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平成２７年度第２回室蘭市総合教育会議 会議録 

 

１  日  時           

平成２７年１２月１日（火） 

        開会 午後６時００分  閉会 午後６時４０分 

 

２  場  所           

室蘭市役所２階大会議室   

 

３ 次 第 

１．協議事項 

（１）室蘭市教育施策の大綱（素案）について 

２．その他 

（１）今後の予定 

 

４  出席者    

青山市長 西里委員長 谷藤委員 前田委員 奈良委員 山田教育長 

大柴総務部長 杉本教育部長 高見教育指導参事 山﨑総務課長 大谷 

教育総務課長 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 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］ 髙橋 

生涯学習課主幹[スポーツ施設] 小田桐図書館長 佐藤学校給食センタ 

ー所長 
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杉本教育部長       それでは、ただいまより平成２７年度第２回室蘭市総

合教育会議を開催いたします。本日はご多用のところ、

ご出席を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、

議長を市長に勤めていただきたいと存じます。よろしく

お願いいたします。 

 

青山市長         ではみなさんよろしくお願いします。改めまして、進

行させていただきます。本日はお寒い中、大変お忙しい

中、お集まりいただきましてありがとうございます。前

回、第１回の総合教育会議でお話をさせていただきまし

たとおり、今回大綱の素案を策定いたしましたので、ま

ずは事務局より大綱を説明させていただいた後に、意見

交換などをしていただきたいと考えておりますのでよろ

しくお願いします。では、説明をお願いします。 

 

事務局          それでは、室蘭市教育施策の大綱素案についてご説明

いたします。お手元に大綱の素案をお配りしております

ので、こちらをご覧いただきながらご説明させていただ

きます。１ページの「はじめに」では、今回の大綱の策

定経緯について述べており、本市で進めております、誇

れる室蘭のまちづくりの実現に向けて、教育面における

学校教育及び社会教育の推進の重要性や、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の改正の経緯、本市におけ

る教育の諸問題について総合教育会議において現状や課

題を把握し、次の世代を担う子どもたちを育成するため

にしっかりと役割を果たしていくこと、さらに、教育施

策の推進については、教育委員会、市長部局の各部・各

課との連携を図り推進していくことを述べております。

続きまして２ページ目では、大綱の性格としまして、大

綱策定の根拠法令や、大綱とは施策の根本となる方針を

定めるものとされていることを記載しております。また、

大綱の期間につきましては、国の教育振興計画に倣い、

平成２８年度から平成３２年度までの５年間としており

ます。次に、大綱の体系図を記載してございます。室蘭
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市の総合計画やこれまで教育行政の計画である学力向上

基本計画や、社会教育振興基本計画などの教育所管の諸

計画、基本方針などと整合性を図りながら策定をしてお

り、本市の教育目標「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」の達成のため、教育推進の

方針に基づき、また、教育委員会所管でございます学校

教育の目標、社会教育の目標を参酌して、室蘭市教育施

策の大綱として４つの基本施策を掲げております。４つ

の基本施策につきましては、１つ目に、子どもたちの「生

きる力」を育成する教育の推進、２つ目に、信頼される

学校づくりの推進、３つ目に、子どもたちが安全・安心

に学べる教育環境の整備、４つ目に、人とまちが生きる

生涯学習の推進でございます。なお、その他子育て支援

などの施策については、市長部局、教育委員会が連携し

て施策を推進していくことを記載してございます。続き

まして次のページでは、本市教育目標「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」と教育推

進の方針について記載しており、教育推進の方針では、

学校教育については、健康増進、体力の向上、道徳教育

や生徒指導の充実、心豊かな児童生徒の育成に努めるこ

と、社会教育については、計画的・効率的な学習の機会

と場の充実を図り、主体的で健康な市民の育成を図るこ

と、地域に根ざした文化、スポーツ、科学の育成に努め

ることを述べてございます。続きまして、次ページでは、

大綱の基本施策でございますが、先ほども申し上げまし

たように、４つの基本施策がございます。それでは、こ

の４つの基本施策と施策の中身について、現在、実施し

ている施策の事例を出しながらご説明をさせていただき

ます。1つ目でございますが、子どもたちの「生きる力」

を育成する教育の推進につきましては、具体的な中身と

いたしましては、（１）といたしまして、「確かな学力」、

「豊かな心」、「健やかな体」の育成を掲げております。

なお、「確かな学力」につきましては、学力の向上に関

する取組として、すでに策定されている「第２期学力向

上基本計画」に基づく取組、例えば、本市標準学力調査

や学力向上研究奨励校の指定、学力支援教員の配置、ICT
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活用等の取組を、「豊かな心」につきましては、道徳性

の育成やいじめ問題の防止等の取組でございますが、具

体的には、道徳の時間の教科化への対応を図るための教

員研修の実施や昨年４月に策定した「室蘭市いじめ防止

基本方針」に基づくいじめ問題の未然防止や早期発見、

早期対応の取組を、「健やかな体」につきましては、体

力向上、食育等に関する取組であり、「室蘭市児童生徒

の体力向上プラン」に基づく取組や子どもたちの望まし

い食習慣の醸成や、健康に関する知識の定着を図り、家

庭と連携した「早寝早起き朝ごはん運動」等の取組を現

在進めているところでございます。（２）では、特別支

援教育の充実といたしまして、子どもたちへの適切な就

学相談と支援の実施を、さらに（３）では、特色ある教

育活動の推進といたしまして、世界に通じる子どもたち

の育成事業である小学生への出前講座や、「むろらんイ

ングリッシュデイ」等の取組やふるさと教育、環境教育

等の取組を進めているところでございます。次に２番目

の信頼される学校づくりの推進では、（１）家庭や地域

の理解と協力を得た学校づくりの推進といたしまして、

地域の人材力を生かした教育活動の実践、例えば職業体

験、ボランティア教育、国際理解教育等地域人材による

学習支援など、学校への各種支援を通じた開かれた学校

づくりの取組や、（２）教職員の資質・能力の向上、服

務規律の徹底では、各種研修による教職員の資質能力の

向上等による取り組みなどを、３番目の「子どもたちが

安全・安心に学べる教育環境の整備」としまして、（１）

不審者対策の強化では、不審者情報メールによる周知や

地域パトロール隊などと連携した一斉巡回活動等による

取組、（２）防犯教育、防災計画、防災教育計画に基づ

く取組では、昨年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に基づく取組

や、（３）安全・安心な学習環境の整備では、学校適正

配置計画に基づく学校統合などの教育環境の整備・充実

等の取組を行っております。４番目の「人とまちが生き

る生涯学習の推進」につきましては、（１）生涯各期の

学習活動の推進では、室蘭市社会教育振興計画に基づい



 5 

た地域の活力と教育力を向上させていく総合的な施策な

どを、（２）文化芸術・スポーツ活動の推進では、市民

文化祭などの芸術発表活動の支援、文化財の保護等や市

民大運動会、体育施設開放など、（３）社会教育施設の

整備では、現在進めております環境科学館・図書館や文

化センターの改修などを取り組んでいるところでござい

ます。次ページ以降は、参考資料といたしまして、室蘭

市民憲章と、今回の大綱の策定や教育委員会制度の大幅

な改正の根拠となりました地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の改正概要、最後の６ページでは、国の第

２期教育振興基本計画と、北海道の教育推進計画の抜粋、

最後に本市学校教育目標と社会教育目標を記載してお

ります。説明は以上でございます。 

 

青山市長         ただいま事務局から説明があったとおり、子どもたち 

の生きる力を育成する教育の推進、信頼される学校づく 

りの推進、子どもたちが安全・安心に学べる教育環境の 

整備、人とまちが生きる生涯学習の推進の４つを基本施 

策とし、そのほか子育て支援等にかかる施策については、 

市長部局と教育委員会が連携して施策の推進にあたるよ 

う、大綱案を策定させていただいたという事務局の説明 

でありますけれども、この案につきまして、教育委員会 

のほうからご意見を賜りたいと思いますが、いかがでし 

ょうか。 

 

山田教育長        他の市町村の、期間や内容の方向性などを調べていれ 

ば、教えてほしいのですが。 

 

事務局          北海道でも、先月大綱が策定されておりますけれども、 

            その他、道内の主要な市におきましても、札幌市が１０ 

月に案が完成してございまして、他市でも概ね１０月か 

ら１１月にかけて素案や案の策定がほぼ完了してござい 

まして、パブリックコメントの募集などをおこなってい 

る状況でございます。内容につきましては、１ページか 

ら多くても１０ページ程度の内容で策定してございます。 

期間については、国の教育振興基本計画が５年というこ 
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とがございますので、大体５年くらいという計画期間と 

しているところが多くなってございます。以上でござい 

ます。 

 

青山市長         ほかに皆さんのほうからご意見ありませんか。私から 

            尋ねるのもなんですけども一点いいですか。教育目標の、 

２１世紀を切り拓く心豊かで主体的に学び続ける人づく 

りの、主体的というところに込めた思いなどですね、少 

しちょっと解説をしていただけたらと思いまして。 

 

高見教育指導参事     学びの基本なのですが、学校教育においては知識技能 

の定着と、それらの活用を図るための思考力判断力表現

力の育成というのが、学校教育の指導のメインなのです

が、同時に主体的に学習するという部分に子どもたちの

学ぶ意欲だとか興味関心が含まれているということで、

学校教育法にも主体的に学ぶという部分が重要視されて

いまして、当然これは社会教育にも通じるものではない

かなという風に考えております。以上でございます。 

 

青山市長         切り拓くという力強さやですね、主体的にという意欲 

を持ちながら心豊かにという、大きく柔らかさを感じる 

教育目標だなと私なりに感じたところです。ほかにみな 

さんから目標、方針、施策等、ご意見ありませんか。無 

いようなのでもう一点、今回の会議の設立や大綱を定め 

るにあたって、全国的にいじめ問題が大きな背景にあっ 

たのかなと思いますけれども、本市におけるいじめの実 

情など今回の計画の中に盛り込んだエッセンスなどあれ 

ば、お聞かせいただきたいと思います。 

 

高見教育指導参事     本市のいじめの状況につきましては、認知件数自体は 

平成２５年度と２６年度を比較しまして減少傾向にある 

のですが、一番問題になっているのは、ＳＮＳやインタ 

ーネットを使ったいじめ問題で、なかなか大人から見え 

にくい状況があるということで、今年度に入ってからも 

いじめのアンケート結果も入ってきていますが、一番多 

いのがインターネットという状況なものですから、使い 
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方も含めて今後一層強化していくことが重要ではないか 

なという風に考えています。認知件数につきましては、 

今回の岩手で起きた事例に関わって、丁寧に些細な事案 

も認知件数にあげるようにとの文科省からの通知もあり 

まして、まだ集計はしていませんが、昨年度より今年度 

は認知件数は増える見込みとなっております。以上でご 

ざいます。 

 

青山市長         ありがとうございます。ほかにございませんか。 

 

谷藤委員         素案ですから、これを基に細かく詰めていくような流 

れになっていくのでしょうか。 

 

事務局          素案に承認をいただきましたら、１月くらいにこれを 

公表いたしまして、広く市民のかたの意見をいただくパ 

ブリックコメントを実施いたしまして、そこでいただい 

た意見などを考慮しながら最終案を今年度内に策定する 

予定でございます。 

 

山田教育長        パブリックコメントで今年度中に大綱が決まってから、 

大綱に沿って具体的な施策等を２８年度の教育行政方針 

として教育委員会で作ることになります。また、例年通 

り教育行政方針をチェック・評価する機会もありますの 

で、常に合意をしながら、５年間大綱に沿って進めてい 

くことになります。 

 

谷藤委員         今後広く意見をいただくとのことですが、大綱には具 

体的な事例が無いので、なかなかこれだけでは市民のか 

たには分かりにくいと思うのですが。 

 

青山市長         大綱なので、なかなか具体的なところまで表現しきれ 

            ていないところがあるのでしょうか。 

 

事務局          国の法改正のときに出た通知の中でも、大綱の定義と 

いうものが示されておりまして、大綱というのは地方公 

共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施 
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策についてその目標や施策の根本となる方針を定めるも 

のであり、詳細な施策について策定することを求めてい 

るものではないというような記載がございまして、具体 

的な施策につきましては先ほど教育長からも申し上げま 

したとおり、毎年度教育行政方針の中で具体的なものを 

出していったり、学力向上ですとか学校適正配置等色々 

な計画もございますので、具体的な内容については、個々 

の計画の中で出していくものと考えてございます。以上 

でございます。 

 

山田教育長        先ほど他市の状況も出ましたが、基本方針なものです 

から、Ａ４で１枚という市もあり、意見をいただくにあ 

たりなかなか分かりにくい部分があるかと思いますが、 

このような流れになっているということで、ご理解いた 

だきたいと思います。 

 

西里委員長        ひとついいですか。大綱と、今までの教育行政方針と 

の違いをどのような形で出すのでしょうか。 

 

事務局          大綱については、市長が策定するものとされていまし 

て、教育行政方針は教育委員会が作るものとされていま 

すが、根本はどちらも国の教育振興基本計画を参酌して 

作ることになります。 

 

西里委員長        内容が重複したりはしないのでしょうか。 

 

事務局          大綱に基づいて、より具体的な内容を教育行政方針で 

            謳っていくことになろうかとは思います。根本は一緒で 

す。 

 

山田教育長        大綱という根幹になぞって、具体的な施策等、細かい

部分は教育行政方針のほうで書いていく形になります。 

 

西里委員長        教育行政方針も少しいつもと違った特徴をもつように、 

変化させてもいいのではと思うのですが。 

 



 9 

山田教育長        大綱があって、教育行政方針があって、更に肉付けの 

予算と３本で流れていくのですが、教育に予算の権限が 

無いので、あまり方針のほうで予算に影響する中身まで 

書くことがなかなか難しいという面もあります。それは 

市政方針もそうなのですが。 

 

青山市長         委員長が仰ったとおり、新しく大綱が出来た中で新年 

度に向けた教育行政方針では、少し変化があってもいい 

のかなと聞いていて感じましたけれども。 

 

高見参事         大綱の中で、２ページ目の下の部分の「その他、子育 

て支援等に関する施策については、市長部局、教育委員 

会が連携して推進していきます。」という部分がひとつ 

ポイントになるのかなと思っています。これまでも例え 

ば保健福祉部と教育委員会が連携したがん教育だとか、 

総務部と連携した世界に通じる子どもたちの育成事業だ 

とか、鉄育等、横断的な事業を展開しておりますので、 

教育行政方針の中に含めていく形でやっていきたいなと 

思っております。 

 

西里委員長        市長の概念として、子育て支援の部分を、市長部局と 

協同する等、もう少し大綱に入れることはできないので 

しょうか。 

 

山田教育長        大綱は確かに市長が作るのですが、大綱に項目として 

謳ってしまうと、それに基づいて教育行政方針を作成す 

る中で、市政方針と重複してしまう部分が出てきてしま 

うので、子育て支援のうち教育と関わる部分については、 

教育行政方針のほうで具体的な表現をしていこうかなと 

思ったのですが。 

 

西里委員長        どっちがいいのか分からないですが、大綱には、市長 

の考えが入っているということを考えると、子育て支援 

に対して教育としてどのような考えがあるのかというこ 

とが大綱の中に入っているべきだと思うのですが。それ 

が「はじめに」に入るのか、項目として入るのかは分か 
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らないですけれども。 

 

山田教育長        具体的に項目として入れると、教育が市長部局の分に 

まで関わっていくことになってしまいますので、「はじ 

めに」に入れたほうがいいかと思います。 

 

青山市長         委員長がご心配いただいた部分は、大綱の「はじめに」 

として冒頭で表現しているので、そこは私としてはいい 

のかなと考えたところです。 

 

西里委員長        どこで区別するのかなということだけなのですが、ち 

            ょっと気になっていまして。その辺の違いを、教育行政 

            方針での中でどのように表していくかということでしょ 

うか。あくまで大綱ですからね。 

 

高見指導参事       子育て支援と教育とでは、また意味合いが変わってく 

            るものですから、放課後児童対策にしても、あくまでも 

子どもの居場所という中身で、教育とはまた意味合いが 

変わってくるのかなと思いますのでそこはちょっと難し 

い部分があると思うのですが、関連づけられる部分につ 

いては可能な範囲で入れていくような形で考えていきた 

いと思います。 

 

山田教育長        子育て支援については、「はじめに」の部分で表現す 

るということでいいと思います。 

 

青山市長         ではそのような形で、第１回目の大綱にしたいと思い 

ます。ほかよろしいでしょうか。ありがとうございまし 

た。それでは、本日お示しをいたしました大綱の素案に 

ついて、今月開催します議会で報告いたしますが、その 

後のスケジュールについて、事務局のほうから説明をお 

願いします。 

 

事務局          本日、ご承認いただきました素案の議会への報告した

後につきましては、パブリックコメントを１月から約１

か月間実施をいたしまして、意見を聴取後、２月下旬を
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予定しておりますが、また総合教育会議を開催させてい

ただきます。その後に３月に開催いたします第１回室蘭

市議会にて案として報告し、４月から実施というスケジ

ュールを考えているところでございます。以上でござい

ます。 

 

青山市長         ただいまの説明について、ご質問等ございますか。

ないようですので、本日の会議、議題も全て終了いた

します。それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

杉本教育部長       本日は、大変お忙しいところ、ありがとうございま

した。次回につきましては、日程調整をさせていただ

いてご連絡させていただきます。これをもちまして、

平成２７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。 


