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平成２８年度第２回室蘭市総合教育会議 会議録 

 

１  日  時           

平成２９年２月１５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３階議会第１会議室   

 

３ 次 第 

 

１．協議事項 

（１）平成２９年度教育予算に係る主な事業項目及び予算内示額につい                   

   て 

 

（２）本市の学校教育の現状と成果・課題について 

 

 

 

 

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 稲川委員   

大柴総務部長 杉本教育部長 大須賀教育指導参事 山﨑総務課長 大 

谷教育部総務課長 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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杉本教育部長       それでは、定刻になりましたので、ただいまより平成

２８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         それでは、よろしくお願いいたします。本日は、平成

２９年度教育予算に係る主な事業項目及び予算内示額

学校教育の現状と成果・課題として本市児童生徒の学力

の概要、全国体力・運動能力・運動習慣等の調査結果、

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、平成２９年度教育予算に係る主な事業項目及

び予算内示額について、事務局の説明をお願いいたしま

す。 

 

杉本教育部長       それでは、平成２９年度教育予算に係る主な事業項目

及び予算内示額についてご説明申し上げます。前回教育

委員会定例会にて議決いただいた平成２９年度教育費予

算について市長に意見書を提出したところでありますが、

２月６日に平成２９年度予算内示が発表になりましたこ

とから、前回、ご説明させていただいた教育費予算の主

な事業と予算内示額についてご報告するものでございま

す。資料をご覧ください。前回、参考資料としてお渡し

した教育費予算の主な事業について、内示額を記載させ

ていただいております。なお、学習支援員や心の教室相

談員などの人件費については、記載していなく、事業費

のみの記載とさせていただいております。それでは、主

な事業の内示額についてご説明していきます。１の学校

教育事業の促進では、（１）学力向上事業でございます

が、標準学力調査実施・研究奨励校指定について１，７

０６千円としております、（８）スクールバス・タクシ

ー運行について１億３，８０５万６千円となっているほ

か、２ページ上段に記載しております（１０）コミュニ

ティスクール導入促進事業が１５万２千円となっており
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ます。次の２の学校施設・設備の整備では、（１）学校

環境整備としまして各学校の修繕に係る工事請負などの

６，２５５万３千円を、次の３の統合校整備事業では、

白蘭小の校舎棟建設費で１０億８，８４８万８千円、体

育館棟建設費で３億８，９９２万２千円のほか、高砂・

水元統合小学校の地質調査１，２７０万１千円、実施設

計委託として６，９６１万円を、次の４の学校給食セン

ター施設・設備の整備では、学校給食用食器更新として

１，８９０万円を計上しております。３ページに移りま

して５の読書活動の推進では、親子読書ふれあい事業５

５万５千円や図書購入費１，５０６万１千円を、次の６

の社会教育事業の推進では、社会教育委員研究大会、社

会教育主事等研修に係る予算として２７万３千円を、次

の７の男女平等参画事業の推進では、男女共生セミナー

２３万８千円や女性リーダー国内派遣に係る経費として

２０万円を、８の芸術・文化の振興では、定住自立圏文

化事業の１００万円のほか、蒸気機関車移設活用事業と

して４２０万２千円を、９の青少年の健全育成及び非行

防止の推進では、青少年関係団体等への補助として４０

７万９千円を計上しております。４ページに移りまして

１０の社会教育施設の整備では、文化センターリハーサ

ル室整備として２億３８１万９千円、（仮称）環境科学

館・図書館の整備では、実施設計等で１億２，４９４万

１千円を計上し、生涯学習センター整備では、整備事業

者による実施設計、建築工事などで７億４，７７４万４

千円、最後でございますが、１１のスポーツの振興及び

施設整備として地区スポーツ振興会補助２１６万８千円

のほか、入江運動公園陸上競技場などの備品整備で１，

６５８万９千円を計上しております。主な事業に係る予

算内示は以上でございますが、来年度当初予算について

は、最終的には２月２７日から開催される第１回室蘭市

議会において審議後、決定となります。説明は以上でご

ざいます。 

 

青山市長         続いて、教育予算に関連し、平成２９年度室蘭市一般

会計予算の概要について説明いたします。資料平成２９
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年度室蘭市予算の概要の１４ページをご覧ください。一

般会計の予算規模につきましては、前年度の当初予算額

と比較いたしますと、主に建設事業費の増加などにより、

２０億１００万円増の４４２億３,８００万円を予定し

ております。歳入では、地方消費税交付金などの一般財

源収入の減少が見込まれるなか、歳出では、人件費や繰

出金などが減少する一方で、生涯学習センターやフェリ

ーターミナルなどの建設事業費が大きく増加しておりま

すが、基金などの財源の有効活用のほか、事務事業の見

直しや事業の厳選化を図る中で、収支均衡予算の編成が

達成できたところであります。新年度予算は、私にとり

まして、市長として、２期目の任期折り返しの年に当た

ることから、７つの戦略・５０の取り組みの着実な実施

と、本市の総合戦略に基づいた、各種関連事業の積極的

な展開により、人口減少の抑制や誇れる室蘭づくりの早

期実現を目指してまいりたいと考えております。新年度

予算における主な施策でありますが、２ページをご覧く

ださい。子育て施策のさらなる充実や人口減少対策とし

て、新たに子育て・若年者世代転入者マイホーム購入助

成金を創設し、子育て・若年者世代の本市への移住を積

極的に推進いたします。また、この助成金は、空き家の

リフォーム助成 など、新年度より制度内容を拡充する

空き家活用促進事業との併用を可能とし、空き家対策に

ついても、併せて推進してまいります。建設事業費では、

公共施設の老朽化や再編整備に対応し、これまで進めて

まいりました学校建設や市営住宅の建替えに加え、生涯

学習センターや(仮称)環境科学館・図書館などの大型建

設事業が本格化するなか、新たに、火葬場や共同墓の整

備に着手いたします。また、将来を展望した都市機能の

充実を図るため、現行の都市計画マスタープランの見直

しを含めた立地適正化計画の策定のほか、室蘭港の方向

性を抜本的に見直し、新たな航路や企業誘致などに繋げ

るため、港湾計画の改定に、着手してまいります。さら

に、平成３０年度のフェリー航路の就航に向けた取り組

みといたしましては、フェリーターミナルビルをはじめ

とした関連施設整備のほか、宮古市との交流事業として、
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積極的な情報発信や各種イベント等への参加などにより、

市民・産業・観光交流を深め、フェリー航路の就航へ向

けて、まちの気運を一層高めてまいります。以上、新年

度予算の概要を申し上げましたが、新年度予算において

は、一般財源収入が減少するなか、公共施設の老朽化や

再編整備に対応した、大型建設事業が本格化し、今後は、

多額の財政負担が見込まれる、大変、厳しい状況下での

行財政運営が続くことが想定されますが、各種施策の推

進と、積極的な行財政改革に取り組む中で、住みたい・

住み続けたいと思えるまち、誇れる室蘭の実現を目指し

て、行財政運営にあたってまいりたいと考えております。

参考になりますけれど、先ほど国土交通省からプレスリ

リースをいたしましたけれど、今まで本市が取組んでお

ります、室蘭グリーンエネルギータウン構想というもの

がありますけれど、それが国土交通省大臣賞の受賞が決

定したということで、第１回先進的まちづくりシティコ

ンペというものにエントリーしていたのですが、それが

受賞を受けるということで、手前味噌ではありますが、

１１月に広報動画が総務大臣表彰を受賞いたしまして、

１年間で２つの大臣表彰を受けることができたことは、

市民の皆様をはじめ、多くの職員を含めた頑張りのおか

げだと感じているところでございます。ただいまの説明

に対しまして、ご質問等はありませんか。ないようでし

たら、次の議題に移りたいと思います。それでは、本市

の学校教育の現状と成果・課題のうち、本市児童生徒の

学力の概要について、事務局の説明をお願いいたします。 

 

本田指導主事       私からは室蘭市児童生徒の学力の概要、こちらは全国

学力・学習状況調査の結果から説明させていただきます。

別添の資料１をご覧ください。こちらが本市の学校ごと

における学年教科別学力到達度を表したもので、９段階

に分かれておりますが、全国平均値を同程度とみなして、

中の数字は本市の学校数を表しております。太枠で囲ま

れた部分は全国水準値ということで表させていただいて

おります。この資料１から見られる成果といたしまして、

小学校では３年続けて国語Ｂが全国平均値を超えている
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こと、また、中学校においてはほとんどの学校が全国水

準値に到達しており、学校間の差が解消されてきている

こと、課題といたしましては、小学校では依然学校間の

差が見られ、学力階層の引き上げに課題が残ることが挙

げられます。続きまして、別添の資料２をご覧いただき

たいのですが、こちらは全国水準値内の同一児童生徒に

よる学校数の推移でありまして、平成２５年の小学校６

年生が受けた全国学力調査の結果から、その同一児童が

中３になった今年度に受けた全国学力調査の結果を棒グ

ラフで表しております。こちらから見られる成果といた

しまして、小中ともに第２期学力向上基本計画以前の平

成２５年度と全国水準値の到達率を比べますと、大幅に

改善されている傾向が見られます。続きまして、資料３

をご覧ください。こちらは各教科の経年比較でございま

す。こちらから見られる成果といたしましては、小学校

では全ての教科において、全国平均値と比べて学力が改

善された状態を維持したまま推移していること、中学校

においては、特に数学において向上が見られることを成

果として挙げさせていただきます。続きまして、先ほど

見ていただいた資料２と別添の資料４、こちら２つをご

覧いただきたいのですが、こちらは同一児童生徒の各教

科の経年比較を表したものです。成果といたしましては、

どちらの資料からも全国平均値と比べますと全体的に改

善傾向が見られ、年を追うごとに学力の改善が図られて

いること、特に資料４からは、算数、数学における改善

が著しいことが見て取れます。最後になりますが、資料

５をご覧ください。こちらは室蘭市の弱い領域を棒グラ

フで表したものと、レーダーチャートで比較したもので

すが、成果といたしましては、小学校においては課題で

あった書くこと、こちらが国語Ａ、Ｂともに全国平均値

を上回っていること、また、算数の図形についても改善

傾向が見て取れます。中学校においては、数学において

全体的に改善しているのですが、特にレーダーチャート

を見ますと、関数と数と式の領域が大幅に改善されてい

ることが見て取れます。課題といたしましては、こちら

もレーダーチャートからですが、小学校においては、算
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数の数量関係、特に算数Ｂの数量関係に課題が見られる

こと、中学校においては、国語Ｂの書くことに課題が見

られます。今後につきましては、今月２０日、室蘭市学

力向上推進委員会を開催いたしまして、関係者が集まり

協議を行い、室蘭市学力向上基本計画の見直しを行うと

ともに、来年度へ向けて方策を打ち合わせる会議の後、

今後の学力向上にかかる取組みを進めていきたいと考え

ております。私からは以上でございます。 

 

青山市長         ただいまの説明に対しまして、ご質問等はありません

か。ないようでしたら、次の議題に移りたいと思います。

それでは、全国体力・運動能力・運動習慣等の調査結果

について、事務局の説明をお願いいたします。 

 

杉野指導主事       平成２８年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査の

結果について、ご説明いたします。お手元の資料の１ペ

ージ目資料１をご覧下さい。１の調査対象ですが、市内

の小学生６２２名、中学生６８２名を対象に１学期に調

査したものです。調査結果の概要について説明いたしま

す。調査内容ですが、実技調査は、小中共に８種目とな

っており、種目名は記載の通りでございます。小学生が

ソフトボール投げ、中学生はハンドボール投げという違

いがあります。また、中学生はシャトルランと持久走の

いずれかを選択して、学校としては８種目ですが、室蘭

市の集計としては９種目となっております。質問紙調査

においては、運動習慣等の状況や体育授業の状況につい

て問う内容となっております。２ページをご覧願います。

体格や体力の状況について、学年ごとにご説明いたしま

す。まず、図のレーダーチャートですが、こちらは各種

目のＴ得点をもとに作成したものとなっております。Ｔ

得点とは全国平均を５０として、基準にしたもので、図

では点線が全国、線に三角のポイントが北海道、黒の濃

い線に丸いポイントが室蘭市を表しています。右の図が

今年度の結果、左の図は昨年度の結果も載せております

ので、比較してご覧いただきたいと思います。まず１の

小学５年生男子の結果についてですが、体格については、
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身長・体重ともに全国平均を上回り、全道平均より若干

下回っております。肥満傾向ついて、中・高度の肥満の

出現率が全国より高く、全道より低くなっております。

体力の状況についてですが、８種目中２種目、長座体前

屈・立ち幅跳びで全道・全国平均を上回っており、３種

目、握力・５０ｍ走・ソフトボール投げで全道・全国平

均を下回っております。残る３種目は全道平均を上回っ

ております。下には体力合計点のＴポイントで表した経

年比較をグラフで示しております。こちらをご覧いただ

きますと昨年より下がってはいるものの、全道平均を超

え、全国平均は下回ったものの、ほぼ全国平均並みの結

果となっております。３ページをご覧願います。続いて

２の小学５年生女子の結果についてですが、体格につい

ては、身長・体重ともに全道・全国平均を若干上回って

おります。肥満傾向ついて、中・高度の肥満の出現率が

全道・全国より高く、高度のやせの出現率も全道・全国

より高くなっております。体力の状況についてですが、

８種目中２種目、長座体前屈・反復横跳びで全道・全国

平均を上回っており、８種目中２種目、５０ｍ走・ソフ

トボール投げで全道・全国平均を下回っております。残

りの４種目は全道平均または全国平均を上回っておりま

す。体力合計点は男子同様に全道平均を超え、全国平均

は下回ったものの、ほぼ全国平均並みの結果となってお

ります。４ページをご覧願います。続いて３の中学２年

生男子の結果についてご説明いたします。体格について

は、身長・体重ともに全国平均を上回り、全道平均より

若干下回っております。肥満傾向については、中･高度

の肥満の出現率は全道・全国より低い状況で、やせてい

る生徒の割合が全道・全国より高い状況となっておりま

す。体力の状況ですが、選択式の種目を含め全９種目の

うち２種目、上体起こし・長座体前屈で全道・全国平均

ともに上回っており、全９種目のうち３種目、握力・立

ち幅跳び・ハンドボール投げで全道・全国平均を下回っ

ております。残り４種目は全道平均を上回っております。

体力合計点は全道平均を超え、全国平均は下回ったもの

の、過去最高の結果となっております。５ページをご覧
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願います。次に４の中学２年生女子の結果についてご説

明いたします。体格については、身長は全道平均より低

く、全国平均より高くなっております。体重は全道・全

国平均をともに上回っている状況です。肥満傾向につい

ては、中･高度の肥満の出現率は全道・全国より高い状

況で、やせている生徒の割合も全道・全国より高い状況

となっております。体力の状況ですが、選択式の種目を

含め全９種目のうち 1種目、長座体前屈が全道・全国平

均を上回っており、９種目中４種目、握力・持久走・２

０ｍシャトルラン・ハンドボール投げが全道・全国平均

を下回っております。残りの４種目は全道平均を上回っ

ております。体力合計点は全道・全国平均をともに下回

った結果となっております。運動習慣等調査結果の概要

についてですが、質問紙調査による本市児童生徒の運動

習慣等の特徴的な部分についてまとめております。次に

資料２－１をご覧下さい。ここから後ろに数値資料をつ

けてございます。こちらは、小５、中２、男女ごとに各

種目の全国・全道・室蘭市の平均値を記載しております。

また、体力合計点とＡ～Ｅの総合評価の割合も示してお

ります。詳細については、こちらでご確認いただければ

と思います。次に資料２－２と２－３をご覧下さい。資

料２－２の表は小学校、資料２－３の表は中学校のデー

タとなっておりまして、全校調査が実施された平成２０

年以降の総合評価と体力合計点をまとめたものの経年比

較となっております。次に、資料３をご覧下さい。今後

の課題と取り組みについてでございます。課題となるべ

き点としまして体格面で、女子の肥満傾向の出現率が若

干、全国より高い傾向がある。体力面で、体力の評価が

低いＤ・Ｅの割合が全国との差が縮まってきてはいるも

のの、まだ差があるという状況です。種目において５０

ｍ走の差が毎年同じように大きい傾向があり、握力、こ

うち性など、課題となる運動要素があることなどがあげ

られます。今後の取組ですが、体力や運動習慣等につい

ては、小中の９年間を見通した継続的な取組及び家庭や

地域との連携を図った取組が必要であり、一昨年度策定

した室蘭市児童生徒の体力向上プランに基づき、今後も
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継続した取組の実施をしていく次第でございます、私か

らの説明は以上でございます。 

 

青山市長         ただいまの説明に対しまして、ご質問等はありません

か。 

 

谷藤委員         小中ともに運動部やスポーツクラブに入っていないの

が全国的に上回っているということですが、この傾向と

いうのは段々増えてきているのですか。 

 

杉野指導主事       過去３年間の資料しかありませんが、状況はそこまで

数字は変わってはいないです。 

 

谷藤委員         統合が進められていて、部活に入りづらいというよう

なことはないですか。 

 

杉野指導主事       特にそういったことはないです。 

 

青山市長         ほかにありませんか。 

 

稲川委員         こういった平均値というのは、あくまでも平均で医学

的見地からすると、Ｅランクの方々をどうやって平均の

方にもっていけるのかとか、教育というのは、平均より

上の人は今までどおりで良いと思うのですが、平均より

下の方々、特にＥランクの方々をこれをもってどういっ

た形で、今後の形でやっていくのかなどをお聞きしたい

ということと、やはり肥満である子ばかり書かれていま

すけれど、女子の痩せというのも学校では問題になって

くることだと思うので、少し中学生、それから小学生も

高学年などを調査して分析していくこと、肥満度を出す

ということが出来るのであれば、痩せもデータがあると

思いますから、その辺も少しやっていきながら、子ども

達の体力ですとか、学力もそうだと思うのですけど、あ

くまでも平均は平均ですから、そういった中から問題点

をどうやって見つけていくかということを分析していた

だけたらありがたいと思います。 
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杉野指導主事       はい。調査をして、追求して、対策していきたいと思

います。 

 

青山市長         ほかにございませんか。私の方から１点いいですか。

今、例えば女子児童生徒の肥満傾向、痩せとか肥満とい

うのは、その児童生徒の自宅での生活環境、例えばしっ

かり食事をとっているなど、こういったことは事前のア

ンケートで把握することは出来るのですか。 

 

杉野指導主事       質問項目の中に、毎朝朝食を食べていますか、夕食を

食べていますかという項目もありまして、まだその総数

を見取ったわけではないのですが、比較的に運動が苦手

な子は、朝食を抜いているという傾向はあったりはしま

す。 

 

青山市長         気になったのは、今いろいろと市内でも、子ども食堂

のような動きが少しずつ出てきていると承知しておりま

すけれど、例えば子どもの貧困というか食事がしっかり

ご自宅で食べられないような生活環境、家庭環境などが

数字に表れてくるというのが、因果関係というか、関連

があるのかと関心を持ったので聞いてみました。もし何

かあれば、今後、参考にしていただけるかと思います。

ほかにご質問等、ございませんでしょうか。ないようで

したら、次の議題に移りたいと思います。次は、小・中

学校におけるいじめの状況についてですが、昨今、全国

的にもいじめに関する残念な報道が増えていることを念

頭にしながら、本市のいじめの状況について考えていき

たいと思いますので、事務局の説明をお願いいたします。 

 

杉野指導主事       いじめの状況についてご説明いたします。こちらは昨

年度１年間の総数で、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、男女別でみますと、

男子が２９名、女子が１４名となってございます。続い

て、中学校では、昨年度６校でいじめを認知しており、

総数は４３件となっており、男女別では、男子が２６名、

女子が１７名となってございます。小中学校を併せます
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と昨年度１年間で８６件のいじめが認知されております。

平成２６年度におけるいじめの認知状況についてでござ

いますが、小中学校の認知件数は６０件となっておりま

して、昨年度の認知件数は、一昨年度と比較して２６件

増加となっております。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、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。平成２７年度に認知された計８６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。しかしながら、子

どものいたずらや嫌がらせが、いつ、深刻ないじめへと

発展するかも知れませんし、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。以上でございます。 

 

青山市長         ただいまの説明に対しまして、ご質問等はありません

か。 

 

稲川委員         これは２７年度の報告ですから、昨年の８月１７日と

いうことは、遡って、これはいじめとして報告しようと、

再度統計を取り直して出たデータですか。 

 

杉野指導主事       はい、そうです。遡ってというのは、８月１７日だっ

たので、４月まで遡ってということになります。 

 

稲川委員         この報告というのは、出た瞬間に来るものなのですか、

それとも１年間まとめて出すものなのですか。 

 

杉野指導主事       学期ごとに分けて来ます。１学期末、２学期末、３学

期半ばという形で報告を受けます。 
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稲川委員         すべて解決されたとおっしゃっていましたか。 

 

杉野指導主事       はい。 

 

稲川委員         そうですか。なかなか根深いものもあるかなと思って、

なかなか解決しないから社会問題になっている気がする

のですが、これと不登校の兼ね合いとかの統計があると、

この子達と不登校は解決されているということは、ほと

んど関係ないと認識しているといっていいのですか。 

 

杉野指導主事       今現在不登校で、適応指導教室に通っている児童生徒

について、過去のいじめの案件でというのは解決して、

それとは別にということで不登校になっていると捉えて

おります。ただ、今年度はいじめの解決を、ことが過ぎ

てから３ヶ月ということで変わってきてますので、また、

次年度は捉え方も変わってくる部分もあるのかなと捉え

ております。 

 

稲川委員         ありがとうございます。 

 

青山市長         ほかにありませんか。 

 

前田委員         これはいじめ全体の数値が出ているのですが、身体的

にいじめていることと、スマホやネットなど、最近いじ

めの内容がというようなニュースもありますよね。それ

と全部合わさっているのですよね。 

 

杉野指導主事       はい。 

 

前田委員         どちらかというと、それを分けたほうが対策は立て易

いのではないかと思ったのです。親は傷をつけて来ると

本人が言わなくても、大体はどうしたのだろうと思いま

すけど、ネットとかのことはまったく親は気づかないで

いると思うのですよね。だから、それを分けられるので

あれば、親にもその危険性がありますということを伝え

ておくと、注意の仕方が変わってくるかなと思いました。 
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青山市長         ほかにありませんか。 

 

稲川委員         いじめの定義も、私も詳しくはないのですが、重大な

いじめ案件、暴力行為など、お金を取るか取らないかと

いうのも重大のほうに入れるとか入れないとか変わって

きているみたいですけど、このいわゆるいじめの中身も、

もちろん中でしっかり皆さん検討なさって、共有なさっ

て、解決していただいてるということですから、私はあ

りがたいと思っているのですが、対策をするとき、重大

な案件というのを緊急だと思いますから、学期の報告よ

りは、そういったことは速やかに報告して、皆さんで共

有というか、そのスピードが求められている時代かなと

いう気がしますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

青山市長         ほかにございませんか。今いろいろとおっしゃったよ

うに、内訳というのですかね、中にいろいろと正確なも

のがあると、また皆さんがイメージしやすいと思います

し、対策も講じやすいと思うし、あと基本的に、先ほど

説明の中では、いじめの発生は解消したというようなこ

とですが、なくなって、また新しいいじめを認知発見す

るというような捉え方なのでしょうけど、ただ、クラス

などでも、同じクラスの限られた子ども達から継続して

いるので、そのときは一見解消しているとは思いますけ

ど、例えば２６年度と２７年度で同じ対象者がいじめ事

案を持っているかということもいくらか把握しているの

ですか。 

 

杉野指導主事       そういった事案もございます。 

 

青山市長         数値がそういったことの分析を含めて出てくると、皆

さんも想像しやすく、対策も講じやすくなると思いまし

た。 

 

稲川委員         学区があったりするのですが、うわさで聞いているの

ですが、教育の方がフレキシブルに対応してくださって、

転校制度だとか、どうしてもそこに馴染めないなど、い



 15 

ろいろな形で解決できない場合、マスコミもそうですけ

ど、別に学校に行く必要はないよという考え方もありま

すから、喜門岱小学校とか、いろいろな形での対応、学

校を変えるだとか、お母さん方はやはり、そこにいて中

学がまた一緒になると嫌だから、学区を変えて欲しいだ

とか、いろいろな親御さんは悩んでいますから、そこら

辺の融通がきくかどうか、不登校であったり、いじめら

れたりなど、いろいろな子がどういった人生を歩んでい

けるかということに対して、柔軟な対応が教育委員会に

あるのか、それが上手く機能しているかどうか、それを

実際やられている方々が、具体的にどうやっているかを

少し説明していただけますか。 

 

中野学校教育課長     学区の件につきましてですが、今ご意見がございまし

たとおり、いじめ等で学区を変えたいというお子さんや

保護者のご要望には、極力応えるようにしていまして、

市内でも多くのお子さんや保護者が他の校区に通ってい

るという状況でございます。また、喜門岱小学校を希望

されるというお子さんも何人かいらっしゃいます。さら

には、学校にも行けないような状況のお子さんにつきま

しては、市内３箇所で不登校のお子さんが通う適応指導

教室というものを開設して、対応しているという状況で

ございます。 

 

稲川委員         くじらんとかそういった所に行っている子達は、不登

校には入らないことになっているのですか、そこに通学

されていればいいということですか。 

 

杉野指導主事       出席日数としてはカウントしています。 

 

青山市長         他に何かご意見ございますか。また何かございました

らご意見いただきたいと思います。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。 

 

杉本教育部長       本日はお忙しいところありがとうございました。 
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            これをもちまして、平成２８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。 

 

 


