじめの認知件数の推移でございま

すが、昨年度の認知件数は、一昨年度と比較して小学校で

増加しております。このことについては、昨年の８月１７

日に文部科学省よりいじめの認知に関する考え方の一部見

直しについてとの依頼文書が発出され、今まで以上に積極

的に認知するようにとされたことから、学校においてこれ

まで以上に危機意識をもって、いじめの解消に向けた取組

のスタートラインに立っている結果であると捉えておりま

す。次の「２ いじめの現在の状況」についてでございま

すが、全て解決済みとの報告を受けております。しかしな

がら、子どものいたずらや嫌がらせが、いつ、いじめへと

変わっていくかは、予想がつくものではありませんし、未

然防止策が完全であるとも言い切れませんことから、引き

続き注意深く見守っていくよう、各校に指導しているとこ

ろでございます。各校においては、把握し切れていないい

じめの可能性を常に視野に入れながら引き続き注意深く見
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守っている状況でございます。次に「３ いじめ発見のき

っかけ」につきましては、ほとんどがアンケート調査など

学校の取組により発見されるケースとなっております。２

ページをご覧下さい。「４ いじめられた児童生徒の相談

の状況」につきましては、複数回答可能な設問となってお

りますが、いじめられた児童生徒がもっともよく相談する

相手は学級担任、次に保護者や家族となっております。「５ 

いじめの態様」についてでございますが、小中学校ともに、

一番上の項目、「冷やかしやからかい、悪口などを言われ

る」がもっとも多く、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、こちらは例年とほぼ同様の傾向とな

っております。懸念される数字としましては、パソコン等

での誹謗中傷が中学校で３件と、それほど多くはないもの

の、インターネットによるいじめにつきましては、発見し

にくい点、今後更に深刻化する問題として特に注意が必要

な項目であると考えております。続いて３ページをご覧下

さい。「６ いじめる児童生徒の状況」の人数でございま

すが、中学校におきまして、２～４人という複数によるい

じめが、もっとも多い点が懸念される点でございます。先

ほどの「５いじめの態様」の結果と合わせますと、集団に

よる仲間はずれや無視というよりも、集団による冷やかし

やからかい、誹謗中傷という内容がもっとも多いと分析で

きます。この中心となっている児童生徒については、小学

校・中学校ともに、同級生からのいじめが多い傾向にござ

います。「７ いじめる児童生徒への対応」につきまして

は、全ケースで、学級担任や他の教職員が聞き取り及び指

導を行っているという結果となっております。また、全て

の事案について、保護者への報告がなされており、早期解

決に向けた保護者との連携という点で、大きく改善が図ら

れております。４ページの「８ いじめられた児童生徒へ

の対応」についてですが、こちらにつきましても、いじめ

る児童生徒への対応と同様、学級担任や他の教職員による

聞き取り及び継続的な面談やケアが中心となっております。

「９ 保護者と連携した状況」につきましては、いじめを

認知した時点や指導途中、指導後の報告も含めますと全て
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の事案で家庭と連携が図られていることは、再発防止につ

ながるものと考えております。また、その下の「１０ 保

護者の対応に苦慮している事例」はございません。５ペー

ジをご覧下さい。平成２７年度における不登校の状況等に

ついてでございます。まず、「１ 小中学校における不登

校児童生徒の在籍学校数」でございますが、小学校は５校、

中学校が７校となっております。また、「２ 不登校児童

生徒数及び学年別内訳」につきましては、小学生が７名、

中学生は５６名となっております。学年別、男女別の内訳

は記載のとおりとなっております。不登校児童生徒数の推

移でございますが、小学校においては平成２１年に不登校

児童数が３５名で、出現率が全国の２.５倍という大変多

い状況にありました。また、中学生においては平成２２年

度に６７名と多い状況にございまして、各学校に対しまし

ては、訪問アドバイザーとの連携強化、不登校傾向に至る

初期の段階においての指導・支援の強化を指示してまいり

ました結果、小中学校ともに減少傾向に転じていましたが、

平成２７年度は前年度比、中学校で微増となっております。

なお、不登校出現率の表につきましては、この後、本調査

の全道・全国集計が行われ、後日結果が公表されますこと

から、現時点では平成２７年度の全道・全国の欄が空欄に

なっております。６ページの不登校となったきっかけと考

えられる状況についてまとめてございます。いろんな要因

が絡んでくるので、これが原因だと一つに絞ることは決し

てできませんが、主たる原因として、友人関係をめぐる問

題を要因とするものが多くなっております。７ページをご

覧下さい。「４ 不登校児童生徒への指導結果状況」につ

いてでございますが、小学校は７人中１人、中学校は５６

人中１７人と、全てとはまいりませんが、全体で約３０％

の児童生徒が指導の結果、登校できるようになっておりま

す。「５ 登校できるようになった児童生徒に効果のあっ

た学校の措置」についてですが、全教師の共通理解を図り、

学校全体での指導にあたること、学校復帰へのステップと

して別室登校など、登校しやすい環境を工夫すること、電

話や家庭訪問などを通して保護者と連携すること、スクー

ルカウンセラー、相談員、訪問アドバイザー等との連携な
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どが、効果的であることが見て取れます。８ページの「６ 

不登校児童生徒が相談・指導等を受けた学校内外の機関

等」についてでございますが、校外で最も多いのが適応指

導教室となっております。また、校内においてはスクール

カウンセラーや相談員の活用が図られております。９ペー

ジをご覧下さい。平成２７年度における暴力行為の状況に

ついてでございます。暴力行為の発生学校数等でございま

すが、小学校につきましては、１件も報告はございません

でした。中学校につきましては、２校から報告がございま

して、学校内での発生件数が１１件となっております。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、平成２４年１２月に策定いたしました

「室蘭市いじめ問題総合対策」及び一昨年４月に策定いた

しました「室蘭市いじめ防止基本方針」に基づきまして、

１０ページに記しております未然防止の観点から、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。一つ一つの内容につきましては、こ

れまでも説明させていただいた内容でございますので、こ

こでは割愛させていただきます。報告は以上でございます。      

 

國枝教育長       ただいまの説明に対して御質問等はありますか。これは 

とにかく０を目指さなければならない問題ですけれど、色々 

な形で取り組みのいい事例だとか、そういった情報の共有 

化も重要だと思いますし、未然防止が一番大切ですけれど、 

万が一起こったときには早期対応ということがもっとも重 

要じゃないかなというように考えております。それでは、 

報告第４号は終了いたします。次は日程第８議案第１号平 

成２９年度使用小中学校用教科用図書採択の件を議題と 

いたします。事務局の説明をお願いします。 

 

中野学校教育課長    議案第１号平成２９年度使用小中学校用教科用図書採 

択の件についてご説明申し上げます。小中学校で使用する 

教科書は、法令上、４年間は同一の教科書を採択すること 

とされており、議案第１号参考に関係法令の抜粋を掲載し 

ておりますが、小学校の教科書は平成２６年度に、中学校 

の教科書は平成２７年度に採択替えを行っており、それぞ 
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れ議案第１号別紙１及び別紙２に記載の教科書を使用して 

おりますことから、法令の規定に基づきまして、平成２９ 

年度につきましても、同一の教科書の採択について、ご提 

案申し上げるものです。以上でございます。ご審議のほど 

よろしくお願いいたします。 

 

國枝教育長       ２９年度については変えるという事ではなくて継続して

ということでございます。ただいまの説明に対しまして御

質問等はありませんか。ないようでしたら、議案第１号は

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

國枝教育長       御異議がありませんので、原案のとおり可決いたします。

以上で本日の日程は全部終了いたしました。これをもちま

して平成２８年第８回室蘭市教育委員会定例会を閉会いた

します。 

 

 

本委員会の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

室蘭市教育委員会教育長   國 枝   信 

 

室蘭市教育委員会委員     前 田 弘 子 

 

会 議 録 調 製 員      大 谷 裕 司 


