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平成２２年第１２回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２２年１１月２５日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後７時３０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 備考

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 報告第１号 室蘭市教育委員会１２月行事予定の件

第４ 報告第２号 教育機関等に対する寄附採納の件

第５ 報告第３号
室蘭市特別支援教育推進協議会諮問に対す

る答申の件

第６ 報告第４号

室蘭市教育委員会臨時代理の件

（公の施設に係る指定管理者の指定につい

て市長への申入れの件）

室蘭市市民会館

第７ 報告第５号 〃 室蘭市文化センター

第８ 報告第６号 〃 白鳥大橋パークゴルフ場

第９ 報告第７号 〃 室蘭市体育関連 13 施設

第１０ 報告第８号 〃
室蘭市中島スポーツセンタ

ー

第１１ 報告第９号 〃
胆振地方男女平等参画セン

ター

第１２ 報告第１０号 〃 室蘭市児童センター
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第１３ 報告第１１号 全国学力学習状況調査の結果概要について

第１４ 報告第１２号
中央・港南地区統合中学校の校名選考につ

いて

第１５ 報告第１３号
学校施設を活用した今後のスポーツ振興に

ついて

第１６ 議案第１号
室蘭市教育委員会事務局職員の人事発令の

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 佐藤総務課

主幹［学校施設］ 國枝総務課主幹［適正配置］ 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 矢元生涯学習課主幹[文化振興] 松原生

涯学習課主幹[図書館] 山下生涯学習課主幹[図書館] 田中

青少年課長 高木青少年課主幹 真野学校給食センター所長

照井給食センター主幹
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西里委員長 ただいまから、平成２２年第１２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、山田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

２２年第１１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 次は、日程第３報告第１号室蘭市教育員会１２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。

堀総務課長 報告第１号室蘭市教育委員会１２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号別紙を御覧いただきたいと存じます。最初に

学校教育課では、２０日から２２日の間に各中学校で、２

４日に各小学校で２学期終業式が行われます。次に生涯学

習課の社会教育では、１日に高齢者と子どものふれあい交

流事業「開運干支づくり交流会」が開催されます。次に、

女性センターでは縄文遺跡をテーマとしたいきいき教養セ

ミナーが行われます。次に、市民美術館では７日から１２

日まで第４回北海道現代具象展が行われます。次に、青少

年科学館では４日から２６日までの木・土・日曜日にスポ

ットサイエンスが行われます。次に、民俗資料館では１２

日と１９日にとんてん館寺子屋教室が行われます。次に、

図書館では１８日に第１２回クリスマスふれあいコンサー

トが行われます。

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、ご質問等は、ありません

か。
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西里委員長 ないようですので、報告第１号は終了します。次は、日

程第４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。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

御説明て、ご説明申し上げます。次のページに報告第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、２件でございます。最初に、１１月２

日渋田繁美様より、現金１００万円のご寄附がございまし

た。このご寄附は、教材整備に活用させていただきます。

次に、１１月９日にふくろうの会代表様より読書普及のた

め、図書８冊、金額にいたしまして、２１万円相当のご寄

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 それでは、報告第２号は終了します。次は、日程第５報

告第３号室蘭市特別支援推進協議会諮問に対する答申の件

を議題といたします。説明をお願いします。

星学校教育課主幹 報告第３号室蘭市特別支援推進協議会諮問に対する答申

の件についてご説明申し上げます。本件は、本年７月に室

蘭市特別支援教育推進協議会に対しまして、障害児等に係

る障害の種類、程度等の判断及び適切な支援の在り方と特

別支援教育の指導の改善及び推進に関することについて調

査・審議のため、同協議会に諮問していたところでござい

ますが、１１月９日に答申を受けましたので、本日は、そ

の判定結果を報告するものでございます。報告第３号別紙

１をご覧いただきたいと存じます。上段の表は、在学児童

生徒１１２名の判定結果でございまして、現在の小学校１

年生から中学２年生までの就学指導対象者について、判定
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したものでございます。表の中ほど計の欄で３７名の児童

生徒が、障害の種類、程度に応じて「知的、情緒、特別支

援学校対象」と判定がなされたものでございます。また同

様に、中段の表は、来年度小学校に入学予定の初入学児童

２２名の結果でございまして、下段の表にありますように、

今年度の総受診者は１４５名でありました。次に報告第３

号別紙２の平成２２年度発達障害部会答申ですが、発達障

害部会の中では、普通学級におけるＬＤやＡＤＨＤ、高機

能自閉症といった発達障害が疑われる児童生徒の支援のた

め、支援員の配置についての検討をしてございます。今年

度は、小学校児童４３名、中学校生徒１２名について検討

し、それぞれの普通学級における支援員の必要性について、

上段の表では、新規も配置を、下段の表では現在配置され

ている学校への継続配置についての答申でございます。な

お、今後は、この答申を基に、市教委又は在籍校がそれぞ

れの保護者への説明、協議を行い当該児童生徒の就学先を

決定することとなっております。また、支援員の配置つき

ましては、今後、学校での実態などを含め、協議をして、

配置を決定することとしてございます。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 １４５名という人数は、全体に対してはどのくらいの割

合になるのでしょうか。

星学校教育課主幹 全体で６７００名程になりますので、２パーセント強く

らいになります。

黒光委員 全国的にもそのくらいの割合になるのでしょうか。

星学校教育課主幹 そうです。

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６報告第４号から日程第１２報告第１０

号室蘭市教育委員会臨時代理の件（公の施設に係る指定管
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理者の指定について市長への申入れの件）を議題といたし

ます。一括して説明をお願いします。

佐藤教育部長 報告第４号から第１０号までの計７件の報告であります

が、いずれも室蘭市教育委員会臨時代理の件（公の施設に

係る指定管理者の指定について市長への申入れの件）｣ で

あり、私から７件を一括して説明をさせていただきます。

本件は、今月１６日と１８日の２日間開催されました指定

管理者選定委員会におきまして、平成２３年４月１日から

平成２８年３月３１日までの５年間の各教育施設の指定管

理者が選定されましたが、本来は本教育委員会で議決をい

ただいてから、来月開催の第４回市議会定例会に、審議議

案として市長へ申し入れをするものでございます。しかし

ながら、今回は、議案の作業日程上、本教育委員会への付

議が間に合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規則第３条第１項の規定によりまして、

事前に、教育長において臨時代理をさせていただきました

ので、同条第２項の規定に基づきまして、本日報告をする

ものでございます。

来年度からの５年間の指定管理者の募集に当たりまして

は、第９号の中島スポーツセンターでの非公募以外は公募

で募集させていただいたところでございます。選定結果に

つきましては、７件とも同じでございますが、募集締め切

り後に、小委員会を開催し、応募団体の提出書類及び申込

資格の審査を行いました。選定委員会は、小委員会の報告

を受け、応募団体の提出書類に基づき、ヒアリングを行い、

評価項目について採点を行う総合点数方式による評価を行

ったものであります。この採点方式は、いわゆる上下カッ

ト方式を採用し、１０項目の評価項目ごとに、選定委員の

最高点数と最低点数を除外して、残りの点数の平均値を算

出・合計し、得点数として算出して、指定候補者を選定し

たところであります。

それでは、最初に、報告第４号室蘭市市民会館でござい

ます。参考をご覧いただきたいと思いますが、２指定候補

者は、特定非営利活動法人室蘭市市民会館運営委員会であ

り、３の採点結果も１００点満点の内、総得点数が７０．
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６６点となり、４の選定理由のとおり、指定が適当である

と判定させていただいたところです。また５の主な評価ポ

イントでございますが、これまでの実績により今後も健全

な運営管理が期待できること、これまで好評を博していた

自主事業に加え、今後もイベント開催や周知に更なる期待

が出来ること、利用者の安全・安心・快適さの確保が図れ

る組織体制は評価できることなどでございます。

次に、報告５号室蘭市文化センターについてでございま

すが、２の指定候補者として、特定非営利活動法人室蘭市

文化センター設立準備会を選定し、３の採点結果も１００

点満点の内、総得点数が６７．３１点で、４の選定理由の

とおり、適当であると判定させていただいたところです。

５の主な評価ポイントでございますが、これまでの実績を

活かした健全な施設運営管理が期待できること、施設の設

置目的に沿った事業展開を行う提案は評価できること、利

用者の安全・安心・快適さの確保が図れる組織体制は評価

できることなどでございます。

次に、報告６号白鳥大橋パークゴルフ場についてでござ

いますが、２の指定候補者として、室蘭観光協会・室蘭市

体育協会みたら等指定管理者協同事業体を選定し、３の採

点結果も１００点満点の内、総得点数が６９．５１点とな

りましたことから、４の選定理由のとおり、適当であると

判定させていただいたところです。５の主な評価ポイント

でございますが、利用者の満足度の向上を図る白鳥大橋記

念館との一体管理に関する考え方は評価できること、白鳥

大橋記念館での本市生産物、お土産品等の販売の検討を進

めて利用者の拡大を図る提案は評価できること、芝生養生

対策及びコースの手入れは、過去の実績を生かした提案で、

適切な維持管理が期待できることなどでございます。

次に、報告７号室蘭市体育関連１３施設についてでござ

いますが、２の指定候補者として、財団法人室蘭市体育協

会を選定し、３の採点結果も１００点満点の内、総得点数

が７１．５０点となりましたことから、４の選定理由のと

おり、適当であると判定させていただいたところです。５

の主な評価ポイントでございますが、管理運営の実績があ

り、培ってきたノウハウを十分に生かした生涯スポーツの



8

普及・振興や競技力育成が出来ること、施設の維持管理に

経験豊富な人材を確保しており、迅速な対応が期待できる

こと、市民のニーズを把握する方法など利用者拡大へ向け

た方策が期待できること、利用者拡大につながる自主事業

が多く提案されており評価できることなどでございます。

次に、報告８号室蘭市中島スポーツセンターについてで

ございますが、この施設については、隣接するニッテツス

ポーツセンターと管理運営を一括して行うことにより、人

件費等の管理運営経費の縮減や両施設の連携によるサービ

ス向上が見込まれるため非公募になったものでございます。

２の指定候補者として、株式会社同潤社を選定し、３の採

点結果も、公募と違い相手方の概要を理解した上での非公

募でありますので、団体の概要の評価項目が無いため、９

０点満点であり、総得点数が６２．７５点となりましたこ

とから、４の選定理由のとおり、適当であると判定させて

いただいたところです。５の主な評価ポイントでございま

すが、これまでの実績と経験を活かした安全で適切な管理

運営が期待できること、学校の授業や幼稚園のレクリエー

ションへの積極的な活用が提案され教育への貢献や利用者

への拡大につながることが期待できること、経験と実績を

活かした計画的な安全対策により利用者の安全が確保でき

ることなどでございます。

次に、報告９号胆振地方男女平等参画センターについて

でございますが、２の指定候補者として、社団法人室蘭シ

ルバー人材センターを選定し、３、採点結果も１００点満

点の内、総得点数が６７．６６点となりましたことから、

４の選定理由のとおり、適当であると判定させていただい

たところです。５の主な評価ポイントでございますが、こ

れまでの実績を活かした健全な施設運営や管理が期待でき

る出来ること、男女平等参画推進講演会など７種類の自主

事業の提案があり、クオリティの高い自主事業が期待でき

ること、シルバー人材センターの豊富な会員から、安全、

安心、快適さが確保できる組織体制は評価できることなど

でございます。

最後に、報告１０号室蘭市児童センターについてでござ

いますが、２の指定候補者として、室蘭ビル管理株式会社
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を選定し、３の採点結果も１００点満点の内、総得点数

が７２．１７点となりましたことから、４の選定理由の

とおり、適当であると判定させていただいたところです。

５の主な評価ポイントでございますが、これまでの実績

を活かして、今後も適切な施設管理、児童の健全育成に

関して期待できること各種研修会への参加など職員の資

質向上を計画しており、子どもたちの安全確保に向けた

姿勢は評価できること、新たな自主事業として農場製作

体験が提案されており、子ども達の情操教育、健全育成

に期待できる事業として評価できることなどでございま

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。

谷藤委員 各施設公募で実施したとのことですが、公募が重なるこ

とはあったのでしょうか。

佐藤教育部長 今回全庁的に公募ということで実施したのですが、複数

になったのはサンライフのみで、ご報告しました教育関係

のものに関しましては公募は行いましたが、結果としては

現在管理を行っている会社のみが応募いたしました。ただ、

白鳥大橋パークゴルフ場が現在株式会社共栄と室蘭観光協

会でしたが、今回の公募では共栄に変わり室蘭市体育協会

と室蘭市観光協会になりました。

谷藤委員 点数がでていますが、これは何点以上などの基準のよう

なものはあるのでしょうか。

山田委員 一応、選定委員会中では５０点、半分以上ということに

なっております。

谷藤委員 減点になっている部分というのは、どのような面が考え

られるのですか。

山田委員 １０点満点での評価となるのですが、なかなか満点はつ
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きません。

佐藤教育部長 評価は１０項目で計１００点満点となっておりまして、

主なものとしましては基本方針、施設の維持管理、サービ

ス向上と利用者の拡大、自主事業、職員体制、安全衛生対

策、団体の概要、団体の社会貢献活動、収支計画は適切か、

管理経費の削減がありまして、それぞれの項目につきまし

て０点から１０点で各選定委員が点数をつけるといった形

となっております。

黒光委員 各選定委員は全部違う方なのでしょうか。

山田委員 全部同じです。

黒光委員 最後の児童センターでは、農業製作体験を提案されてい

て、楽しそうですね。全部の児童センターでできるのでし

ょうか。

田中青少年課長 現在、３か所でできます。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、報告第１０号まで終了

します。次は、日程第１３報告第１１号全国学力学習状況

調査の結果概要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 報告第１１号、全国学力学習状況調査の結果概要につい

てでございます。本年で４年目を迎えた全国学力調査であ

りますが、本年は方式がかわりまして、本市の場合、小学

校１校と中学校が３校の計４校が抽出され、残りの２５校

が希望校として４月２０日（火）に、一斉に実施したとこ

ろでございました。当初は、１０月初めを予定しておりま

したが、遅れて今月の５日（金）に北海道教育委員会より

抽出校４校分と希望校２５校分を合算したデータの返却が

あったところであります。この全国学力調査に突きまして

は、小学校６年生では、国語・算数の２科目を中学校３年

生では、国語・数学の２科目を調査対象科目として実施し
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たところであり、あわせて小学校６年生、中学校３年生と

もに生活行動・学習活動調査を同様に実施してございます。

以上が概要でありまして、詳細につきましてはお手元に配

布の資料に基づきまして、酒井指導参事及び萩原指導主事

より報告させますので、よろしくお願いします。

酒井教育指導参事 私の方から資料１、本市の学校ごとにおける、学年・教

科別学力到達度（全国平均を０とした場合）の位置関係の

表についてご説明申し上げます。資料の１でございますが

上段に全道及び全国の平均点を記載しております。中段及

び下段の表につきましては、全国平均値を０とした場合の

本市それぞれの小中学校ごとの学力到達分布を教科別・学

年別に示したものでございます。中段の表①はパーセント

で表示したもの、下段の表②は学校数で表示したものとな

ります。この表は、資料１の一番下のカッティングポイン

トに示すように全国平均値を０とした場合、上位下位それ

ぞれ４段階全体で９段階に分けて表示したものです。また、

赤い点線につきましては全道の平均値を示しております。

この表から見とれることが５点ほどあります。本市におい

ては全国平均からかなり高い小中学校からかなり低い小中

学校まで幅の広い範囲に分布が見られること、全国平均値

を上回っている学校の割合は小学校６年生国語知識問題で

概ね３６．８パーセントの学校、活用問題で２１パーセン

トの学校、同じく算数知識問題で２１パーセントの学校、

活用問題で１６パーセントの学校、中学校国語知識問題で

５０パーセントの学校、活用問題で４０パーセント、同じ

く数学の知識問題で３０パーセント、活用問題で２０パー

セントの学校が上回っていることが読み取れます。このこ

とから相対的に国語と算数・数学を比べますと算数・数学

は国語に比べて学力の到達度が低いことがわかります。こ

のことは北海道の全体の傾向と同じ傾向を示しております。

次は、青のラインが見てとれますがこれはいわゆる学習到

達度で見る危険ゾーンを示しております。この表で示され

ている低い・かなり低い位置にある学校の割合が中学校よ

り小学校において顕著であることが見てとれます。小学校

の約５０パーセントにあたる半数の学校がこの危険ゾーン
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に該当しております。この結果は先だって行いました本市

独自の標準学力テストと同様の傾向が見られ、当面本市の

課題としては小学校の学力向上が喫緊の課題といえます。

また逆に言いますと、中学校では学力の回復がかなり見ら

れるといえます。教科別の詳細につきましては萩原指導主

事より説明させます。

萩原指導主事 続きまして、私の方から各教科における問題内容別の概

要についてご説明致します。資料２を御覧ください。こち

らには、上段に国語科、下段には算数・数学科を掲載して

おります。項目としましては全国平均値よりも５ポイント

以上の項目と５ポイント以下の項目をあげました。はじめ

に、国語科についてご説明申し上げます。こちらは左側が

Ａ問題主として知識に関わる問題、右側がＢ問題主として

活用に関わる問題となっております。まずＡ問題につきま

しては小学校ではプラスの５ポイント以上の項目はござい

ません。過日行われました本市独自の標準学力テストの結

果で同様の傾向が見られます。例えば、漢字を書く問題・

説明文を読み取る問題がかなり低い傾向になっております。

しかしながら、中学校３年生ではほとんどの項目で全国平

均値と同程度となっております。特に、案内文を書く問題

では全国平均値を上回っていることから学力の回復が見ら

れるところでございます。Ｂ問題につきましては、小学校

６年生においては物語文を読み取って記述式で答える問題、

発表原稿を作成する問題、説明文を書く問題などの応用問

題でかなり低い傾向にあります。中学校３年生においても

やや回復は見られるものの、説明文を書くところにつきま

しては課題が残るところでございます。続きまして下段、

算数・数学科につきまして説明申し上げます。同様に左側

がＡ問題、右側がＢ問題となっております。小学校６年生

におきましては全国平均値を５ポイント以上上回る項目は

ございません。四則計算の混合の計算問題、分数の問題や

図形領域の問題等がかなり低い傾向となっております。中

学校３年生におきましては、国語同様回復が見られ低い傾

向にある程度になってきております。等式変形の問題や空

間図形が課題となっております。小学校、中学校ともに図
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形問題が本市の課題となっております。続きまして、Ｂ問

題につきましてはこれまでに習得また獲得した知識を活用

して回答していくことから、Ａ問題の知識が確実に定着し

ていないことから小学校６年生、中学校３年生ともにＡ問

題と同様の傾向にあります。次に、資料３を御覧ください。

児童生徒の学習生活習慣の質問紙から見る本市の児童生徒

の特徴ですが、上段が小学校児童に関わる特徴、下段が中

学校生徒に関わる特徴となっております。また、比較のた

めに平成２２年度の右側に平成２１年度の数値を記載しま

した。また、プラス・マイナスの数値は全国との比較とな

っております。はじめに、上段の児童の特徴からご説明い

たします。ほとんどの項目で昨年度と同様の傾向が見られ

ますことから特に特徴的な項目に関してご説明申し上げま

す。数字４番のいじめはどんな理由があってもいけないに

ついて約３ポイント減少となっております。ただ当然だと

思っている子は７８．７パーセントとなっております。ど

ちらかといえばそう思う子まで含めますと全体として９５．

２パーセントとなりますことからほとんど１００パーセン

トに近い児童がいじめはいけないと考えていることから下

がっているとはいえそれほど気にすることはないと思われ

ます。数字５番の近所の人に会ったときは、あいさつをし

ているの項目は本年度のポイントが上昇し特に良くなって

いる項目です。このことから、挨拶は礼儀の１つであり礼

儀の向上が見られます。学力が低迷している理由と関連す

る項目といたしましては数字８番から１１番の項目にあり

ますが、９番以外は微増となっております。平日、テレビ

ゲームの時間が２時間以上である、家で宿題をしている、

平日、学習時間が１時間以上であるの項目につきましては

今後校長会・教頭会を通じまして各小学校と連携をはかり

ながら取り組んでいかなければならない項目となっており

ます。続きまして、生徒の特徴ですがこちらもほとんどの

項目で昨年度と同様の傾向が見られますことから、特に特

徴的な項目についてご説明申し上げます。数字２番の学習

用具の準備をきちんとしているでは全国平均値よりも１４．

５ポイント上回っており、学習の準備をきちんとしている

ことは学習に向かう姿勢が良いということがわかります。
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また数字５番の家の人と学校での出来事について話をして

いるですが、思春期を迎えた中学生にあっても家の人との

対話があり良好な親子関係が結ばれていることがうかがわ

れます。更に数字１１番、数字１２番が減少傾向にありま

す。ただ、課題としましては数字６番、数字７番が微増で

はありますが増加の傾向があります。自分には良いところ

があるという自己肯定感が低く、学校の規則を守っている

という規範意識が低下していることから校長会や教頭会で

結果報告し、各中学校と連携を図りながら啓発を進めてい

きたいと考えております。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 自分には良いところがあるというのは自分自身に対する

プライドですよね。先月の定例会でも少しお話させていた

だいたのですが、ＣＡＰのプログラムを受けると自尊心を

もたせるといのもありましたので、本州の方では結構受け

ているところも多いというのも本で読みましたし、今いじ

めによる自殺もでておりますので、室蘭市ではそのような

ことがないように何か対策をお願いしたいと思います。

西里委員長 私からいいですか、小学校では多かったかなり低いの位

置にある学校数が中学校にいくと少なくなるというのはど

うして起こる現象なのでしょうか。教え方等に大きな違い

があるのですか。

酒井教育指導参事 学習習慣・生活習慣と深い関連があるのではないかと分

析しております。依然としてテレビ・ゲームの時間が長い、

１時間以上勉強しない割合が全国平均値と比べてかなり高

い傾向にあります。この辺りの改善が必要だと考えられま

す。その裏付けになるかはわかりませんが、中学生の１０

時前には寝ているという項目がありますが、この項目が今

回マイナスとなりました。この分勉強しているのかどうか

まではわかりませんが、中学生の方がテストも多いですし

高校への進学が迫っているということで、勉強をしはじめ
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るのではないかと思っております。ただ、結果から見ます

とこれまで本市で行った学力テストと同じ傾向があります

ので元々持っている学力はあるのではないと思います。小

学校でも先生ばかりではなく家庭にも協力を求めていく中

で学力の回復が見られるのではないかと考えます。

西里委員長 不思議なのは小学校の算数で四則計算をはじめ様々な分

野でつまづきが見られるのに中学校に上がると回復が見ら

れるというのはどうしてなのでしょうか。どのような教え

方をしているのでしょうか。

酒井教育指導参事 中学校には選択教科というものがございまして、習熟度

別の授業をほとんどの学校で取り入れておりまして、そこ

が小学校で学習した内容の復習の場となっております。例

えば、分数の通分など小学校でつまづきが見られるところ

を重点的に復習を行っております。そのようなことから、

学力の回復が見られます。

西里委員長 やはりもう少し小学校の段階で学力の向上を目指すべき

ですね。中学校でこれだけの成果をあげることができると

いうことであれば、小学校でも教え方を含めて検討してい

くべきではないでしょうか。

酒井教育指導参事 来年度は希望選択となりますが、小学校でも習熟度別を

取り入れるなどして、特につまづきのある児童の指導に力

をいれていきたいと考えております。

西里委員長 これだけ伸びるということは、中学校に入ってからとい

うことではなく、機会を作ることで早い段階で伸ばすこと

ができるのではないでしょうか。

酒井教育指導参事 １つの例ではありますが、海陽小学校では算数クラブを

作り朝の学習や放課後の学習に取り入れたところ、全国平

均を８ポイント上回りました。半年程の成果ですので、今

後更に伸びることが予想され力を入れて取り組んでおりま

す。このような事例を市内に紹介していきたいと考えてお
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ります。

西里委員長 折角、データを出しているのですからそれを生かした取

り組みが必要ですね。

黒光委員 この学力テストでデータを出すというのは何回目になる

のでしょうか。

酒井教育指導参事 全国の方は今回で４回目になります。本市独自のものは

２回目になります。

黒光委員 詳細なデータを見せていただいたのですが、先ほどお話

のあった海陽小学校の例のようにそれぞれの学校で対策を

とっているのでしょうか。

酒井教育指導参事 例えば新聞にも取り上げられていましたが、中学校で放

課後退職教員などのボランティアで学習をしております。

中学校のほとんどの学校で放課後学習に取り組んでおりま

す。また、各学校で次の年度の学習のプランニングを立て

ることとなっております。そこで、具体的にどのような策

を取るのかというのを３月末に市教委へ提出してもらって

おります。また、その折にご紹介したいと考えております。

黒光委員 各学校に計画は任せているのですね。

酒井教育指導参事 各学校、校長の学校経営プランに基づいて作ることとな

っておりまして、市教委はそれに対して指導・助言してい

きます。

黒光委員 その中で海陽小学校は大きく成果を上げたのですね。

酒井教育指導参事 子どもがかわっていますので、一概にはいえないところ

がありますが、取組が成果を上げております。そういった

ところを参考に他校もそれぞれ考えております。

黒光委員 市教委の方から、これをしなさいということではない
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のですね。

酒井教育指導参事 こういった取り組みが効果をあげていますという情報

提供は行います。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、報告第１１号は終了

します。次は、日程第１４報告第１２号中央・港南地区統

合中学校の校名選考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 報告第１２号中央・港南地区統合中学校の校名選考につ

いてです。平成２５年４月開校を予定しております、北辰

中学校と港南中学校の統合新設校の新たな校名につきまし

て８月１６日から９月１７日まで一般公募を行いまして、

去る１１月１７日に学校ＰＴＡ、地域の方で構成されてい

ます統合推進協議会におきまして応募作１３８種１７０件

より選考を行った結果、室蘭中学校を市教育委員会への推

薦校名となった次第でございます。なお、本日の定例会で

は推薦校名の結果報告でございまして、議案ではありませ

んが、今後の校名の正式決定までのスケジュールや詳細に

つきましては担当の國枝主幹より説明させていただきます

のでよろしくお願い致します。

國枝総務課主幹 それでは私の方から校名選考につきまして説明させてい

ただきます。今ありましたように、公募を行いまして１７

０件、重複した校名に関しましては１種類と数えましたの

で全部で１３８種の応募がございました。１１月１７日に

３０名の委員の出席のもと中央・港南地区小中学校統合推

進協議会を開催致しました。選考経過でございますが、出

席委員全員による投票で、一次選考、二次選考、最終変更

を経て校名を絞りこんでいきまして、最終的に室蘭市教育

委員会へ推薦する校名として室蘭市立室蘭中学校が決定い

たしました。校名の意味、由来についてでございますが、

応募者７名ございまして主なものといたしまして室蘭駅に

近く、室蘭市の中学校であることが道内外にも知らせるこ

とができる、室蘭を代表する中学校になってほしいという
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ものがありました。なお、今後の予定でございますが統合

推進協議会より校名推薦書を受け取りまして来年２月の本

定例会に議案として提出させていただきまして、議決後平

成２３年第１回市議会定例会で室蘭市立小中学校設置条例

の改正の議決をいただきまして、正式決定となります。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。

谷藤委員 先日、新聞報道があったと思いますが何か反響などはあ

ったのでしょうか。

國枝総務課主幹 まだ正式なものではありませんので、教育委員会の方に

は特に今のところありません。

芝垣委員 応募者が７名ということでしたが、１３８種の中での比

率としては多い方なのですか。

國枝総務課主幹 比較的多い方になります。

芝垣委員 選考の中で、残った他の候補というのはどのような校名

でしたか。

國枝総務課主幹 最終選考は上位３候補作で投票を行いました。候補とし

ましては、室蘭中学校、蘭西中学校、港稜中学校の３つで

す。この３つで投票を行った結果、過半数に達したものが

なかったため一番投票数が少ない港稜中学校を除き、室蘭

中学校と蘭西中学校の２つで投票を行い、室蘭中学校が過

半数に達しました。以上でございます。

山田委員 最後は１９対１１でした。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、報告第１２号は終了

します。次は、日程第１５報告第１３号学校施設を活用し

た今後のスポーツ振興についてを議題といたします。説明
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をお願いします。

巻生涯学習課主幹 報告第１３号学校施設を活用した今後のスポーツ振興に

ついてご説明申し上げます。まず基本的な考え方でござい

ますが昨年６月に示しました学校耐震化方策及び今後の学

校適正配置方針では、今後１０箇年を見据え、適正学級の

維持、耐震性の確保などにより、子ども達の教育環境の向

上を図ることとしております。現在、小学校１９校、中学

校１０校の計２９校が、１０年後の平成３２年度には、小

学校９校、中学校７校の計１６校に再編されることとなっ

ており、現在小・中学校２０校の体育館開放及び小学校１

校のグラウンドを夜間開放しており、スポーツ少年団の活

動や市民スポーツの振興や健康づくりに寄与しております。

これらを踏まえ、今後の適正配置計画に沿った、学校体育

館及びグラウンドの開放について、具体的な方向を示すも

のであります。次に学校体育館の活用についてでございま

すが、現状学校体育館は、学校管理下以外の時間を市民ス

ポーツの振興や健康づくりのため、体育館開放を実施して

いるところであり、喜門岱小学校を除く１８小学校と港南

中・星蘭中の２中学校、合計２０箇所において実施をして

おります。利用種目は、ソフトテニス、ミニバレーボール、

フットサル、剣道などであり、利用状況は、直近３箇年の

平均年間利用者数で算出すると、約９万人が利用しており

ます。課題といたしましては、学校適正配置計画により、

学校開放校が少なくなることから、地域スポーツ振興の場

の確保が必要であります。今後の方向性としまして、大き

く３点あり１点目として子ども達の体力向上や健全育成に

有益なスポーツ少年団活動の維持は、学校適正配置計画に

よる学校を基本として再編し、併せて地域スポーツの振興

や健康づくりに寄与するため、現状の学校体育館の開放数

を継続するとともに、設備内容の充実を図ることでありま

す。２点目でございますが、学校適正配置で再編される８

小学校（喜門岱小は除く。）に加え、７中学校全ての学校体

育館開放も今後の統合に併せて計画的に進めていく考えで

ございます。また、地区から学校開放校が無くなるところ

や、減少する地区については、周辺地区との地域バランス
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を配慮しながら、利用者の動向を踏まえ、武揚小学校体育

館同様に、市内に数箇所の終日開放のスポーツ施設を確保

することにいたします。３点目として本年度から、地域開

放した看護専門学院や保健センターの２箇所の体育館につ

いては、１年間の実績はありませんが、今後利用が見込ま

れることから、これらとの連携を更に進めるものでござい

ます。まとめますと、今後とも、学校の適正配置計画の進

捗に鑑み、その時点での利用者の動向を把握し、閉校後の

学校体育館の開放数を検討して参ります。次に学校グラウ

ンドの活用でございます。学校グラウンドは、市の開放事

業としては夜間照明のある常盤小学校１箇所だけ５月から

１０月までの夜間時間で実施しており、それ以外の学校グ

ラウンドは、学校管理下で、主に、スポーツ少年団に貸し

出しをしており、基本的には、一般開放はしておりません。

課題としましては、基本的には一般開放していないことか

ら、学校適正配置計画の影響が現地点では把握できないこ

とがあります。学校適正配置計画で閉鎖した学校グラウン

ドも一般開放するとした場合には、トイレ・水飲み場など

の利便施設の確保が必要となります。今後の方向性としま

しては、１点目として子ども達の体力向上や健全育成のた

め、スポーツ少年団活動の維持を基本として、適正配置で

再編される８小学校（喜門岱小は除く。）の学校グラウンド

については、これまで同様に、学校管理下で活用を継続し

ていきたい。また、適正配置に併せ基本的にはスポーツ少

年団の再編等により、活動場所の維持・確保を図って参り

たい。２点目として今後の小学校統合における閉校校舎活

用の検討と併せ、閉校学校グラウンドを野球やサッカー等

のスポーツ施設として残すべきか検討して参ります。また、

現状の市施設グラウンド（中島公園野球場、少年野球場、

祝津グラウンド、崎守臨海公園野球場、入江運動公園等）

の今後の利用者動向を見ながら整合性について、整理をし

ていきたいと考えております。なお、常盤小学校夜間照明

事業については、当面中止して活用策を判断していきたい

と考えております。３点目としましては活用が決まらない

閉校後の学校グラウンドについては、グラウンド整備及び

トイレ等利便施設を使用団体が確保する条件で、一般開放
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として貸出しを認めることとするものでございます。なお、

学校施設を活用した今後のスポーツ振興につきましては本

日開催されました室蘭市スポーツ振興審議会に報告してご

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。

谷藤委員 中学校の学校開放が現在２校ということでしたが、開放

していないのは部活の関係でということでしょうか。

巻生涯学習課主幹 部活の関係もありますし、学校開放専用となる入り口が

ない等環境が整っていない部分もありますので、それらも

合わせて整備していきたいと考えております。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、報告第１３号は終了し

ます。次は、日程第１６議案第１号室蘭市教育委員会事務

局職員の人事発令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 議案第１号室蘭市教育委員会事務局職員の人事発令の件

につきましてご説明致します。議案第１号別紙退職発令を

ご覧ください。生涯学習課読書活動推進を担当しておりま

す、松原昭夫主幹が１２月３１日付けで退職しようとする

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、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）
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西里委員長 御異議がありませんので、原案のとおり可決いたします。

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２２年第１２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

室蘭市教育委員会委員 山 田 進

会 議 録 調 製 員 堀 敏 雄


