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平成３０年第１回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 

１  日  時      平成３０年１月１０日（水） 

                    開会 午後４時００分 

                    閉会 午後５時２５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

第９

第１０

議案第３号 室 蘭 市 が 目 指 す コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ス ク ー ル ( 案 ) の 件

議案第４号 室 蘭 市 学 校 運 営 協 議 会 規 則 制 定 の 件

議案第１号 平 成 ３ ０ 年 度 教 育 予 算 に 係 る 意 見 書 提 出 の 件

報告第４号 室 蘭 市 社 会 教 育 振 興 計 画 （ 素 案 ） の 件

報告第５号

議案第２号 第 ３ 期 室 蘭 市 学 力 向 上 基 本 計 画 骨 子 （ 案 ） の 件

平成３０年第１回室蘭市議会定例会に議案として付議する条例改正の件

報告第１号 室 蘭 市 教 育 委 員 会 ２ 月 行 事 予 定 の 件

報告第２号 教 育 機 関 等 に 対 す る 寄 附 採 納 の 件

報告第３号 第 ３ 期 学 校 適 正 配 置 計 画 の 件

番 号 件　　　　　　名

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

 

 

４  出席委員   國枝教育長 谷藤委員 前田委員 奈良委員 稲川委員 

 

５  説明員 髙木教育部長 大須賀教育指導参事 大谷総務課長 加納総務

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 北川生涯学習課長 髙橋生涯学習課主幹[施設]  大澤

生涯学習課主幹[文化振興・青少年] 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３０年第１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、奈良委員を指名い

たします。次は、日程第２報告第１号室蘭市教育委員会

２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２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。1 月中に実施するみなと小学校、

喜門岱小学校を除く各小学校で１３日まで、初入学児童

の 1日入学が開催されます。次に生涯学習課でございま

す。まず、社会教育では、１５日に平成３０年第 1回社

会教育委員の会定例会が市役所本庁舎２階大会議室で

開催されます。次の、民俗資料館では、３月１９日まで

資料整理休館となっております。次の、市民美術館では、

「小島和夫 日本画展」と「室蘭市民美術館をささえる

会所属作品展」が２月いっぱい開催されます。次の、青

少年科学館では、１６日に「第６回コンピュータ活用コ

ンテスト作品展示会」が開催され、１８日には同コンテ

ストの表彰式が執り行われます。次の、スポーツでは、

２５日に「第１０回文化・スポーツの祭典」が室蘭市体

育館で開催されます。次の、図書館では、１５日と２８

日に「親子読書ふれあい事業（ブックスタート）」が保

健センターで開催されます。次の、港の文学館では、３

月３０日まで「企画展『文学をしる・かたる・とどめる』

～今、評論の力を～」が開催されます。なお、２月３日

に白鳥台小学校、２月１７日に本室蘭小学校、２月２４

日に陣屋小学校で、それぞれ閉校式典が執り行われます。

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。それでは、報告第１号は終了します。次は、日程第

３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いて

ご説明いたします。次の、報告第２号別紙をご覧願いま

す。寄附採納は1件でございます。ふくろうの会様より、

図書１０冊、金額にいたしまして１５０，９０７円相当

のご寄附をいただきました。このご寄附は、ふくろう文

庫に収められ、市民の読書普及や美術鑑賞等のため活用

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まして、御質問等はありません

か。それでは、報告第２号は終了します。次は、日程第

４報告第３号第３期学校適正配置計画の件を議題とい

たします。事務局の説明をお願いします。 

 

加納総務課主幹      それでは、報告第３号第３期学校適正配置計画の件に

ついてご説明いたします。これは、同計画において統合

時期を未定としていた２件についての統合時期を報告す

るものです。報告第３号別紙をご覧下さい。１が対比表

になっております。これは、平成２３年３月に策定した

第３期学校適正配置計画から、天沢小の地球岬小への編

入統合の方向性および、大沢小の海陽小への編入統合の

方向性を抜粋した表で、上段が第３期学校適正配置計画、

下段が統合時期を検討したものとなっております。第３

期学校適正配置計画では、天沢小および、大沢小ともに

平成１２年度から各学年単学級で推移しており、その後

もその傾向が継続することが見込まれること、施設の耐

震対策や老朽化対策等の教育環境からもそれぞれ地球岬

小、海陽小への編入が望まれるとしており、統合した場

合の児童数、学級数の推移を見ながら検討することとし

ており、時期未定としながらも平成３２年度までの統合

を目標とする計画となっております。今回統合時期につ

いて、２の統合時期をご覧下さい。まず、天沢小の地球

岬小への統合については、統合に向けて、平成２９年５

月から１２月にかけて、関係する小学校のＰＴＡ役員や

学校及び連合町会役員と、統合に関わる意見交換を行い

ました。その中では、運動会など学校行事における駐車

場の確保、統合時期は少しでも延びた方がよい、クラス
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替えがあった方が子ども達の環境にはよい、などのご意

見がございました。加えて、統合に伴い増築工事が必要

となりますが、学校行事等による工事制限や安全対策に

必要な仮設工事を考慮しますと単年での工事完了が難し

いことなどを総合的に判断して統合時期を平成３３年４

月にする方針といたしました。次に、大沢小の海陽小へ

の統合になりますが、こちらについても同様に平成２９

年４月から７月にかけて意見交換を行いました。その中

では子ども達の学習環境を考えると少しでも早く統合し

た方が良い、一方で、統合前に子ども達の交流機会を設

けるため期間が欲しい、児童数の規模に差があり、統合

時単純にクラス分けすると１クラス５人くらいになり不

安、などのご意見がございました。加えて、統合に伴う

施設整備については内部改修で対応できることを踏まえ

総合的に判断して統合時期を平成３２年４月にする方針

といたしました。２ページをご覧ください。３の児童数

推計となります。３－１、３－２が、それぞれ統合した

場合の児童数と学級数の推計となります。いずれも上段

の表が本年度の推計値、下段に第３期学校適正配置計画

時の推計値を参考に記載しております。天沢小と地球岬

小が統合した場合の児童数と学級数の推計では、２９０

～３００人程の児童数で１２学級で推移するものと想定

しております。大沢小と海陽小が統合した場合の児童数

と学級数の推計では、４７０～４９０人程の児童数で１

６学級前後で推移するものと想定しております。資料の

説明としては以上になりますが、今後の予定としまして、

天沢小の地球岬小への統合については、平成３０年１月

２９、３０日に両校にて保護者や地域住民向けの説明会

を行う予定となっております。その後に統合推進協議会

設置する考えでございます。大沢小の海陽小への統合に

ついては、平成２９年１０月３０日に統合推進協議会設

置のための準備会を開催したところであり、年度内に統

合推進協議会の設置をする考えでございます。説明は以

上です。 

 

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
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か。 

 

谷藤委員         統合時期の説明の中に施設整備に係る工事とあるので

すが、これは増築ということですか。 

 

加納総務課主幹      地球岬小のほうは施設的には９クラス対応できる施設

規模となっているのですが、統合すると１２クラスとな

り、３クラス分が不足するということで、それに併せま

して、統合によりスクール児童館のスペースが不足する

ということもありまして、３階建ての増築で想定してい

るところです。 

 

谷藤委員         １学年２クラスくらいですか。２、３クラスくらい対

応できないものかと思ったのですが、意外とないのです

ね。 

 

國枝教育長        特別教室とか図工室、家庭科室等あるのですけれど、

そういうところを潰してということになると、学習環境

がよろしくない形になるものですから、地球岬小学校に

つきましては、建設当初から、天沢小学校が将来的に統

合することを見込んでおりまして、増築の予定は組んで

建てたものですから、今回はそこに増築という対応を考

えております。海陽小学校については、スペースは大丈

夫なのですが、スクール児童館のスペースが狭くなるも

のですから、教室やスクール児童館の場所を入れ替えた

り、中の間仕切りをはずしたりする形をとるので、一部

内部の改修で済むようなものを想定しています。 

 

前田委員         大沢小学校と海陽小学校を比べますと、圧倒的に人数

に差がありますよね、少ないほうの子どもたちの気持ち

を考えたら大変だなと思うのですけれど、交流の機会を

設けるとありますが、その割には期間があまりなくて、

具体的に、学芸会や運動会を一緒にやるとか、そういっ

た予定はあるのですか。 

 

中野学校教育課長     統合校の交流行事につきましては、これまでも前の年
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の１年間のみ実施しておりまして、大沢小学校につきま

しては平成３１年度に、これから学校で何の行事をやる

か考えていきます。これまではおっしゃるとおり見学旅

行に一緒に行ったりですとか、そういったことを実施し

ています。 

 

前田委員         いじめに遭ったらどうしようとか親は心配するのでは

ないでしょうかね。 

 

國枝教育長        大沢小学校と海陽小学校は翔陽中学校で一緒になる

ので、中学校に上がったときに大沢小学校の子どもが少

なくて海陽小学校の子どもが多いので、小学校の頃から

交流したほうが中学でもスムーズにいくと、保護者から

のご意見もありまして、今後も子どもが減る見込がある

ものですから、できるだけ早く統合をしてくれたほうが

良いとＰＴＡの方々からのご意見が多く、交流について

は各学校により内容はそれぞれですが、これだけ規模が

違う学校なので、両校にお話して、できるだけ統合時に

スムーズになる形を取りたいと思っています。 

 

稲川委員         天沢小学校について、統合は少しでも延びたほうがよ

いという意見がありますが、そもそも適正配置という考

え方は、ある程度のマスがあったほうが良く、子ども達

の適応能力の高さを考えれば、メリットのほうが大きい

ということで、適正配置ということが行われているので

しょうけれど、この１年延びたということは、工事の期

間のことだけなのか、教育的配慮で早く統合してあげた

ほうがよいと、我々は団塊の世代でたくさんの中で育っ

てきているから思うのですが、この意見はどういう意味

なのですか。 

 

加納総務課主幹      この意見は、天沢小学校のＰＴＡの方等の意見でして、

天沢小学校は昨年１０月に１００周年記念式典を開催し

ておられましたけれども、愛着が深い地域柄ということ

もあり、そういうことからの意見だと思われます。 

 



 7 

稲川委員         物事を進める上で大事な意見なのか、天沢小学校の児

童数は、平成２３年に計画した時点の推計より１３６人

も減っているみたいなので、より早く統合したほうがよ

いということはあったとしても、また１年延ばすという

ことが、そんなにメリットがあることなのか、物事の考

え方の筋として違うような気がしたのだけれども。 

 

國枝教育長        天沢小学校は確かに各学年１学級なのですが、平均す

ると各学級２０人程度はいるのですよ、大沢小学校のほ

うは学年によっては１桁になっているところもあって、

父兄の方から見ると、２０人くらいの小人数でも一定程

度いればそれはそれで、という意見もありました。こち

らとしては、耐震化とか老朽化とかいろいろあるもので、

ずっと統合しないということにはならないので、子ども

達の環境を考えると、クラス替えもできて、施設が整っ

た学校でということを強調させていただいて、了解を得

ましたけれど、工事の都合もあって、急いでやることで

かえって混乱が起きたりということを考えて１年延ばす

もので、これは工事の関係が中心ということで理解して

いただいてよろしいと思います。 

 

稲川委員         了解いたしました。私はいま蘭北小学校の校医をやっ

ているのですけれど、綺麗になって活気があって良いな

と思うのですが、検証作業といいますか、統合が良いは

ずだとしてやっていることが、結果としていじめが増え

たとか、本輪西小学校から来た子たちと高平小学校の子

たちの間で差別の問題が起こるのか、私は子ども達の適

応能力のほうが数段上だと思いますし、先生方の指導力

もあると思いますが、そういったメリットのほうを積極

的に、結果の検証作業をすることが、住民に対して説得

力のあるものになるのではないかと思います。 

 

國枝教育長        これまで統合のなかでは事前の交流事業等もやってい

るものですから、統合によるいじめや不登校が増えたと

か、そういったことはなくて、お互いに切磋琢磨でき、

学力の面でも一定程度良い方向に向いています。競争と
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いうのは、子ども達が育つ環境面でプラスになっていま

すし、適正な規模になることで、先生方もそれなりの人

数配置があるので、負担の軽減になるし、先生同士もま

た切磋琢磨できるという環境があるもので、これからま

た説明会等ありますが、そういう実績等を説明すること

でご理解いただけるよう取り組みを進めていきたいと思

います。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５報告第４号室蘭市社会教

育振興計画（素案）の件を議題といたします。事務局の

説明をお願いします。 

 

北川生涯学習課長     それでは、報告第４号室蘭市社会教育振興計画（素案）

の件についてご説明いたします。報告第４号別紙をご覧

いただきたいと存じます。本件については、現行の社会

教育振興計画の計画期間が今年度で終了することから、

お手元の資料のとおり、来年度から１０年間にわたる新

しい社会教育振興計画素案を策定しましたので、報告す

るものでございます。素案の策定にあたりましては、昨

年４月、教育委員会から社会教育委員の会に、新しい社

会教育振興計画の策定について諮問をし、同会では、計

画策定委員会を組織して協議検討を重ねられ、昨年１２

月に答申をまとめられました。計画素案につきましては、

この答申を十分に尊重させていただいた内容となってお

り、先月の教育委員会定例会でご報告申し上げた内容と

変更がないことから、説明は省略させていただきます。

計画策定に関する今後のスケジュールでございますが、

本定例会でご報告後、1月１８日開催の市議会総務常任

委員会に計画の素案を報告し、その後、市民皆様の意見

を求めるパブリックコメントを実施しまして、最終案を

取りまとめてまいりたいと考えてございます。パブリッ

クコメント実施後、計画素案から変更がない場合、ある

いは簡易な文言修正のみの場合につきましては、臨時代

理により、計画素案をもって、新しい社会教育振興計画

としたいと考えてございます。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
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か。前回１２月の定例会でお示しさせていただきました

振興計画と内容は変わっていない形で、今後、議会報告、

そしてパブリックコメントを実施予定ということで、こ

の計画は１０年間の計画なものですから、大きなことを

書いてあり、年毎の細かい話は何計画でしたか。 

 

北川生涯学習課長     この計画の実施計画であります社会教育推進計画とい

うものが３年毎に前期中期後期ということで策定してお

り、そこで具体的な事業を計画していくことになります。 

 

國枝教育長        これを１０年間の基本計画にして、あとは３年毎にど

ういう取り組みをやるかという実施計画を、この計画が

できた後に策定ということになります。ほかに、ありま

せんか。それでは、報告第４号は終了します。次は、日

程第６報告第５号平成３０年第１回室蘭市議会定例会

に議案として付議する条例改正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       それでは、報告第５号平成３０年第１回室蘭市議会定

例会に議案として付議する条例改正の件についてご説明

いたします。２月２６日に開会いたします市議会第１回

定例会に教育部所管の条例２本の改正を上程する予定

でございまして、条例の改正には議会の議決が必要とな

りますが、教育に関する事務の場合であっても、条例の

制定や改廃等の議案につきましては、地方自治法第１４

９条の規定により市長が議会への議案提出権を有してお

り、市長は、議案を作成する場合に、教育委員会の意見

を聞かなければならないことが地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第２９条で定められてございます。今

回は条例改正の概要についてご説明をさせていただき、

その後、２月２日に開催される、本市の条例の審査機関

である規定審査委員会にて審査を受けた後、２月１４日

に開催予定の教育委員会定例会で条例案をお示しして、

議会への条例提案ついて市長への申入れの議決をいただ

く予定でございます。この申入れをもとに市長が条例改

正を議案として議会に提出し、議会の議決を経て条例を
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公布し、施行という流れになります。それでは、２件の

条例改正の概要についてご説明いたします。はじめに、

室蘭市立小中学校設置条例中一部改正の件についてで

ございます。報告第５号別紙１をご覧ください。本件に

つきましては、１２月の定例会でご審議いただきました

高砂・水元小学校統合新設校の校名が決まりましたこと

から、小中学校設置条例の一部改正を行うものであり、

高砂小学校、水元小学校の名称及び位置を、新設校の天

神小学校の名称及び位置に改めるものでございます。こ

の改正は、統合校として、現水元小学校学校敷地に新築

整備を行なうため、文部科学省に対して財源となる補助

申請に必要な事項として、当該統合校の名称を学校設置

条例に定めた改正が必要なため行うものでございます。

併せて、それぞれ編入統合を予定しております知利別小

学校、大沢小学校、天沢小学校についても当該校の名称

及び位置を削除する一部改正を行うものでございます。

施行期日につきましては、天沢小学校を除き、統合の時

期である平成３２年４月１日とし、天沢小学校につきま

しては、統合時期が平成３３年４月１日となることから

その時期に合わせて改正するものでございます。次に、

室蘭市生涯学習センター条例中一部改正の件についてご

説明いたします。報告第５号別紙２をご覧願います。本

件につきましては、本年１２月開館予定の生涯学習セン

ターの使用料や所在地の標記について変更があったこと

などから、これらを定めている条例の一部を改正しよう

とするものでございまして、生涯学習センターの基本計

画に基づく仮の面積により貸館施設の使用料金を算定し

ておりましたが、このたび、実施設計が完了し、貸館施

設等の面積が確定したことから使用料を再算定するとと

もに、工芸スタジオ内の陶芸窯の使用料を新たに設定す

るものでございます。また、同条例第２条「名称及び位

置」のうち、敷地内の施設配置が確定したことから、住

居表示番号について改正するものでございます。本条例

の施行日につきましては、室蘭市生涯学習センター条例

の施行日平成３０年１２月を予定してございます。説明

は以上でございます。 
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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５号は終了します。次は、日程第

７議案第１号平成３０年度教育予算に係る意見書提出

の件を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

髙木教育部長       議案第１号平成３０年度教育予算に係る意見書提出

の件について説明いたします。本件は、提案理由に記載

しておりますが、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２９条において、市長が予算を作成する場合、教

育に関する事務については、教育委員会の意見を聞かな

ければならない、となっておりますことから、意見書と

して本案を市長に、提出するものでございます。それで

は、議案第１号別紙をご覧いただきたいと存じます。1

ページ目でございますが、平成３０年度の教育予算に対

する考え方を記載しており、２ページ、３ページについ

ては、平成３０年度の教育予算の重点事項を取りまとめ

たものであり、大きく１１項目としております。なお、

具体的な内容につきましては、ただいま配布しました参

考資料をご覧ください。ただし、参考資料の主な事業項

目、並びに金額などの数字は、予算要求または直近の状

況であり、今後も変動する可能性があることや、当初予

算につきましては、最終的には３月議会で議決されるも

のでありますことから、あくまでも現時点における参考

としていただきますよう、よろしくお願いいたします。

それでは、意見書の重点項目、１１項目の概要について

説明いたします。「１学校教育事業の促進」としまして

は、学力向上のための教育研究活動の充実や、いじめ･

不登校問題等の生徒指導対策の充実、就学のための経済

的支援など１０項目を、「２学校施設・設備の整備」で

は、学校施設の改修、グラウンド整備等の環境整備、校

教具の整備を、「３統合校整備事業」では、今年４月に

開校する白蘭小学校の外構整備、平成３２年４月開校に

向けた高砂・水元小学校統合校の天神小学校の校舎棟と

体育館棟の建設工事着工のほか、知利別小学校編入統合

に伴う旭ヶ丘小学校増築の実施設計委託、天沢小学校編

入統合に伴う地球岬小学校増築の地質調査、実施設計委
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託を、「４学校給食センター施設・設備の整備」では、

食缶等の備品更新のほか、設備老朽化に伴う改修として

おります。また、「５読書活動の推進」、「６社会教育事

業の推進」、「７男女平等参画社会の推進」のほか、「８

芸術・文化の振興」では、文化活動の奨励や芸術文化事

業の推進、文化財の保護活用、「９青少年の健全育成及

び非行防止の推進」では、青少年団体活動への支援や少

年非行防止体制の充実などとし、「１０社会教育施設の

整備」では、「(仮称)環境科学館・図書館整備」のため

の旧女性センター解体や、今年１２月開館に向けた生涯

学習センター整備を、最後の「１１スポーツの振興及び

施設整備」では、スポーツの普及促進や指導者の育成の

ほか、スポーツ施設の整備を項目としております。なお、

本日、審議、決定された意見書につきましては、すみや

かに青山市長に提出する予定でございます。説明は、以

上でございます。ご審議を賜りますようよろしくお願い

いたします。 

 

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。学校教育の関係では４月からの第３期学力向上基本

計画がこれから出てきますけれど、それもありまして学

力向上の関係、いじめ不登校の関係では引き続きいじめ

は絶対に許さないという取り組み、また陣屋小学校、本

室蘭小学校、白鳥台小学校の３校が閉校になり白蘭小学

校が開校になることでの予算の増減もあります。就学の

ための経済的支援のところでは、就学援助の品目に生徒

会費とクラブ活動費を含める形で、低所得者に対する支

援の充実に関する取り組み、統合校整備事業では、統合

校の設計、建設の関係ですね。生涯学習の社会教育のほ

うの関係では、社会教育施設の整備というのが一番大き

く、（仮称）環境科学館・図書館整備のほうは、着工で

はないですけれど、今の女性センターや保健福祉部分庁

舎の解体等の取り組み、あとは生涯学習センターがいよ

いよ１２月に完成となりますので、それの備品や整備の

関係です。まだ要求段階なものですから、変わってくる

可能性はありますけれど、こういう形で市長に申し入れ
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を行うということで考えております。 

 

稲川委員         例年どのくらい認められるのですか。 

 

髙木教育部長       一概に何パーセントというようなことは言えません。 

 

稲川委員         総額では大分変わるのでしょうか、生涯学習センター

などの大きな箱物があるとまた違うのでしょうけれど。 

  

國枝教育長        子どもの数も減っているものですから、それに伴う減

というのも若干はありますが、基本的には教育は子ども

達がいる限りにおいては継続した事業という形で、さら

には室蘭市の教育の中で弱い部分は充実させる取り組み

を行っていきたいと思っております。また、予算が決ま

ったら報告をするのですよね。 

 

大谷総務課長       教育予算の内容については定例会の場でお示しさせて

いただきます。 

  

國枝教育長        気になるところがございましたらまたご連絡をいただ

ければと思います。ほかに、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御異

議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

國枝教育長        それでは、御異議がありませんので、原案のとおり可

決いたします。次は、日程第８議案第２号第３期室蘭市

学力向上基本計画骨子（案）の件を議題といたします。

事務局の説明をお願いします。 

 

大須賀教育指導参事    それでは、議案第２号第３期室蘭市学力向上基本計画

骨子案の件につきましてご説明いたします。議案第２号

別紙をご覧ください。まず、これまで平成２６年度から

２９年度の４箇年で取り組んでまいりました第２期室蘭

市学力向上基本計画の成果と課題についてご説明いたし
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ます。成果につきましては、学力の諸調査の分析結果か

ら、小学校国語は全国平均値を上回っております。中学

校では国語、数学共に全国水準を維持しております。ま

た小学校時と中学校に進学してからの学力を比較いたし

ますと、学力に明確な伸びが見られます。これらの成果

のあった要因といたしましては、各校におきまして学力

諸調査の結果を分析し、学力向上に関する課題の把握と

明確な目標の設定を行い、学力向上に係るＰＤＣＡサイ

クルを確立した取組が推進されていることにあると考え

ています。また、パイロットスクール事業や学力向上奨

励校事業により、校内研究が活性化し、研究成果を公開

研究会で示すことにより、市内小中学校へ還元できてい

ると捉えております。授業においては、実物投影機やデ

ジタル教科書等のＩＣＴ活用の促進により、具体的な事

象や学習方法の提示、以前に学習したことをフィードバ

ックする速度の向上が図られ、学習内容の理解の促進に

つながっていると捉えております。さらには、小中連携

教育の推進により、学習の基盤を支える学習ルールや生

活習慣の確立など、義務教育９年間を見通し、子どもの

発達の段階に応じた学習に向かう姿勢の育成が図られて

いることも成果の要因の１つと捉えております。課題に

つきましては骨子案の下段第２期室蘭市学力向上基本計

画の課題をご覧ください。学力諸調査の結果分析や、毎

年実施しております学力向上基本計画の点検・評価の結

果から、学校間、個人間の学力格差が顕著な教科がある

ことが分かっており、全国水準を下回る学校においては

学力下位層の割合が高く、全国水準を維持している学校

であっても、学力層が複数に分かれる多極化の現状が見

られます。特に、小学校算数科においては、室蘭全体の

平均が全国水準に達しない状況が続いております。また、

家庭における学習時間は、各校における学習のてびきの

作成などにより向上はしておりますが、依然としてメデ

ィアに接する時間のコントロールが難しく、家庭学習を

含めた生活習慣の確立が課題となっております。平成３

２年度は小学校、平成３３年度は中学校において、新学

習指導要領が全面実施となり、平成３０年度から移行措
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置が始まります。「よりよい学校教育を通じて、よりよ

い社会を創る」という理念を実現させるために、社会に

開かれた教育課程の編成を通して、子どもたちに必要な

資質・能力の育成を図っていくことが重視されています。

このことを学校教育現場で実践していくためには、義務

教育９年間の学習の連続性を考慮した指導を行うととも

に、地域の物的・人的財産の教育課程への活用や、主体

的・対話的で深い学びを軸とする授業改善などを考慮し

た教育活動の展開が重要となります。さらには、新たに

小学校において外国語が５・６年生で教科化、外国語活

動が３・４年生に新たに加わるほか、プログラミング教

育の充実など、従来の教育課程には存在しなかった事項

の指導が必要であり、指導方法の確立や教員の指導技術

の獲得・向上が課題となっております。これまでの成果

を継承・発展し、課題を解決していくために、第３期室

蘭市学力向上基本計画では以下の点を重視してまいりま

す。骨子案上段の室蘭市内各小中学校の教育課程におい

て、７つの方向性を示させていただきました。各学校は、

各種学力調査やアンケート等を活用しながら把握した実

態に応じて、７つの方向性ごとに具体的な目標や方策を

立て、ＰＤＣＡサイクルを確立しながら課題解決に向け

て教育活動を実施してまいります。第３期計画におきま

しては、まず、「社会に開かれた教育課程」の実現に向

け、教育活動を一つの学校の限られた空間だけで完結さ

せるのではなく、学校を取り巻く社会との接点を大切に

しながらそれぞれの学校の課題解決を図っていくことを

目指します。そのため、義務教育９年間の連続性を視野

に入れた教育を推進する小中連携教育の取組の継続や、

コミュニティ・スクールの段階的な設置により、子ども

たちを育てていく目標やビジョンを地域で共有しながら、

学校の教育を支えていただくことを考えております。次

に、カリキュラム・マネジメントを充実させることを目

指します。カリキュラム・マネジメントとは、「各学校

において、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容

等を教科横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程

の実施状況を評価してその改善を図っていくこと、教育
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課程の実施に必要な人的または物的な体制を確保すると

ともにその改善を図っていくことなどを通して、教育課

程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の

向上を図っていくこと」を指します。各学校における教

育目標の実現は、学校経営を進める校長が骨組みを考え、

実施状況を把握し改善を加えていくことにより、これま

でも実施されてきているところですが、これらの過程を

学校職員が当事者としての自覚の下、学習活動の一つ一

つと目指す課題解決の関係性を意識していく営みが、組

織体としての教育活動の質の向上につながり、子どもた

ちに必要な資質・能力の着実な育成につながります。次

に、授業改善についてご説明いたします。新学習指導要

領では「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授

業改善が重視されております。「主体的な学び」とは、

学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方

向性と関連付けながら、見通しをもって粘り強く取り組

み、自己の学習活動を振り返って次につなげる学びを指

します。「対話的な学び」とは、子ども同士の協働、教

職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考

えること等を通じ、自己の考えを広げ深める学びを指し

ます。「深い学び」とは、習得・活用・探究という学び

の過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」

を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解

したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見い

だして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したり

することに向かう学びを指します。「主体的・対話的で

深い学び」は、１単位時間の中ですべてが実現されるも

のではありません。単元や題材など内容や時間のまとま

りを見通して、主体的に学習に取り組めるよう学習の見

通しを立てたり学習したことを振り返ったりして自身の

学びや変容を自覚できる場面をどこに設定するか、対話

によって自分の考えなどを広げたり深めたりする場面を

どこに設定するか、学びの深まりを作り出すために、児

童・生徒が考える場面と教師が教える場面をどのように

組み立てるか、といった観点で授業改善を進めていくこ

とが必要になります。市内全ての学校は、これら新学習
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指導要領の動向をおさえており、「主体的・対話的で深

い学び」を研究・研修テーマとして意識していますが、

児童・生徒の学びの向上に結び付くよう今後もさらなる

実践の推進に努めてまいります。次に、学習環境の整備

についてご説明いたします。確かな学力を身に付けさせ

るためには、児童・生徒の学習に向かう姿勢や意欲を支

えていくことが必要です。第２期計画においても、学習

規律の全教職員による共通理解と徹底に取り組み、子ど

もたちが学習に集中できる環境を整えてまいりました。

また、教室や校内の掲示物や表示などに工夫を加え、学

習の振り返りや学習したことの活用を図りやすくする工

夫も定着してきました。さらには、ＩＣＴ機器を中心と

する教育機器の活用により、子どもたちの学習事項への

興味・関心を喚起し、学習内容の理解と定着を促進する

授業の充実を図ってまいりました。これらの成果は今後

も室蘭市の教育を支えるスタンダードとして継承し、教

職員の世代交代が進んでも常に学力を支える基本事項と

して指導できるようにしてまいります。次に、現代的な

課題への対応についてご説明いたします。新学習指導要

領で示された小学校外国語教育の充実やプログラミング

教育の新設、平成３０年度は小学校、平成３１年度には

中学校で道徳が教科化、子どもたちとメディアとの適切

な関係作り、ＩＣＴ機器の活用など、新たな変革や、子

どもたちを取り巻く社会情勢の変化がもたらす課題等が

多数存在しております。このような状況の中、教職員の

意識や指導技術の更新の機会が必要となりますので、室

蘭市教育研究所の研修講座や公開授業研究会を充実さ

せることにより教職員の研修機会の確保と充実を促進し

てまいります。次に、個に応じた指導の充実についてご

説明いたします。第２期計画期間の課題として、学力諸

調査の結果分析から、個人間の学力格差の拡大が挙げら

れます。また、多様化する家庭の様相から、家庭におけ

る生活や学習習慣の確立にも個人差が大きく表れていま

す。これらの課題を少しでも解決していくためには、一

人一人の学習状況を的確に把握・評価し、これらに応じ

た支援を行っていくことが必要です。学力諸調査等の分
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析結果を活用した教育課程の編成・実施、個人の調査結

果を活用した１単位時間や家庭学習におけるフォローア

ップ、複数の教師の指導によるきめ細やかな学習状況の

見取りと支援、評価の充実を図り、目標の達成状況に応

じた支援等を行い、児童・生徒一人一人の成長を支える

ことに取り組みます。これらの各学校での取組を支援す

るために、教育委員会では、骨子案の中段にあるように、

「室蘭市教育委員会のサポート」を考えてございます。

第２期室蘭市学力向上基本計画において成果を得られた

事業の継続を基盤としながら、学力差の解消や、新しい

学習指導要領の理念の実現に資する事業に取り組んでま

いります。以上で、第３期室蘭市学力向上基本計画骨子

案についてのご説明を終わらせていただきます。ご審議

賜りますようお願い申し上げます。 

 

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。第３期になりますと、学習指導要領が変わるので、

また新たな授業が入ってきたりもしますし、アクティブ

ラーニングという、主体的・対話的で深い学びというこ

とが特に強調されたりもしております。その中で、小中

の連携とか、子ども達が健やかに主体的に学べるような

環境を作っていこうということで取り組みを強化して、

全国学力調査の中ではまだ全国水準に達していない教科

もありますけれど、概ね順調に、全体として室蘭は伸び

てきているという環境の中で、学校間の格差とか、充実

させていく取り組みを図っていく予定です。よろしいで

すか。ないようでしたら、議案第２号は原案のとおり可

決することに御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

國枝教育長        それでは、御異議がありませんので、原案のとおり可

決いたします。次は、日程第９議案第３号室蘭市が目指

すコミュニティ・スクール（案）の件を議題といたしま

すが、日程第１０議案第４号室蘭市学校運営協議会規則

制定の件と内容が重複いたしますので、一括で事務局の
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説明をお願いします。 

 

大須賀教育指導参事    それでは、議案第３号室蘭市が目指すコミュニティ・

スクール案の件、並びに議案第４号室蘭市学校運営協議

会規則制定の件につきましてご説明いたします。まず、

議案第３号別紙をご覧ください。コミュニティ・スクー

ル制度の概要についてご説明いたします。コミュニティ・

スクールとは、学校運営協議会を設置した学校のことで、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定されて

おります。コミュニティ・スクールは、学校と地域住民

が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる

「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な

仕組とされています。コミュニティ・スクールでは、学

校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となっ

て特色ある学校づくりを進めていくことが可能とされて

います。学校運営協議会において必ず実施しなければな

らないことは一点のみで、「校長が作成する学校運営の

基本方針を承認すること」です。その他、任意の事項と

して、「学校運営について教育委員会又は校長に意見を

述べること」、「教職員の任用に関して、教育委員会に意

見を述べること」、「学校運営への必要な支援について協

議すること」ができます。コミュニティ・スクールを室

蘭市に導入いたします背景についてご説明いたします。

全国的な諸調査の結果から、現代の子どもたちは、学ぶ

ことと自分の人生や社会とのつながりを実感しながら自

らの能力を引き出し、学習したことを活用して、日常生

活や社会の中で出会う課題の解決に主体的に生かす力の

育成が課題となっております。これは、室蘭市におきま

しても同様の課題と捉えております。また、本市では、

子どもたちがより良い環境で学ぶことを目指した学校統

廃合計画を推進しておりますが、校区の広域化がもたら

す課題もございます。これまで築いてまいりました地域

との関係性を基盤としながら学校との関係性の再構築を

図り、子どもたちに生きる力を育成することが必要であ

ると捉えております。また、学校・保護者・地域住民が

義務教育９年間で育てたい子どもの姿を共有し、社会全
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体が教育の当事者としてそれぞれの立場でできることを

無理なく継続していくために、情報発信と連携の場とし

てコミュニティ・スクールを導入し、発展させていくこ

とをねらいとして制度の導入を検討してまいりました。

制度の導入にあたって、平成２８年度から平成２９年度

に、国の補助事業である「コミュニティ・スクール導入

促進事業」に室蘭西中学校区を指定し、先進地の視察や

研修会の参加等を通して、コミュニティ・スクールを導

入した場合の組織や活動の在り方について調査・研究を

進めてまいりました。室蘭市にコミュニティ・スクール

を導入するにあたって、５つの基本方針案を考えました。

別紙資料の２ページをご覧ください。１つ目は、コミュ

ニティ・スクールを持続可能な取組にしていくことをね

らいとしています。学校・家庭・地域住民それぞれが教

育の当事者として力を発揮していただくことが基本とな

りますが、特定の人材や立場の方に無理をかけてしまう

と、取組自体に充実感や満足感よりも負担感を感じ、途

中で活動の継続が困難になることが考えられます。学校

運営協議会では、共通の目標の下、共通のビジョンを持

って具体的な活動を推進するために、熟議を行うことが

推奨されています。熟議とは、多くの当事者による熟慮

と討議を重ねながら課題解決を目指す対話のことをいい

ます。２つ目は、子どもたちにふるさと室蘭のよさを実

感させ、将来的に社会を支える当事者としての考えや行

動力を身に付けさせるねらいがあります。コミュニティ・

スクールの活動により、室蘭のよさや特色を生かした教

育の推進を図るとともに、地域の信頼できる大人とのか

かわりや、大人たちが地域の将来を見据えて社会に貢献

する姿を目にすることにより、住みよい社会を形成する

ことの意義ややりがいについて考える契機とすることを

目指します。３つ目は、学校運営協議会の組織の在り方

の基本について述べています。学校運営協議会の在り方

を規定する「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

の改正が行われ、平成２９年４月１日より施行されまし

た。法律の改正により、学校運営協議会の設置が各教育

委員会の努力義務とされ、二つ以上の学校の運営に関し
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密接な連携を図る必要がある場合には、二つ以上の学校

について一つの学校運営協議会を置くことができるよう

になりました。室蘭市では平成２６年度より小中連携教

育の充実に取り組んでおり、義務教育９年間を見通した

活動が子どもたちの生活や学習を安定さやすいことや、

学校と地域とのかかわりを結ぶ諸会議を統合し会議の回

数を減らせることから、基本的に中学校区に一つの学校

運営協議会を設置することとします。４つ目は、室蘭市

の各学校への学校運営協議会設置計画を示しております。

平成３０年度に室蘭西中学校区に学校運営協議会を設

置し、その後は小学校の統廃合の状況を勘案し、おおむ

ね統合後２年以内の設置を目指し、平成３４年度には室

蘭市内のすべての学校をコミュニティ・スクールとする

ことを目指します。５つ目は、コミュニティ・スクール

とその基盤を支える社会教育との関係について述べてい

ます。コミュニティ・スクールの取組が進展していきま

すと、地域の子どもたちの成長に必要なことを地域総掛

かりで行っていくことが予想されます。その活動の多く

は地域住民の善意によるボランティア活動が主体となり

ます。地域活動は、学校教育だけでは支えられるもので

はなく、社会教育分野や地域生活等の関係分野との連携

をコーディネートしていく必要があります。この役割は

本来的には学校教育から切り離して議論がなされるべき

であり、教育委員会といたしましては、学校教育と社会

教育などとの連携を密にし、コミュニティ・スクールに

社会教育などの側面からの支援が充実するように努めて

いきたいと考えてございます。これら５点の基本方針を

踏まえた活動を行うことにより、室蘭市が目指す子ども

の姿を、別紙資料の２ページ中段にお示ししました通り、

「室蘭市民憲章の精神にのっとり、進んで多様な人々と

の協働を経験しながら学ぶことの意義を実感し、明るい

未来を切り拓く社会の担い手としての基礎・基本を身に

付ける子」と考えてございます。次に、コミュニティ・

スクールの組織についてご説明いたします。別紙資料の

４ページ上段をご覧ください。まずは、学校運営協議会

と教育委員会の関係についてご説明いたします。学校運
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営協議会は教育委員会が各学校に設置し、委員は学校長

の意見を聴取しながら規定された人数内において教育委

員会が任命します。委員の対象となる方は、別紙資料１

にある組織図の中の中央にあります○○中学校区学校運

営協議会の枠の中をご覧ください。各学校運営協議会は、

学校運営に関する意見を教育委員会に提出できるほか、

教職員の任用に関する意見を室蘭市教育委員会経由で

北海道教育委員会に提出することができます。次に、学

校運営協議会と各学校との関係についてご説明いたしま

す。各学校は、学校運営協議会に対し、学校運営の基本

方針を示し、学校運営協議会はこれを承認します。この

ことは、学校運営協議会の必須事項となっています。ま

た、各学校は学校運営及び教育活動について説明したこ

とについて、学校運営協議会から意見を得ることができ

ます。次に、学校運営協議会や各学校と保護者や地域の

皆さんとの関係についてご説明いたします。学校運営協

議会は、協議に関する情報を保護者や地域の皆さんに積

極的に提供するよう努めます。また、学校運営協議会の

委員は、それぞれ日ごろから保護者や地域の活動に携わ

っておられる方々ですから、それぞれの立場のご意見等

に接する機会が多いため、これらについて学校運営協議

会に反映させることができます。学校運営協議会と保護

者・地域の皆さんとの情報のやり取りの中から、具体的

な学校運営に対する支援活動についても協議し、それぞ

れの立場で無理なく実行できることを学校がご支援いた

だく形になります。最後に、室蘭市における学校運営協

議会の設置計画案についてご説明いたします。別紙４ペ

ージ下段をご覧ください。平成３０年度に室蘭西中学校

区に学校運営協議会を設置し、平成３０年４月までにす

でに小学校の統廃合が完了している中学校区については

平成３１年度末までに学校運営協議会を設置する予定で

す。なお、喜門岱小学校につきましては特認校という性

格上、卒業生の進学先の中学校が年によって異なるため、

単独で学校運営協議会を設置する予定で、こちらも平成

３１年度末までの設置を目指します。その他の中学校区

につきましては、小学校の統廃合完了後２年以内に学校
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運営協議会を設置する予定です。以上で、室蘭市が目指

すコミュニティ・スクール案についてのご説明を終わら

せていただきます。引き続き、室蘭市学校運営協議会規

則についてご説明いたします。議案第４号別紙をご覧く

ださい。室蘭市学校運営協議会規則は、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律に規定する学校運営協議会

について必要な事項を定めています。内容の主なものに

ついてご説明いたします。学校運営協議会の設置は、教

育委員会が行います。第３条には設置学校と協議会名が

表に示されております。室蘭西中学校とみなと小学校以

外は段階的に設置の運びとなりますので、設置する学校

が拡大していくごとに規則を改定してまいります。第４

条には、学校運営協議会が担う必須事項、第５条には学

校運営協議会が担う任意の事項について定めています。

任意事項の中には学校の職員の採用その他の任用に関し

て意見を述べることができるとありますが、職員個人を

指名してのものではなく、規定にある通り、「学校の抱

える課題の解決や特色ある学校づくりに必要な職員に関

する要望」と限定しております。第７条には、地域住民

等の参画促進のために、学校運営協議会は協議の結果に

関する情報を積極的に発信していくことが定められてお

りますので、コミュニティ・スクールだよりや学校だよ

り、あるいは学校ＨＰ等を活用しながら情報発信に努め

てまいります。第８条では、学校運営協議会の委員の数

を定めており、一学校運営協議会２０名以内としていま

す。今のところ小中学校それぞれ１校の校区で実施する

ことを想定していますが、市内の中学校区には３校規模

もございます。このような対象校区に学校運営協議会を

設置する時期になりましたら、人数の規定を増員するよ

う規則を改定してまいります。第９条には、学校運営協

議会の委員の守秘義務について定めております。委員は、

非常勤の特別職の地方公務員の身分を有しておりますの

で、職務上知り得た秘密を漏えいすることは禁じられま

す。第１０条には学校運営協議会の委員の任期を２年と

定めており、再任は妨げないとしております。第１１条

には、学校運営協議会に会長及び副会長を委員の互選に
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より選出し、会長が会議を招集し議長となることを定め

ております。以上で室蘭市学校運営協議会規則について

のご説明を終わらせていただきます。室蘭市が目指すコ

ミュニティ・スクール案と併せまして、ご審議賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

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。コミュニティ・スクールに関しましては、室蘭西中

学校区で、２８、２９年度の２箇年で導入事業として取

り組みを行っていましたので、３０年度からのスタート

はスムーズにいくのではないかと考えております。他の

統合校についても少し準備期間を設ける形で、３１年度

末あるいは３３年度、３４年度と導入していこうという

考えでございます。それに伴い、学校運営協議会を規則

で定めまして、実施していくということになります。よ

ろしいですか。ないようでしたら、議案第３号は原案の

とおり可決することに御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

國枝教育長        続きまして、議案第４号について、原案のとおり可決

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、議案第３号と議案第４号に

ついては原案のとおり可決いたします。 

 

國枝教育長        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３０年第１回室蘭市教育委員会定例

会を閉会いたします。 
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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    奈 良  秦 哉 

 

会 議 録 調 製 員      大 谷  裕 司 


