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令和２年度第１回室蘭市総合教育会議 会議録

１ 日 時

令和２年６月３０日（火）

開会 午後６時００分 閉会 午後７時００分

２ 場 所

室蘭市役所２階３号会議室

３ 次 第

１．議 題

（１）室蘭市小・中学校におけるいじめの状況報告について

（２）公立高等学校配置計画案（令和３年度～５年度）について

（３）新室蘭市教育大綱について

（４）令和２年度の学校等の運営について

４ 出席者

青山市長 國枝教育長 谷藤委員 前田委員 奈良委員 稲川委員

和野総務部長 成田教育部長 髙田教育指導参事 齋藤総務部総務課長

坂口教育部総務課長 中野学校教育課長 椎名指導主事 河内指導主事

佐々木生涯学習課長 髙橋生涯学習課主幹 大澤生涯学習課主幹

木村生涯学習課主幹 伏見図書館長 山口学校給食センター所長
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成田教育部長 定刻になりましたので、ただいまより令和２年度第１

回室蘭市総合教育会議を開会いたします。総合教育会議

は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基

づき、市長により設置される会議でございまして、市長

と教育委員会が意見交換する機会を設けることで、十分

な意思疎通を図り、教育施策の方向性を共有しながら、

連携して教育行政を推進することを目的としています。

それでは、お手元の次第に従いまして、本日の協議事項

に入ります。ここからは、議長を市長に務めていただき

ます。よろしくお願いいたします。

青山市長 本日は、大変ご多用の中、夕刻にも関わらず、総合教

育会議にご参集いただきましてありがとうございます。

協議に入る前に、私のほうから一言お礼とご挨拶をさせ

ていただきます。教育委員の皆さん方におかれましては、

日頃より本市政の運営、子どもたち、また生涯学習の推

進にご尽力、ご理解賜っていることに敬意を表したいと

思っております。そんな矢先ではありますけども、冒頭

まず皆さん方にお詫びをさせていただきたいのは、度重

なる本市職員の不祥事、並びに第三セクターの職員の不

祥事で、大きく市民の皆さん方の信頼を損う、そういっ

たような事案があり大変申し訳なく思っております。今

日、室蘭市議会定例会が終わったところでございますけ

ども、これまで以上に襟を正して信頼の回復に努めてま

いりたいと考えてございますので、引き続きのご理解ご

協力をお願いしたいと思ってございます。今日の４番目

の議題にも入れたいと思いますけども、一連のコロナの

状況の中で、学校現場あるいは、社会教育現場において

も、大きな課題が生じているところでございまして、そ

のようなことも皆さん方と情報共有をさせていただけれ

ばなと思っております。本市におきましては、２名の感

染者が確認されたところでございまして、昨日２例目の

方、あるいはその周辺の濃厚接触者の方の陰性が確認さ

れたということで、現時点では本市から感染者が確認さ

れていないといったようなところでございますけども、

小樽市のクラスターの例をみるように、いつどこでクラ



3

スターが発生するかわからないといったようなことがご

ざいますし、感染予防対策と合わせて、社会経済活動も

両立しながら、回していきたいと考えております。とり

わけ子どもたちの現場においては、一斉休校に伴って、

子どもたちはもちろん、ご家族の皆さん方にもご負担、

場合によってはストレスをかけたのかなと思ってござい

まして、子どもたちの健全育成といったような観点から

も今日は検証をしていただきたいと思ってございますし、

公共施設においても、今は再開してございますけども、

皆さん方に制限をかける中での運営といったようなこと

で、そういったところでもご意見があれば、いただきた

いと思ってございます。ただいま教育部長から司会の話

がありましたとおり、総合教育会議の場につきましては、

概ね何事も無ければ、１年に１回程度、教育委員の皆さ

んと私のほうで意思疎通を図りながら、子どもたちの教

育、そして社会教育の推進を図っていくことを狙いとし

ておりますので、今日は貴重な時間をいただいたので、

有意義な時間を皆さん方と意見交換、意思疎通を図りた

いと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

本日の協議事項は大きく４点ございまして、「室蘭市小・

中学校におけるいじめの状況報告」、「公立高等学校配置

計画（案）」、「新室蘭市教育大綱」、「令和２年度の学校

等の運営」についてとなっております。それでははじめ

に「室蘭市小・中学校におけるいじめの状況報告」につ

いて事務局の説明をお願いします。

河内指導主事 それでは、私から協議事項（１）「本市小・中学校に

おける不登校・いじめの状況」についてご説明申し上げ

ます。資料をご覧願います。この資料につきましては、

文科省からの依頼で実施している「児童生徒の問題行

動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果

からの報告となります。まずは、令和元年度における「不

登校の状況」についてです。不登校の定義については、

１ページ中段、参考③の記載内容をご確認ください。認

知件数につきましては、表１、表２にありますように、

小学校で２６件、中学校で９９件ということで、昨年度
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１年間で合計１２５件の不登校が確認されております。

また、参考①、参考②にありますように全国的な傾向で

もありますが、本市においても年々不登校発生率が上が

っております。次に、不登校に対する相談指導について

です。表３，表４をご覧ください。１番右側の「いずれ

による相談・指導も受けていないもの」という人数が気

がかりかと存じます。これにつきましては、各学校に確

認しましたところいずれも、「学校内・外問わず相談指

導につなげられるように働きかけているのですが、保護

者からの了解が得られない、もしくは本人の拒否感が強

い状況」との事でした。おめくりください。次に、「い

じめの認知状況」についてです。こちらにつきましては、

先ほどと同じ番号になってしまったのですが、表３，表

４にございますように小学校で４４件、中学校で２２件

ということで、昨年度１年間で合計６６件のいじめが認

知されております。参考①をご覧いただくと、昨年度大

きく認知率が下がったことがわかりますが、参考③にご

ざいますように、いじめの認知件数が多い学校について

は、いじめの認知力が高い学校だという考え方もござい

ますので、今後も各校の状況を注視して参ります。続い

て、３ページ「いじめ発見のきっかけ」ですが、例年同

様アンケートからの発見が１番多かったようです。３番、

「いじめの態様」について各学校と確認した内容をお伝

え致します。上から４番目の「ひどくぶつかられたり、

叩かれたり、蹴られたりする」という項目については、

実際には軽いものでしたが、子どもが「ひどく」と感じ

たもの、自分が強めにやったものに対してやり返された

ものなどであるとのことでした。下から４番目の「金品

を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたり

する」という項目については、いずれも金品を盗まれた

ということではなく、消しゴムを隠された、隠したらや

り返された、とのことでした。下から２番目、３番目に

ついては、そのほとんどが写真や悪口をＳＮＳのグルー

プ上に無断でアップされたものでした。続いて４番、「い

じめの現在の状況」についてですが、表の２段目に、「い

じめの行為は止んでいるが、その状態が相当の期間継続



5

していない」とありますが、こちらは「３ヶ月以上」を

目安として状況を見守っているものでございます。下か

ら２つめの段にある、「いじめの行為は止んでおり、そ

の状態が相当の期間継続しているが、被害児童生徒が心

身の苦痛を訴えている」について合計４件の記載があり

ますが、それぞれのケースにおいて、学校が内外の機関

と連携し、対応しているということで確認がとれており

ます。また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、常に新たないじめが起きている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。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、「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」、また市内全ての小・中学校で策定しております

学校ごとの「いじめ防止基本方針」に基づきまして、未

然防止並びに早期発見・事案対処の観点からの取組を進

めているところでございます。以上で説明を終わらせて

頂きます。

青山市長 ただいまの事務局の説明に対しまして、ご質問等はあ

りませんか。

稲川委員 先生方は大変なご努力の中、いじめのこととか色々あ

ると本当に大変だと思うのですけど、不登校にも色々あ

ると思いますが、いじめの中から不登校になったという

ケースはどのくらいあるのですか。

河内指導主事 いじめが原因で不登校というものは、調査の結果とし

ては、無いということでした。ただ、本人が最初のうち

はいじめを訴えているのだけれども、不登校期間が長く

なった時に、途中からいじめが原因なのか、それ以外が

原因なのか、本人もわからなくなっているような状況が

みられたりとか、そういったことが不登校の現状という

ふうに受け止めております。
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稲川委員 そういう子はどういうふうに対処していけばよいとお

考えですか。どういうふうに分類していくとか、これか

らどう対処していくとか。

河内指導主事 対応については、各学校も頭を悩ませているところか

と思いますが、特に不登校のご家庭の場合には、保護者

の方に疾患がある場合とか、自分自身の生活に対するエ

ネルギーもなかなか満たされていないような傾向があり

まして、その結果子どもに向けるエネルギーが向かない

ようなご家庭が多いのかなと捉えておりますので、教育

委員会だけで解決はできないと思いますので、保護者の

ケアも含めて様々な方面から対処していくことが大事だ

というふうに考えてございます。

稲川委員 色々な中身があると思いますが、それをどう分類して、

どう統計学的に活かしていくかということを皆さんで検

討してください。

青山市長 今後の課題ということで、よろしくお願いしたいと思

います。ほかに、ございますか。私のほうから、近隣市

におきまして、中学生が亡くなる痛ましい事案があった

ことから、近隣市、あるいは道内でこういったようなこ

とに関する事案があった時には、教育委員会のほうで

色々と情報収集しながら、同じことが無いように対応を

図っていただきたいというふうにお願いしたいと思いま

す。

それでは、次の協議事項に移りたいと思います。２番

目の「公立高等学校配置計画案」について、事務局の説

明をお願いします。

中野学校教育課長 それでは、協議事項（２）「公立高等学校配置計画案

（令和３年度～５年度）」についてご説明申し上げます。

既に報道等でご承知と思いますが、道教委は６月２日に

公立高等学校配置計画案を発表しており、その中で、胆

振西学区については、令和５年度に室蘭栄高校が１学級

減となる方針が新たに示されたほか、一昨年の計画で令
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和３年度に１学級減となることが決まった登別青嶺高校

についても単位制を導入することが示されました。本日

は、この計画案の概要のほか胆振西学区の状況、今後の

予定について資料に沿ってご説明しますのでよろしくお

願いいたします。はじめに計画案についてですが、資料

１をご覧いただきたいと思います。まず１ページの計画

案策定の考え方についてです。「１趣旨」ですが、この

配置計画は、中学校卒業者数の状況を踏まえ、生徒の多

様な学習ニーズ、進路動向などに対応した学校・学科の

配置や規模の適正化をを図るため、今後３年間の計画と

その後４年間の見通しが示されるものであります。「２

中卒者数の見込」では、全道の中卒者数の見込が示され

ておりまして、１０ページから１１ページにかけて、学

区ごとの推計表と推移の資料が掲載されております。「３

基本的な考え方」ですが、配置計画の策定に当たっては、

道教委が平成３０年３月に策定した「これからの高校づ

くりに関する指針」に基づき、地域の実情や私立高校の

配置状況等を考慮しながら再編整備等を行うこと、また、

職業学科の学科転換や総合学科の設置、単位制の導入等

の多様なタイプの高校づくり等を推進するものです。２

ページの「４配置計画案の概要」では、昨年決定された

令和３年度及び令和４年度の計画の一部変更と新たに令

和５年度の配置計画の概要が示されており、４ページか

ら９ページかけて詳細な内訳等が掲載されておりますが、

全道的な状況につきましてはこの場での説明を省略させ

ていただきます。１２ページ以降は、計画案の各学区別

個表となりますが、１７ページに胆振西学区が掲載され

ておりますのでご覧ください。表の上段が中卒者数の状

況で、Ｒ２は今年３月の卒業生徒の実数、Ｒ３からＲ９

までは今後の見込となっており、胆振西学区全体では、

令和３～９年までの増減が２８６名減、令和６～９年ま

での増減が１５０名減の見込となっております。また、

表の下段が胆振西学区の公立高校の今年度の学級数と

令和２年度の欠員、令和３年度から令和５年度までの計

画案と令和６～９年度までの見通しとなっており、この

度の計画案では、令和５年度に室蘭栄高校普通科の１学
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級減が新たに示されたほか、一昨年の計画で１学級減と

なった令和３年度の登別青嶺高校について、新たに単位

制を導入するよう計画変更となっております。更に令和

６～９年度までの見通しでは、４年間で３～４学級の調

整が必要なことや、室蘭市内において再編整備を含めた

定員調整の検討、欠員が４０人以上生じている学校の学

科の見直しや定員調整などの見通しが示されております。

続きまして、胆振西学区の状況について、さらに詳しく

説明させていただきますので、まずは資料２をご覧くだ

さい。本表は平成２１年度以降の学校ごとの間口と定員、

欠員についてまとめたもので、網掛けの部分は前年度か

らの変更箇所となっております。市内の全日制の高校の

状況を見ますと、清水ヶ丘高校が平成２５年度に間口が

１減、東翔高校が今年度から間口が１減、室蘭工業高校

が平成２２年度に学科再編により材料技術科が廃止とな

り土木科が環境土木科に転換となったほか、令和元年度

には、情報技術科が廃止となっております。続きまして

資料３ですが、本表は胆振西学区内の公立高校各校の今

年度の入学生の出身地の内訳を示した資料となっており、

人数は入学時点のため、計画案や資料２の人数とは若干

異なりますが、全体では４３．９％の生徒が市・町外の

学校に通っており、室蘭栄高校は５６．３％が市外から

通っている状況となっております。最後に今後の予定に

ついてですが最初の資料をご覧ください。７月８日には

室蘭市高等学校対策協議会の開催を予定しております。

この高等学校対策協議会につきましては、市内高等学校

の校長やＰＴＡの代表をはじめ小中学校の校長や連合町

会、商工会議所等の地域の代表の方々にお集まりいただ

き、計画案や市内高校の現状等について意見交換を行う

予定です。その後、７月中旬頃に道教委主催による地域

別検討協議会の開催が予定されており、ここでの意見等

を踏まえ、例年９月上旬に計画案が決定となる予定です。

説明は以上でございます。

青山市長 ただいまの事務局の説明に対しまして、ご質問等はあ

りませんか。
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資料３の高校の出身（中学校）の状況のところの、割

合が市内と市外というところで、たとえば一番上の栄高

校の市内が４３．８％、市外が５６．３％というのは、

市内が半数以上のほうが望ましいというような指標みた

いなものはあるのですか。

中野学校教育課長 特に望ましいというわけでは無くて、あくまでも学区

内外の多方面から通っている学校ですとか、市内から通

っている割合を参考までに掲載しております。

谷藤委員 栄高校の学区外が２１名と数字が出てますけど、１ク

ラス減の中で、学区外の数字が変更するようなことはあ

るのですか。

中野学校教育課長 学区外の通学につきましては、割合から決まっており

ますので、それに伴いまして学区外から通える人数も変

わってきます。

國枝教育長 栄高校は理数科がありますので、理数科は全道一区で

すので、そこは人数の制限無くどなたでも受験できます。

普通科は学区外の割合が決まっています。

説明にもありましたが、７月８日に学校関係者、ある

いは住民の方、商工会議所の方等、市内の方に集まって

いただいて、ご意見を聞く機会を設けさせていただきた

いと思っておりますので、それを踏まえた形で７月の中

旬に道教委主催で地域別の検討協議会がございますので、

そちらのほうにご意見等を反映させていきたいなと思っ

ております。例年言っておりますが、子どもの数はどん

どん減っていきますので、何らかの形で対応しなければ

ならないことになっております。ただそれが、単純に間

口を減らすということだけで、解決するのかと言ったら、

何十年も経ったらゼロになってしまうようなものですか

ら、そこら辺は、一クラスの定員の問題とか、適正な学

校の規模というのは大体何学級位かとか、あるいは、文

部科学省のほうでＧＩＧＡスクールというのをやってい

て、遠隔授業とか色々なことが可能になってくるもので
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すから、他の高校との連携とかということも可能になっ

てくる環境が生まれてくると思うので、そこら辺を引き

続き道教委、あるいは国のほうに訴えていきたいなと考

えております。

稲川委員 １１ページの中学校卒業者が９万人から４万人に下が

っていますが、その間、高校の先生方も半減しているの

か、それともどういうような形で教育の中身が充実して

いくように道教委は考えながら運営していっているのか。

札幌とか人口の多いところは、私立の高校を作ってどん

どん受験体制をがっちりしていって、地方の子たちは下

宿しながらそういうところに通ってしまうとか、人が流

れていたり、色々していると思うのですけど。この地域

は色々な形でまだ対応できるとは思いますが、私立高校

はずっと２２５人の定員のまま半分の時もあるし、なか

なか経営が大変なのでしょうけど、公立高校と私立高校

との関係が、公立高校の社会的な役割というものに、ど

のような形で語られているのかというのがわかったら教

えてください。大きな方向性でいいです。

中野学校教育課長 まずは、中卒者数が減少する中での高校の指導体制で

すが、我々も詳しくはわからないですが、同様に小中学

校につきましても、子どもが減っていく中で学級数は減

りますが、教員自体は学級担任の他に課外教員というこ

とで、少人数体制のサポートですとか、そういう教員が

増えておりますので、一概に児童生徒数に比例している

わけではございませんので、高校についても同様の状況

ではないかなと考えております。また、地域における私

立学校、公立学校の役割につきましては、道教委の「魅

力ある高校づくり」ということで、青嶺高校で単位制の

導入というのがありますけども、新たに伊達で統合校を

単位制にするということで、そういった公立高校の特色

というのを新たに出して、室蘭市内ですと東翔高校の総

合学科ですとか、栄高校の理数科、工業高校の専門学科

というような特色を出して、共存という形で残していく

というような方針ではないかと考えております。
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國枝教育長 中卒者はほとんどの方が高校に進学するものですから、

道内の色々な所に住んでいても、高校に通えるような環

境というのは当然必要だと思いますので、そういう面で

は、公立高校は大都市に集中してとか、人が多いところ

だけにということではなく、バランスをとってそれぞれ

の町とかにもあるような形になっているのですけど、た

だ、どんどん子どもも減っていきますので、今現在でも

２クラスとかの小規模の高校が出てきてますので、そう

いう所はもしかしたら閉校とか、資料にも出ていますが

北見の留辺蘂高校は募集を停止するとか、そういう感じ

になっていますので、だんだん通うのにも支障が出たり

とか、大変になってくるような環境が生まれてきている

のかなと思っております。それをなんとか子どもたちの

負担にならないような形で、あるいは色々な自分がやり

たいことに対して、この学校に行きたい、これを勉強し

たい、というのが選択できるような形が必要だなと思う

ので、そういう面では私立高校というのは、個性的な授

業とか、色々な特徴ある取り組みをしているので、公立

と私立がうまく共存し合いながら、なおかつ子どもたち

が選択できて、学べる環境というのがとても大切じゃな

いかなと思います。

稲川委員 授業料とかそういうのは援助になって、負担は私立も

公立もほとんど一緒なのですか。

中野学校教育課長 公立高校は実質無償化でですね、私立高校につきまし

ても、公立高校の無償化になっている部分と同額程度の

無償化になっております。それでも上回った分の授業料

の負担は出てきます。

稲川委員 昔ほど、私立は高いけど公立は安いとか、そういうと

この経済的な差は無くなってきて、魅力あることをやっ

ていけば、子どもたちが来てくれるということですか。

國枝教育長 そうですね。
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青山市長 私も市内の私立高校の先生方からお話を聞くと、公立

高校の間口の減について、色々と皆さん方がリアクショ

ンをするのは当然あるかと思いますけど、一方で私立高

校の立場で言うと、特色ある学校づくりやカリキュラム

をすることで、学生生徒を集めて質の高い教育を提供し

ているといったようなところで、公立高校を論じる時に

は、私立高校との総合的なバランスだとか、そういった

中でこの地域をどういうふうに持っていくかということ

は、常に考えなければいけないなと感じました。

稲川委員 私立高校にも公的支援はあるのですか。私立大学にも

あるように、高校にも同じように充実するような公的支

援というのはあるのですか。

國枝教育長 大学ほどではないですけど補助金はあります。室蘭市

も、金額的にはそんなに多くはないですけど、私立高校

に補助金を出しております。

青山市長 ほかに、ございますか。それでは、次の協議事項に移

りたいと思います。３番目の「新室蘭市教育大綱」につ

いて、事務局の説明をお願いします。

坂口総務課長 それでは、私から、協議事項（３）の「新室蘭市教育

大綱」についてご説明いたします。資料をご覧ください。

これは、平成２８年４月に策定いたしました現在の室蘭

市教育施策の大綱の期間が令和２年度までとなっている

ことから、国の教育振興計画等を参酌しまして、新たな

大綱を策定しようとするものでございます。この大綱は、

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の

３におきまして、「地方公共団体の教育、学術及び文化

の振興に関する総合的な施策の大綱」を地方公共団体の

長、本市の場合は市長が、総合教育教育会議において協

議のうえ、定めることとされているものでございます。

また、新たな大綱の期間につきましては、室蘭市のまち

づくりの基本的な計画でございます「室蘭市総合計画」

などが概ね１０年間となっていることから、新たな大綱
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の期間につきましても、概ね１０年間とし、国の教育振

興計画や北海道の総合教育大綱の改定などがございまし

たら、必要に応じて見直しを行うこととしたいと考えて

おります。それでは、資料の「３．新たな室蘭市教育大

綱（骨子）案」をご説明いたします。まず、現在の大綱

につきましては、教育目標と基本施策の４項目を定めて

いるものでございまして、今回、お示ししている骨子案

につきましても、教育目標と、基本施策の４項目をお示

しさせていただいております。今回の骨子案の検討に際

しましては、次のＡ３横の表に記載しておりますとおり、

左の欄には、国の教育振興計画と、真ん中の欄の北海道

の総合教育大綱、右欄中段の室蘭市総合計画を参考とし

ており、国、道、市の施策とのバランスを考慮したとこ

ろでございます。スケジュールといたしましては、今年

の１１月までに、大綱の案を取りまとめまして、１２月

の市議会総務常任委員会で報告し、その後パブリックコ

メントを実施し、令和３年３月の市議会にて、確定とし

て配付することを考えております。本日は、まず、お示

しさせていただいた、骨子案について議論いただき、方

向性についてこの会議の中で検討いただいて、次回の総

合教育会議において、より詳細な形でお示ししたいと考

えております。説明は以上でございます。

青山市長 ただいまの事務局の説明に対しまして、ご質問等はあ

りませんか。この先の教育大綱に繋がる話でありますの

で、ぜひ積極的にご発言願いたいと思います。

私のほうから、教育委員会から出された案に４つの項

目がありますけど、総じて見たときに非常にクリエイテ

ィブさ、創造性を高めるといったようなところが強く出

ているなと、それはそれでいいなと思う一方で、現在の

教育大綱の１番にある「生きる力」だとか、道や国でも

「生きる力を育む」といったような、たまたま今このコ

ロナ禍における中にありますけども、例えば災害であっ

たりだとか、感染症対策とか、クリエイティブな創造性

を高めることに加えて、やっぱり一人の人間として力強

く生きるというようなところというのは、少し減退とい
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うか弱まったような感想を持ったのですが、どうでしょ

うか。

坂口総務課長 今回、骨子案でお示ししているところに、今までの「子

どもたちの『生きる力』を育成する教育の推進」という

項目のところから、夢とか、可能性とか、そういった言

葉に置換えているので、力強さというところが欠けてし

まっているのかなと感じております。現在の北海道の総

合教育大綱でも「新たな社会を生きる力を育む」という

のが１番目にきておりまして、国のほうも「力を育成す

る」、「可能性に挑戦するために必要となる力」、やはり

市長がおっしゃったように、教育目標には「力」は入れ

させていただいてはいたのですけど、個別の基本施策の

所にも「力」は必要な気がしておりますので、検討させ

ていただきたいと思います。

青山市長 もう１点、この後の教育委員会でも話が出ているかも

しれませんが、この先１０年を展望した時に、ＧＩＧＡ

スクールとか、オンライン学習とか、遠隔学習とか、そ

ういったところが今まで以上に押し進められてくるのだ

ろうなというふうな感じがしておりますので、ＩＣＴと

いう言葉を付けるかどうかは別として、やはりこれから

１０年先を展望したときには、今お話をさせていただい

た色々な災害とか困難に打ち勝つ力だとか、あるいは今

まで経験をして来なかったようなオンラインとか、そう

いったようなところでの創造性を高めるだとか、クリエ

イティブな所とか、イマジネーションの想像力のほうは、

出てきてもいいんじゃないかなと思うのですけども、大

きくその２点が４項目のエッセンスとして現れたらいい

のかなと。３番の未来を創るというのにもあるのかもし

れませんけども、ここに書いてある未来を創るというの

は、町の未来をイメージするというような意味合いで、

近いようで違うのかなというような感じもしました。

坂口総務課長 市長がおっしゃっていただいたように、３番は「ふる

さと室蘭を誇り」という、どちらかというと地域の未来
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を創っていくというニュアンスを出しているので、これ

から Society5.0 時代を生きていくという「生き抜く力」

というところを、もう少し内容を検討させていただきた

いと思います。

青山市長 自分の発言に補足すると、先ほども「生き抜く力」と

か、その力に込めた意味の一つには、１番最初の議題に

あったいじめの問題とか、ＳＮＳによるいじめというの

は、これは本当に今回のコロナにおいても色々な誹謗中

傷が、大人の社会でも、大変皆さん病まれていると思い

ますし、大変なことだと思います。そういったようなネ

ットでの中傷はそもそもあってはならないことですけど

も、こういったようなことに対する「生きる力」という

のか「生き抜く力」というのは、そういう観点でも大切

なのかなと思いました。委員の皆さん方からいかがでし

ょうか、この先１０年間の大きな大綱に繋がるのでよろ

しくお願いします。

稲川委員 私も教育長が色々な折に教育方針などで「生きる力」

という言葉を使われていて、初めは漠然としすぎている

かなと思ったのですが、最近は全てを包含するすごく良

い言葉だなと思ってました。そして北海道がタイムリー

な「新たな社会を生きる力」という、このコロナがあっ

て初めて色々な人方が右肩上がりの社会から何かをチェ

ンジしなければいけないという、新たな社会というのが、

これから本当に我々が創っていかなきゃならないという

か、教育者は特に、みんなが受け入れられる言葉なんじ

ゃないかなという言葉で、ずいぶんタイムリーな言葉だ

なと思いました。生きる力というのは、市長も言われて

るし、僕も正しいと思うのですよね。生きる力には勉強

だけじゃなくて豊かな心も、教育の人方がみんなが目指

しているという言葉だと思うので、それは大事に活かし

ていくというのも、悪いことではないのかなという気が

します。

青山市長 最近は全てがコロナの関係に繋がってしまうのですけ
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ど、当初「新しい生活様式」とか「新たな日常」という

言葉を一番最初に聞いたとき、なんだかなと正直思いま

したけども、現実にそれぞれの社会において、みんなが

工夫したりだとか、対策をしたりだとかという、道も非

常にタイムリーな言葉を使われているなと私も思いまし

た。

ほかに、ございますか。それでは、次の協議事項に移

りたいと思います。４番目の「令和２年度の学校等の運

営」について、事務局の説明をお願いします。

坂口総務課長 それでは、私から、協議事項（４）「令和２年度の学

校運営」についてご説明いたします。はじめに、「新型

コロナウイルス感染症の影響に伴うこれまでの経過」を

記載しております。入学式、始業式でございますが、こ

の時は緊急事態宣言が発令されていない時期で、通常ど

おりの時期に入学式、始業式を開催しております。特に

入学式は、小学校は保護者１名、中学校は保護者が参加

できないという形でしたが、行われてございます。その

後、緊急事態宣言により４月２０日から５月３１日まで

の一斉臨時休業をしたところでございます。その間、５

月１８日から２８日までの間において、各校３回の分散

登校を実施しております。６月１日に学校を再開してお

り、この時に給食も再開しております。また、運動会や

修学旅行など、通常１学期に実施されます行事につきま

しては１学期中は開催しないことを決定しました。次に、

全国学力・学習状況調査につきましては、例年４月に実

施しておりますが、令和２年度は中止が決定しておりま

す。次に、今後の予定でございますが、年間授業時数に

つきましては、長期休業期間の短縮により確保する予定

でございまして、夏季休業は、小学校が８月６日から１

７日までの１２日間、中学校が８月８日から１７日まで

の１０日間を予定し、冬季休業は、中学３年が１２月２

６日から１月６日までの１２日間、それ以外が１２月２

６日から１月１１日までの１７日間を予定しております。

評価・通知表につきましては、各学校の裁量で評価の時

期等を決定いたします。次に、体育的行事である運動会・
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体育大会、文化的行事である学芸会・学校祭につきまし

ては、通常開催ではなく、密にならない状況の確保など、

感染症対策を実施した中での２学期以降の開催を検討し

ております。次に、宿泊的行事である修学旅行・宿泊研

修につきましては、児童生徒の健康・安全を第一に考え

て、道内での一泊二日の旅行を検討しておりまして、移

動手段、体験活動、宿泊先など、あらゆる場面での３密

の回避など、保護者・児童生徒への説明を行い、安心し

て参加できるよう配慮した中での２学期の実施を検討し

ております。また、中学校の部活動につきましては、６

月８日に感染症対策をしたうえで、再開しておりますが、

各種大会等につきましては、２学期以降に色々な所での

開催が検討されておりますが、参加につきましても、状

況を見ながら検討していくところでございます。最後に、

その他といたしまして、今後の予定につきましては、新

型コロナウイルス感染症の拡大等の状況の変化により、

変更や中止の場合がございます。説明は以上でございま

す。

青山市長 ただいまの事務局の説明に対しまして、ご質問等はあ

りませんか。

國枝教育長 補足させていただきますと、新聞等では土曜日に授業

とか、１日６時間授業を７時間授業にするとか、色々な

ことが例として文部科学省で示してますけど、今のとこ

ろ室蘭市では、それらについてはしないで、夏休みとか

長期休業を短くしたりとか、学校行事についても準備の

期間をできるだけ短くしたりとか、その分を授業に振り

分ける等しながら対応していこうかなと考えております。

秋、冬になって授業時数に影響が出てきたら、また改め

て検討する形にはなりますけど、土曜日にやるというこ

とは、それが先生方にとっては振替えとか色々なことが

出てくるし、働き方改革とか言われている中で難しいか

なと思うので、先生方には平日の負担が大きくなります

けど、なんとかこれまでの形での学習をお願いしている

ような状況です。
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青山市長 スケジュール的なことはわかりますが、学校における

感染予防対策の実際の取り組み等を委員の皆さんに説明

していただければと思います。

髙田教育指導参事 学校におきまして、先生方は授業を終えた後、机、椅

子、ドアノブ等の消毒を毎日行っております。学校によ

ってはトイレの清掃も子どもたちに行わせるのは危険だ

ということで、先生方が行っている学校もございます。

谷藤委員 僕の家の校区で桜蘭中学校の生徒達をよく見るのです

が、最近ジャージでよく登校しているようなのですけど、

あれは制服がなかなか洗濯できないという観点から、ジ

ャージとかで登校しているのですか。

髙田教育指導参事 そう伺っております。

谷藤委員 他の学校もそういうような感じなのですか。

髙田教育指導参事 桜蘭中がそのようにやっているようですけども、全て

の学校は行っていませんが、学校によっては体育のある

日はそのまま朝からジャージでいいですよとか、工夫を

して対応しております。

谷藤委員 学校では色々な対応をしているのですね。

國枝教育長 スクールバスは６月１日からの再開に合せて増便して

おりまして、今までよりは余裕をもって移動できるよう

な形をとっております。

谷藤委員 今まで結構道南バスでしたが、最近シノヤマさんのバ

スも見るようになったのですけど。

國枝教育長 シノヤマさんは観光のほうがメインだったものですか

ら、なかなかスクールバスでの対応は難しかったのです

けど、今回のコロナ禍で対応できますというお話をいた

だきましたので、地元の企業を使うという形でシノヤマ
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さんにお願いしました。

谷藤委員 市としては、ある程度道南バスと分けるような形です

か。

國枝教育長 そうですね。

青山市長 私も合間に学校の現場に行って、先生方の朝の登校の

様子だとか、教室での様子だとかを拝見する中で、神経

を張って、気を使いながらやっていただいているなと思

っていますし、私も子どもが小中学校にそれぞれおりま

すが、自分の子どもを通しながらも、子どもたちは色々

と予定されていた行事が無くなったりだとか、色々と不

安というか、戸惑いもあるのかなと思っています。これ

からも教育委員会を通しながら現場に行き来して、こう

いう時だからこそ、私が個人的に思うのは、学校に限っ

た話では無いのですけど、あれも中止、これも延期とい

うふうになっていて、色んな中での判断だとは思います

が、時々、安易に何でも中止にしてはいないかと、みん

なが考える力が損われていないかといったようなことを

思っているので、行事を中止する一方で、何かみんなで

気持ちが明るくなるようなことができないだろうかとい

うことを、ぜひ学校の現場と教育委員会と私も入って、

色々と意見交換をさせていただきたいなと思います。ま

だまだ注意報が続きますし、油断もならない状況にあり

ます。稲川委員をはじめ、それぞれの委員の方々も仕事

柄、色々と気を張っていらっしゃるかと思いますけど、

ぜひ皆さん方も教育委員会のほうからも学校現場のほう

によろしくお願いしたいと思います。

その他、全体を通した中でご発言がありましたら、よ

ろしくお願いします。ないようでしたら、本日の協議事

項を終了し、進行を事務局に返します。

成田教育部長 本日は色々なご意見、ご要望をいただきありがとうご

ざいました。これらのご意見等を参考にさせていただき

まして、今後の教育行政に活かしていきたいと考えてご
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ざいます。以上をもちまして、令和２年度第１回総合教

育会議を終了いたします。


