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平成２５年第９回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２５年９月５日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後６時４０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 番 号 件      名 

第１   会議録署名委員の指名 

第２   会議録承認について 

第３   平成２５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 

第４ 
報告第

１号 
室蘭市教育委員会９月行事予定の件 

第５ 
報告第

２号 
教育機関等に対する寄附採納の件 

第６ 
報告第

３号 
本市におけるいじめの状況について 

第６ 
報告第

４号 

室蘭市教育委員会臨時代理の件 

（公有財産取得に係る市長への申入れの件） 

 
 
４  出席委員   西里委員長 芝垣委員 黒光委員 谷藤委員 山田教育長 
 
５  説明員   高屋教育部長 高見教育指導参事 大谷総務課長 佐藤総務課

主幹［学校施設・施設適正配置］ 中澤学校教育課長 高橋指導

主事 北野指導主事 山本生涯学習課長 髙木図書館長 佐々

木青少年課長 佐藤学校給食センター所長  
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西里委員長       それでは、ただ今から、平成２５年第９回室蘭市教育委

員会定例会を開会いたします。 

 

西里委員長       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、黒光委員を指名いたします。 

 

西里委員長       次は、日程第２会議録承認についてであります。平成２

５年第８回定例会の会議録は、先日、委員の皆様に、案

として配付いたしております。配付案のとおり、承認す

ることに御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       御異議がありませんので、承認といたします。次は、日

程第３平成２５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します。初めに黒光委員

お願いします。 
 

黒光委員        定期総会の概要等をご報告いたします。平成２５年９月

３日に開催されました。案件は全て承認され、平成２５

年度の在職功労者の表彰等もあり、委員長も表彰されて

おりました。その後事例発表と実践発表があり、私は実

践発表の方の報告を致します。地域力を生かした心の豊

かさを育む演劇教育ということで、富良野市教育委員会

の教育長からお話しがありました。富良野市は明治３０

年に福岡県からいたした方で開拓されたということです。

山の中のような感じの場所に倉本聡さんの北の国から撮

影された場所があり、そこから端を発して、現在は年間

２００万人の観光客がいらしているそうです。富良野市

の学校教育では、全ては子ども達のためにを合言葉に環

境を重視している教育をしているとのことです。平成１

２年１０月に富良野市に富良野演劇工場が開館し現地を

見せていただきましたが演劇をする方の立場から考えら

れ作られた建物になっておりました。全国から有名な方

がいらっしゃっているようで、稼働率が高く、運営して
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いる日本初のＮＰＯ法人のふらの演劇工房の方のお話に

よると元旦くらいしか休みがないということでした。こ

こで小学校が例年何校か、最近であると６校の小学生が

毎年開催されているふらの演劇祭に出るために、台本を

読んだり演劇をしたりすることで国語力が目に見えても

のすごく上がっているということです。特に不登校の生

徒がずいぶん解消されている等とお話しされておりまし

た。また、演劇を教員研修の場にも取り入れようという

ことで２～３年前に始めたそうですが、教員に対しても

いい効果を期待しているようです。また、これを高校に

も広げていきたいということで、高校の授業にも表現と

いう科目の導入が正式に決定しているそうです。このよ

うなお話しをして下さいました。この後に、これまでな

かった分散会が初めて開催されました。狭い会場で複数

のグループが入った為ほとんど聞き取れなかったのです

が、特に気になったところだけをお話しいたしますと、

北広島市では全教室に電子黒板を整備したそうです。全

教室ということでグループの他の方も驚いていました。

旭川市では小学校１年生と２年生で３０人学級を実施し

ているとのことで、そのための教員数を増やすために旭

川市独自の予算で１億数千万円計上しているとのことで

した。以上です。 

 

西里委員長       ありがとうございました。次に谷藤委員お願いします。 

 

谷藤委員        私の方からは、事例発表の報告ということで釧路市教育

委員長からの基礎学力の保障に関する条例についてとい

うテーマでお話を聞かせていただきました。この条例は

全国初の条例ということなので、教育委員会の方でも関

心がありよくご存じかとは思いますが、話の中で背景と

して、釧路の学力調査の結果、全国・全道の平均値を下

回っているという現状を踏まえて教育委員会はもとより、

市民グループによる学力のための活動、または市議会の

若手議員が中心となった勉強等が学力向上のための動き

が活発になった背景があったようです。平成２４年１２

月の市議会定例会において議員提案として提出され可決
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をされて本年の１月から施行となったということであり

ます。しかし提出までには教育委員会とのすり合わせが

あまりなく、ギリギリの時期に提出内容を確認したよう

なお話を伺いました。その話を聞いて私が感じたのは学

力向上という目的が同じなのにそれぞれの立場で条例と

いう縛りのあるものにしたのはどうなのかという感じは

受けました。その後の分散会でたまたま釧路市の教育委

員長と同じテーブルになり話題がその話にもなり、委員

長のお話しの中では議員提案までの苦労やちょっとした

愚痴も言っておりましたが結果的に条例という形になっ

たので、それを前向きにとらえて市民とともに子どもた

ちのために教育委員会としての責務を果たしていきたい

と言っておりました。以上です。 

 

西里委員長       ありがとうございました。次は、日程第４報告第１号室

蘭市教育委員会９月行事予定の件を議題といたします。

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９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、学校教

育課でございます。２６日から２８日にかけて各中学校

で学校祭が行われます。次の、生涯学習課の社会教育に

つきましては、地域家庭教育セミナーの後期１回目が４

日に、２回目が１８日に武揚小学校で開催されます。次

の、男女平等参画推進では、２１日に男女共生セミナー

第２講「カジダン！楽しい生き方～作る・食べる・生き

る～」が胆振地方男女平等参画センターミンクールで開

催されます。次の、女性センターでは、２７日に防災に

ついて（地震・津波）の講座が女性センターで開催され

ます。次の、文化振興では、８日に第６３回市民文化祭 

第３５回座長芸能まつりが市民会館で開催されます。次

の、民俗資料館では、１日から２３日まで平成２５年度

企画展「室蘭消防の歩み」が開催されます。次の市民美

術館では、１２～１５日に第６３回市民文化祭第７８回

室蘭美術協会公募展が開催されます。次のページをご覧
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願います。次の、青少年科学館では、８日に室蘭市青少

年科学館開館５０周年記念科学の祭典室蘭大会が開催さ

れます。次の、スポーツでは、２９日に市民大運動会（む

ろらんピック）が入江運動公園陸上競技場で開催されま

す。次の、図書館では、５日、１２日、１４日、１９日、

２１日にふくろう文庫ミニ特別展「重要文化財唐絵手鑑 

筆耕園」が図書館本館で開催されます。以上でございま

す。 

 
西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等は、ありません

か。 

 

黒光委員        私事でこんなところで言っていいのかと思ったのですが、

社会教育の４日の地域家庭教育セミナーに息子の嫁が行

ったそうです。小学２年生の孫なのですが、学校に入っ

てから宿題をさせる事と習い事の練習させる事等いろい

ろなことで煮詰まって来ていたようで行ってきたそうで

す。お話しさせていただいたら同じような悩みを抱えて

いる方が他にもいるようで安心していたようでした。こ

ういうものを開くことで、悩んでいる人がいれば行って

みてそれで解消出来ればうれしいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。それでは、報告第１号は、終了

します。次は、日程第５報告第２号教育機関に対する寄

付採納の件を議題といたします。説明をお願いします。 
 
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、１件でござ

います。ふくろうの会代表者様より、図書２３冊、金額

にいたしまして２６２，５５０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。以上でございます。 

 



 6

西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等は、ありません

か。 
 

（なし） 
 
西里委員長       それでは、報告第２号は、終了します。次は、日程第６ 

報告第３号本市におけるいじめの状況についてを議題と

いたします。説明をお願いします。 

 
高橋指導主事      日程第６報告第３号本市におけるいじめの状況について

報告申し上げます。それでは、報告第３号別紙をご覧下

さい。はじめに、１の（１）平成２４年度におけるいじ

めの認知状況についてでございます。昨年度１年間の総

数となりますが、小学校においては３校でいじめを認知

し、件数は４１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１２名となってございます。続いて、中学校では、

昨年度全８校でいじめを認知しており、総数は９５件と

なっております。学年別の内訳は記載のとおりです。男

女別では、男子が５３名、女子が４２名となってござい

ます。小中学校を併せますと昨年度１年間で１３６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２３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６５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

て約２倍となっております。このことについては、昨年

の６月以降、滋賀県大津市における背景にいじめのあり

ました、中学生の自殺報道以降、全国各地で児童生徒の

自殺が相次いだことや、いじめの問題がクローズアップ

されましたこと等から、子ども達自身はもとより、教職

員もこれまで以上に危機意識をもって子ども達の声を受

け止めた結果であると捉えております。また、昨年度８

月には全国一斉の緊急アンケート調査が実施されました

ことや、本市においては、年３回以上のアンケート調査

を行うよう指導しておりますとともに、学校によりまし

ては毎月アンケート調査を行う学校等もございますこと
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など、子ども達の声、メッセージをくみとりやすい状況

にありましたこともその要因として捉えてございます。

各小・中学校の実態として、昨年度が一昨年度と比べて、

落ち着かない状況が急速に広まっていったという実態で

はございません。別紙の参考②にはいじめの定義を、参

考③は学校におけるいじめの認知方法について示してお

ります。続いて、別紙２枚目の上の囲みをご覧下さい。

各学校においては、参考の③に示しました認知方法に基

づき、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ございます。

小学校では４１件のうち、３７件がアンケートなど学校

の取組により発見されたものとなっております。他に、

本人からの訴えが２件、いじめを受けた児童の保護者か

らの訴えが１件、他の児童からの情報が１件となってお

ります。中学校では９５件のうち、９１件がアンケート

等による発見、本人からの訴えが２件、いじめを受けた

生徒の保護者からの訴えが２件となってございます。続

きまして（３）いじめの態様についてでございます。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、

項目の４番目、ひどくぶつかられたりたたかれるが小学

校で４件、金品をたかられるが中学校で１件、金品を隠

される、盗まれる、壊される等が中学校において２０件、

パソコン等での誹謗中傷が中学校で８件となっておりま

す。続いて大きな２．いじめの現在の状況についてでご

ざいますが、こちらに示しております昨年度のいじめ、

さらには本年１学期に認知しましたいじめを含めまして、

把握しているいじめについては全て解消済でございます。
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各学校では、基本的に、加害側、被害側両者の保護者へ

連絡をとりながら、いじめの解消を図っております。し

かしながら、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

守っている状況でございます。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、

昨年１２月に策定いたしました、室蘭市いじめ問題総合

対策に基づきまして、２ページ最下段に記しております

未然防止の観点から、また、次のページの中段にありま

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。なお、記載にはござ

いませんが、本市のいじめ問題総合対策に基づいた各学

校の各種取組の効果として考えられますものに、本年４

月に実施いたしました全国学力調査の質問項目「いじめ

はどんな理由があっても許されないことだと思う」につ

いて、過日、回答結果がとりまとめられました。この項

目について、そう思うと回答した児童生徒の割合ですが、

小学校では昨年度よりも約７ポイント上昇し、全国比＋

４ポイント、中学校では、昨年度よりも５ポイント上昇

し、昨年度は全国比－３．３ポイントだったところ、今

年度は全国比―１．９ポイントとなるなど、子ども達の

意識の変容が大いに見られているところでございます。

報告は以上でございます。 

 
西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等は、ありません

か。 
 
谷藤委員        いじめの現在の状況ですべて解消済みであるということ

で平成２４年度の各項目については大体が解決になって

いるとおっしゃったのですが、中に金品をたかられると

か金品を隠されたりという悪質というか犯罪にも近いよ

うないじめについても誰が誰に対してという所まで把握

しているのでしょうか。 
 
高橋指導主事      学校からはこういったケースについては事故報告書とい

う書類が上がってきます。そこには学校が指導した状況
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が全て書かれており、こういった物を盗ったり盗られた

りといった場合については、例えばお金であればいくら

で誰が誰のお金を、物であればどういうふうに誰が誰の

もの盗ったかということが全て記載されております。そ

の事実を保護者に伝え、その時点で謝罪をすることによ

って、本人同士そして保護者同士にもご理解いただき和

解のもと、犯罪事案ではありますが教育的な段階におい

てとどめ後の指導につなげるというような流れです。で

すので、把握している範囲においてはお金や物等がどこ

に行ったのか誰がどうしたのかわかっていないというこ

とは一切ございません。 
 
谷藤委員        発見のきっかけとして、本人からの訴えが小中で２件ず

つありますが、これは子どもが担任の先生等に訴えた感

じなのでしょうか。 
 
高橋指導主事      担任の先生が４件のすべてを処理しています。年によっ

ては養護教諭や相談員の方に訴えるケースもあります。 
 
黒光委員        人権擁護委員の方でやっているＳＯＳミニレターという

もでも関与して子どもたちに配っていただいたりしてい

るのですが、それで法務局からの連絡というものはまだ

一切ないのですね。 
 
高橋指導主事      昨年度はございませんでしたが、過去には連絡いただい

て対応させていただいたこともございます。大変有効な

子どもたちのメッセージの受け止める手段ととらえてお

ります。 
 
西里委員長       ほかに、ありませんか。それでは、報告第３号は、終了

します。次は、日程第７報告第４号室蘭市教育委員会臨

時代理の件（公有財産取得に係る市長への申入れの件） 

を議題といたします。説明をお願いします。 
 
髙木図書館長      報告第４号 室蘭市教育委員会臨時代理の件について、

ご説明いたします。公有財産取得に係る市長への申入れ
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の件につきまして、諸般の都合上、教育委員会に付議す

るいとまがございませんでしたので、室蘭市教育委員会

教育長に対する事務委任等規則第３条第１項の規定に基

づき、平成２５年８月７日付で、教育長が臨時代理をい

たしましたので、同条第２項の規定に基づき報告するも

のでございます。臨時代理の内容でございますが、報告

第４号別紙をご覧いただきたいと存じます。本件は、港

の文学館が旧プロヴィデンスへ移転することに伴い、港

の文学館敷地内に設置されている「棟方志功板画碑」を、

旧プロヴィデンスに隣接する室蘭市所有の土地へ移設さ

せるため、当該土地を教育財産として取得するよう地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２８条第２項の

規定に基づき、市長へ教育委員会から教育財産の取得の

申出を行ったものでございます。以上でございます。 
 
西里委員長       ただいまの説明に対しまして、御質問等は、ありません

か。 
 

（なし） 
 
西里委員長       それでは、報告第４号は、終了します。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２５年第９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。 

 

 

室蘭市教育委員会委員長  西 里 弘 二 里  弘 二 

 

室蘭市教育委員会委員    黒 光 ひ さ 

 

会 議 録 調 製 員     大 谷 裕 司川 本  修 


