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平成２２年第９回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２２年９月２日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後 6 時 5 0 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２２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 標準学力テスト結果報告について 

第７ 議案第１号 室蘭市立学校通学区域規則中一部改正の件 

 
 
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 佐藤教育部長 酒井教育指導参事 堀総務課長 松村学校教育

課長 星学校教育課主幹 高橋指導主事 萩原指導主事 小西

生涯学習課長 田中青少年課長 真野学校給食センター所長  
 
 
 
西里委員長      ただいまから、平成２２年第９回室蘭市教育委員会定例会

を開会いたします。 
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西里委員長      日程第１の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、芝垣委員を指名いたします。 

 

西里委員長      次は、日程第２の会議録承認についてであります。平成２

２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

ご異議ありませんか。 

 

（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。次に、日程

第３平成２２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       ８月２５日・２６日に岩見沢市で開催されました平成２２

年度北海道都市教育連絡協議会定期総会についてご報告し

ます。事例発表では江別市の教育長月田健二さんが「子ども

も大人も楽しく学ぶために」という題目でお話され、江別市

ではレンガの製造が昭和２４年から行われて教育学習にも取

り入れているとのことでした。市内には４つの大学と２つの

短期大学があり、また道立図書館・情報図書館もあり学習に

良い環境が整っているそうです。そのような環境でも言葉だ

けでは子どもは変わらない、変えるための活動が組織されな

ければ言葉はういてしまうと仰っていたのが非常に印象的で

した。教育委員も年３回は学校へ行き授業見学等を行ってい

るとのことで、私自身ももっと勉強しなければと感じました。

次に実践発表では岩見沢市青少年センター所長の佐藤進さん

が「岩見沢市の登校支援事業について」発表されました。地

域の方々の協力を得てゴルフや菜園作り・囲碁・英会話など

本人のやりたいことをさせようという内容でその全てが１対

１で他人がいてはだめだということに驚きました。不登校の

子どもたちが人とのコミュニケーションが難しいということ
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に私は勉強不足だったと感じました。また所長の熱意に圧倒

されました。室蘭市ではどのような支援を行っているのか後

程教えていただければと思います。２６日にはいわみざわ公

園のバラ園の温室が素晴らしく羨ましく思いました。教育研

究所ではテレビ会議システムによる遠隔学習を体験しました。

この日は、楽しい食事を工夫するという授業で２つの小学校

と教育研究所の３箇所を衛生放送を利用してお互いの様子が

わかる状態での授業でした。岩見沢市では地元でたくさんの

野菜が作られているので地産地消の献立で給食ができていて

これも羨ましかったです。この遠隔学習授業は、他校との交

流ができることからコミュニケーション能力の育成に繋がっ

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       私も黒光委員・堀総務課長とともに平成２２年度北海道都

市教育連絡協議会定期総会に参加してまいりました。２５日

の定期総会では前任の續石委員が在職功労の表彰を受けまし

た。事例発表と実践発表については黒光委員からの報告のと

おりで、他市の状況についてわかりました。２６日の視察で

は教育研究所のテレビ会議システムによる遠隔学習がとても

画期的で時代にあった授業だなと関心しました。今回ははじ

めてということで緊張しながらの参加でしたが大変勉強にな

りましたので、来年もぜひ参加したいと思いました。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。 

 

星学校教育主幹    始めに学校教育に係る行事についてご説明申し上げます。

市内の中学校で学校祭が行われます。鶴ヶ崎中学校は９月１

７日～１８日、北辰中学校は９月１８日に行われ、残る８校

については９月末から１０月２日までの間に行われます。以

上でございます。 
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小西生涯学習課長   続きまして、生涯学習課に係る行事予定のうち、主なもの

についてご説明いたします。社会教育ですが、９月いっぱい

親と子どもを対象とした各種家庭教育セミナーが開催されま

す。次に男女平等参画推進ですが、男女平等参画情報誌「ア

バンセ」の７号を９月１日付けで発行しました。次に女性セ

ンターですが、２日と１６日に男性を対象とした料理教室を

開催いたします。今日現在１３名の申込みがあります。次に

文化振興の関係ですが、１１月の文化の日にかけまして各種

文化団体による市民文化祭が活発に開催されております。次

に市民美術館ですが、２８日から３０日にかけまして開館２

周年記念胆振彫刻７人展を開催いたします。次に青少年科学

館ですが、１２日に科学の祭典２０１０室蘭大会が開催され

ます。入館料は無料となっております。次に民俗資料館です

が、１日から５日まで開館３０周年企画展が開催されており

ます。次に図書館ですが、ふくろう文庫ミニ特別展が２日か

ら７回開催されます。次に、港の文学館ですが１日から８日

まで室蘭地方自分史展が開催されます。最後にスポーツです

が、２６日に市民大運動会、むろらんピックが入江陸上競技

場で開催されます。以上でございます。 

 

田中青少年課長    続きまして青少年課の９月行事報告についてご説明いたし

ます。２９日に室蘭市青少年問題協議会第２回健全育成部

会が開催されます。当日は毎年１１月３日、文化の日に実

施しております室蘭市青少年表彰についてご審議いただく

予定となっております。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、ご質問等は、ありませんか。 

 

黒光委員       「アバンセ」を読ませていただきましたが、裏側の文章が

仕事と子育てのバランスについて書かれていて大変素晴ら

しく感じました。公務員とありましたが、室蘭市の職員の

方なのでしょうか。 

 

小西生涯学習課長    自衛隊の方です。 

西里委員長      ほかにありませんか。なければ、報告第１号は、終了いた

します。次は、日程第５報告第２号教育機関等に対する寄



 5 

付採納の件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

堀総務課長      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、

御説明申し上げます。次の頁の報告第２号別紙「寄附採納状

況報告書」を御覧いただきたいと存じます。寄附採納につき

ましては、４件でございます。８月２日にＪＲＡウインズ室

蘭所長様より、移動が可能な音響システムのキャリングアン

プ１式金額にいたしますと３０万４千７００円相当のご寄付

がございました。このご寄附は、本輪西小学校において教育

振興に活用させていただきます。次に８月１９日に株式会社

楢崎製作所代表取締役社長様より武揚小学校前歩道橋補修

工事が行われました。この補修工事は金額にいたしますと１

１３万３，３９０円相当のご寄付となったところでございま

す。補修後の歩道橋は、安全に子どもたちの通学や校舎とグ

ランドの移動等で活用させていただきます。次に８月２５日

にＪＥＣ連合新日本石油労働組合室蘭支部様より、1校 5万

円の図書カード５校分金額にいたしますと２５万円のご寄付

がございました。このご寄付は、地域の小学校（高平小、本

輪西小、陣屋小、本室蘭小、白鳥台小）５校に贈呈され、そ

れぞれの学校において学校図書の充実を図って参ります。次

に、８月１３日にふくろうの会代表様より、読書普及のため、

図書９冊、金額にいたしまして、６万円相当の御寄附がござ

いました。このご寄附は、ふくろう文庫に収められ、市民の

読書普及のために、活用させていただきます。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、ご質問等は、ありませんか。 

 

（なし） 

 

西里委員長      なければ、報告第２号は、終了いたします。次は、日程第

６報告第３号標準学力テスト結果報告についてを議題とい

たします。説明をお願いします。 

 

佐藤教育部長     それでは、報告第３号標準学力テスト結果報告について私

からまず、概要を説明させていただきます。本年度の全国学
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力学習状況調査、いわゆる全国学力調査は、抽出校が４校で

残りの学校すべては、北海道の事業で実施されたところであ

り、その結果につきましては、現在、北海道教育委員会で、

只今取りまとめを行っているところでありますので、報告が

ありましたら本定例会でご説明申し上げます。本日は、昨年

度から、本市独自に実施しております標準学力調査の本年度

分の調査結果の取りまとめができましたので、ご報告申し上

げます。本年は、４月２７日（火）に実施し、５月３１日（月）

に結果の返却があり、この標準学力調査につきましては、小

学校３年生及び５年生では、国語、算数を 中学２年生では、

国語、数学、英語を調査対象科目として実施したところであ

り、あわせて、小学校３年生には生活行動の実態調査につき

ましても昨年同様に実施してございます。それでは、資料に

基づきまして、萩原指導主事より報告をさせますので、よろ

しくお願いします。 
 
萩原指導主事     只今ありました標準学力調査の調査結果の概要についてご

報告申し上げます。お手元の資料標準学力調査結果をご覧く

ださい。この資料１につきましては、前回の委員会にて酒井

教育指導参事よりご報告申し上げておりますので、割愛させ

ていただき、本日は各教科における問題内容別と小学校３年

生の生活行動についてご報告申し上げます。次に資料２をご

覧ください。こちらは、本市の各教科における問題内容別に

よる学力の特徴と傾向でございます。○印は全国を上回って

いる項目で、逆黒▼印は全国より下回っている項目となって

います。また、※のある太字は、昨年度に引き続き同じ傾向

にある内容でございます。初めに左側の国語についてでござ

いますが、こちらからは、２つのことが分析できます。１点

目は本市の児童生徒の共通課題でございます。２年連続しま

して、「作文を書く」ことの内容の正答率が低くなっており

ます。▼の小学校３年生、５年生、中学校２年生をごらんく

ださい。この課題につきましては、小学校と中学校が連携を

図りながら取り組まなければならない課題でございます。2
点目は学力の回復がみられることであります。小学校３年生

では、「物語文を読み取る」問題や「漢字を書く」問題が低

い傾向にあるところではございますが、小学校５年生で○印



 7 

「漢字を書く」問題が全国値を上回り、中学校２年生で○印

「文学作品の内容を読み取る」問題が全国値を上回ってござ

います。つづきまして、算数・数学についてでございます。

こちらにつきましても、２点の特徴があきらかになってござ

います。1 点目は、本市の児童生徒の共通の課題でございま

す。小学校３年生の「長さ」や「箱の形」の問題が全国値よ

りも下回り、小学校５年生では「円」の問題、中学校２年生

では、「空間図形」の問題が低い傾向にあることから、図形

を操作したり、解くことが課題となってございます。ならび

に、小学校３年生の「かけ算の文章問題をつくるや解く」問

題が下回り、小学校５年生で、「計算のきまり（）のついた

四則計算分配法則」の問題、中学校で、「１次方程式の応用

問題」が低い傾向にあることから、文章問題や応用問題が全

国を下回っているところでございます。このことからこの共

通課題は、小学校と中学校が連携を図りながら取り組まなけ

ればならない課題でございます。2 点目は、基礎的基本的な

内容が習得されているということでございます。小学校３年

生の「時刻と時間」の意味や小学校５年生の「小数」の意味

や中学校での「１次方程式の計算」問題が全国よりも上回り、

本市の児童生徒が基礎的基本的な内容が習得されていること

がわかります。資料３をご覧ください。最後に英語について

でございます。こちらにつきましては、低い傾向にある内容

がなく、全体的にどの問題も高い傾向にあることがわかりま

す。つづきまして、資料４をご覧ください。こちらは小学校

３年生の生活行動、学習行動の調査をグラフ化したものでご

ざいます。棒グラフが全国、濃い色のバーが本市の結果とな

っております。このグラフからは、全国と本市との差が一目

でわかる資料となってございます。この左側の問題項目が生

活習慣についての質問、右側の問題項目が学習習慣について

の質問となってございます。この生活習慣と学習習慣の２つ

特徴的なことにつきましてご説明申し上げます。上の欄、問

題番号で１～２２番までが生活習慣となりますが、生活習慣

につきましては、全国値より上回っている項目や概ね同等と

なってございますが、本市の児童が全国値より大きく上回っ

ている項目としましては、２番の「朝は自分で起きている」

となります。また、全国より下回っている項目としましては、
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２１番の「地域の行事に参加している」、つづいて、５番目

の「朝食をきちんと食べている」となります。つづきまして、

学習習慣でございます。問題番号は２３番以降となります。

学習習慣につきましては、特徴がはっきりしてございます。 
本市の児童が全国値より大きく上回っている項目としまして、

問題番号３５番の「通信添削を利用して、勉強している」や

問題番号３４「参考書や問題集などを使って、勉強している」

となっております。また、全国より下回っている項目としま

しては、問題番号２３番「本（マンガや雑誌をふくまない）

を読んでいる」や問題番号２９番「筆記用具などを用意して

から勉強している」、問題番号２６番「勉強に役立つテレビ

番組（クイズ番組など）を見ている」などが特徴的な項目で

した。只今ご説明申し上げたようにこれらの項目を読み取っ

てまいりますと、学校教育の課題もございますが、家庭教育

や地域教育での課題もあることから、学校、家庭および、地

域との連携が喫緊の取り組むべきことととらえ、各学校にお

きまして、家庭教育の充実や地域教育の連携を図るため、お

便りや様々な会合等で家庭教育・地域教育の啓発に取り組ん

でいるところでございます。最後にこれらの調査分析と、今

後調査結果の報告があります全国学力学習調査の結果と合わ

しまして、各学校におきましては自校の課題に即しまして、

各学校において学力向上改善プランを作成していただき、学

力向上に向けて取り組んでいただくところでございます。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、ご質問等は、ありませんか。 

 

黒光委員       資料４でありました地域の行事に参加している割合が低い

とのことでしたが、私の地域で子どもたちが参加する行事

というのがお祭りとクリスマスの２回くらいではないかと

思います。以前に比べますと参加できる行事自体が減って

いるということも影響しているのではないかと考えました。 
 
谷藤委員       資料１には２１年度と２２年度の比較が示されていますが、

具体的な学校名は出さなくていいのですが、学校別で比較

すると低い学校は２１年度も２２年度も低くなっていると
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いう様な傾向があるのでしょうか。 
 
酒井教育指導参事   いろいろ検討しましたが、学年ごとの差が大きいようで特

別２１・２２年度ともに高い学校・低い学校はなく、少し

極端な例になりますが、２１年度が 2 番目で２２年度は下

の方という学校もありましたことから、一定の傾向を見出

すことはできませんでした。 
 
谷藤委員       年度は違うということは教師も違うということになります

が、教師の指導法により差が出ているという考え方もでき

るのではないでしょうか。 
 
酒井教育指導参事   確かに指導者が違っているということもありますが、現場

を経験した立場としましては、学年によって資質が大きく

異なり保護者につきましても学年によって大きく違い全体

に考えます。 
 
谷藤委員       先ほどの報告の中に、小中学校の連携ということが言われ

ていますが、先日小学校で使用する教科書の選定を行いま

して来年は中学校の教科書を選定することになりますが、

その際に小学校で採択した教科書と同じ出版会社の教科書

をということも連携を考える上では必要なのでしょうか。 
 
萩原指導主事     教え方と作りが似ている方が子どもたちも違和感なく学び

が進むという考え方もありますので、その辺りも考慮しな

がら来年の選定を行わなければならないと考えております。 
 
谷藤委員       先日選定した教科書について、先生方は各教科書について

特色や指導のポイント等の説明を受けるのでしょうか。 
 
萩原指導主事     それぞれの出版会社からはございませんが、指導書という

詳しい解説書がございましてそれが各校に届きます。その

解説書を活用して学んでいただきまして子どもたちへ指導

するという形になります。 
芝垣委員       小中学校の連携に関しまして、こうした結果を取りまとめ

た後に小学校・中学校の先生方に引継ぎということも含め



 10 

て検討していく場を教育委員会として設定するような計画

はあるのでしょうか。 
 
酒井教育指導参事   毎回、校長会・教頭会では結果を受けて細かく説明いたし

ております。また各学校では様式を作り学力の改善プラン

というものを作成して提出させております。更に、担当者

を呼んで会議を行い傾向を伝えております。また、市全体

としては先ほど説明したような傾向がありますが学校単位

にしますとまた違う傾向も見えてきますので結果を分析し

て各校で毎年年度末には次年度に向けた指導計画を提出す

ることとしております。そういった取り組みもあり、若干

回復している面もありますことから少し長いスパンで考え

ていかなければならないと思っております。 
 
芝垣委員       小中学校間での連携を考えると、学校ごとの取り組みも大

切だと思いますが、もっと全体的な取り組みもあった方が

良いのではと思いますが、何か取り組んでいるのでしょう

か。 
 
酒井教育指導参事   １つとしまして東京書籍さんからを利用しておりまして、

問題の内容別のドリル集を各校からダウンロードできるよ

うになっております。基礎・基本については一定の成果を

あげており、課題は応用問題ですのでそうしたものを利用

したトレーニングをして力をつけるようにしております。

また、読書については小中学校で読書習慣・読書の活用に

ついては折りにふれて取り組むように促しているところで

ございます。 
 
西里委員長      私からですが、学校の先生との連携について話がでており

ますがこのデーターをふまえて保護者の方と懇談会などは

行われているのでしょうか。 
 
萩原指導主事     現場としましては各学校で分析したいただき、そのデータ

ーを学級通信や学校だよりなどで保護者にはお知らせして

おります。 
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西里委員長      学校だよりではどのような形で知らせているのでしょうか。

今見せていただいている資料のような感じなのですか。 

 

萩原指導主事     詳しく述べている学校もございまして実際の数値を出し、

学校ごとの弱点や重点的に力をつけていきたい項目に触れ

ているものもございます。 

 

西里委員長      クラスごとに学級通信として出すような形なのでしょうか、

それとも学年単位ということになるのでしょうか。 

 

酒井教育指導参事   学校だよりで校長や教頭が作成しております。本市では、

小学校３年生、５年生、中学校２年生で実施しております

が、学校によっては該当していない学年を自己負担で実施

し全学年を通して分析し、結果に応じてどのような対策を

とっていくのかということを書いている学校もでてきてお

ります。 

 

西里委員長      文章での伝達も大事だが、直接話をする場というのもあっ

た方がいいように感じます。他にありませんか。 

 

芝垣委員       生活行動で気になるのは、朝食や夕食を食べている・家族

と一緒に食べているという項目が全て全国平均を下回って

いるというのが気になります。共働きとか室蘭の経済事情

もあるのでしょうが、委員長も先ほど話していたようにこ

のような資料を用いて朝食や夕食を一緒に食べるというこ

とが大きな意味で学力の向上に繋がるということを保護者

の方に伝える場や話し合いの場があった方が良いのではな

いでしょうか。 

 

酒井教育指導参事   次回校長会で今回の結果について詳しく説明しますので、

その辺りも特に伝えていきます。 

 

 

西里委員長      ほかにありませんか。なければ、報告第３号は、終了いた

します。次は、日程第７議案第１号室蘭市立学校通学区域

規則中一部改正の件を議題といたします。説明をお願いし
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ます。 

 

星学校教育主幹    議案第１号室蘭市立学校通学区域規則中一部改正の件に

ついてご説明申し上げます。本件は、平成２２年第２回市

議会定例会におきまして室蘭市小中学校設置条例の一部を

改正する条例が可決され、平成２３年４月から常盤小学校

が武揚小学校に編入統合されることに伴い、室蘭市立学校

通学区域規則の一部を改正いたそうとするものでございま

す。改正の内容でございますが、常盤小学校の通学区域を

武揚小学校の通学区域に組み入れ、武揚小学校の通学区域

とするものでございます。なお、施行の年月日は条例の施

行日と同じ平成２３年４月１日となってございます。以上

でございます。ご審議の程宜しくお願い申し上げます。 

 

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

 

（なし） 

 

西里委員長      それでは、議案第１号は、原案のとおり可決することにご

異議はありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長      ご異議がありませんので、原案のとおり可決いたします。 

 

西里委員長      ほかにありませんか。 

 

酒井教育指導参事   冒頭に黒光委員から質問のありました本市の登校支援につ

いて高橋の方からお答えします。 

 

高橋指導主事     室蘭市の登校支援は、主に３つの適応指導教室で行われて

います。現在、約２０名程通室しておりまして各教室４名か

ら７名程度となっております。１番多い７名が通室しており

ます武揚教室は、訪問アドバイザー２名と相談員１名の３名

がおります。武揚教室が１対１の支援の形に近いのですが、

なかなか完全な１対１での支援は難しいながらも、個々の実
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態に応じたカリキュラムを組みまして子どもたちのニーズに

応えられるようにしております。特徴的なことを申し述べま

すと、室蘭市の登校支援としては体験活動と人との関わりに

なります。体験活動としましては、科学館に行ったり、物作

りを行ったり、畑作業、パークゴルフ、ミニバレーボールな

どを３教室合同で行ったりするなかで、体験活動・コミュニ

ケーション活動を通して人間関係スキルの向上をはかってお

ります。また、職業体験学習を行っていることも特徴的な内

容です。各教室の運営が子どもたちを第一に考えるものでそ

れぞれが自分の殻の中に閉じこもるのではなく非常に暖かい

雰囲気の中での学習活動が展開されております。簡単ではご

ざいますが、以上でございます。 

 

黒光委員       ありがとうございました。室蘭市は現在３名程でも対応で

きているということなのですか。岩見沢市ですと、子どもの

自宅に訪問して外に連れ出すことも難しく、また外に出てき

てくれても１対１でなければいけない子どもが多く、菜園な

ども仕切りがあったのですが。室蘭市では、家庭訪問しても

出てこないというお子さんはいないのですか。 

 

高橋指導主事     通室に至らず支援が必要な子どももおります。訪問アドバ

イザーが出勤する前に毎日１時間程かけて６名から７名、多

い時ですと１０名の子どもの家を回りまして声かけを行って

おります。また、帰りがけにも同じように声かけを行ってお

ります。やはり岩見沢市と同様になかなか家庭から一歩踏み

出せないという子どもも室蘭市にもおります。 

 

黒光委員       そうでしたか。岩見沢市でのお話を聞きますと家から外に

連れ出すことがなかなか大変で、苦労して連れ出しても何か

の拍子にまた元に戻ってしまうということもあるとのことで

した。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。 

 

（なし） 
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西里委員長    なければ、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２２年第９回室蘭市教育委員会定例会を閉会

いたします。 
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