
１，検討委員会の目的、今後の計画と内容、その他の事項　確認

２，適正配置計画完了迄の小中学校の変遷、並びに、本市の小中学校教育が現在抱えている課題

３，今後の中学校区ごとの児童生徒数の見通し

R3年

１，講話「（仮称）少子高齢化時代を迎えた、これからの学校の在り方について」

第１回・第２回の検討委員会の内容を踏まえて、

「（協議題）これからの室蘭の子どもたちにとって、望ましい学校の在り方とは」

下記のテーマに沿って意見交換

「これからの学校づくり検討委員会」　開催計画案

委員会開催数 委員会での検討内容等

第
1
回 いじめの問題

不登校の問題
学力の問題

学習習慣の問題
部活動の問題 生活習慣の問題 地域との関係の問題 学校経営上の問題

免許外教科指導

４，第3期適正配置計画迄の考え方で、今後も学校づくりを進めた場合について

５，新しい考え方で、学校づくりを進めた場合について

第
2
回 胆振教育局教育支援課長より、国や道の最新の学校形態について情報提供

R4年 ２，報告「義務教育学校とは（市教委　11月4日視察内容）」

市教委指導班より、大沼岳陽学園・大滝徳舜瞥学校の特色ある教育内容について報告

１月〇日（〇）
３，１・２終了後、質疑応答

これまでの考え方で進める場合　→　そのメリット、デメリット
安全・安心の面 子育ての面 地域との関わりの面 まちづくりの面

新しい考え方で進める場合　→　そのメリット、デメリット

R４年
学力向上の面 豊かな心の育成の面 体力づくりの面 その他のテーマ

２月・５月・●月 その他の考え方で進める場合　→　そのメリット、デメリット

第
●
回

R４年

８月末

11月26日（金）

第
３
・

４
・

●
回

「室蘭市　これからの学校づくりについて」報告書完成

検討委員会で承認

検討委員会の解散
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第1回

これからの学校づくり検討委員会

【資料】

室蘭市教育委員会
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これまでの学校づくり

【室蘭市小中学校適正配置計画】
　

・昭和60年前後から児童生徒数が急激に減少
・教育効果面や学校管理上に影響
・校舎の老朽化も著しく、耐震性も不足

　これらの課題を解決し、さらなる教育環境の充実
を図るため、小中学校の適正配置及び施設の整備
について取り組みを進める、とした。
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これまでの学校づくり

【学校統合を進めるに当たっての基本的な考え方】

• 小学校ではクラス替えができること、中学校では主要教
科に複数の教員配置が可能となるよう、学校の適正規
模を小中学校とも、1校当たり12学級から18学級を基本
とする。 

• 校舎については、建設後の年数を勘案しながら、改築ま
たは大規模改修により整備を図る。 

• 通学距離が概ね小学校2キロメートル、中学校3キロメー
トルを超えるときはスクールバスを導入する。

　　　　　→平成8年4月室蘭市小中学校適正配置審議会答申 
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これまでの学校づくり
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これまでの学校づくり
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適正配置計画によって

児童生徒の学習環境、教員の執務環境は格段

に向上した。
　　　 ・電子錠、防犯カメラによる不審者侵入防止、周辺監視
・２４時間換気による校舎内空気清浄、CO₂濃度低減
・トイレの洋式化等による衛生環境の向上
・可動式黒板による、文字の見えやすさ、書きやすさ
・デジタルTVの設置等、視聴覚機器の充実
・教員用PC　一人一台配備
・ガス暖房等による、冬季校舎内の快適さ。一元管理　
・人感センサーによる自動点灯、自動消灯
・エレベーター、多目的トイレ設置などバリアフリー化
・耐震化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　etc
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現在の学校教育の課題

【生徒指導面】
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室蘭市　不登校の状況
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室蘭市　いじめの状況
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現在の学校教育の課題

【学力面、学習習慣等】
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室蘭市　学力の状況（国語）
全国学力・学習状況調査結果より

全国平均

全国平均値と
の差
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室蘭市　学力の状況（算数・数学）
全国学力・学習状況調査結果より

全国平均

全国平均値と
の差
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室蘭市　家庭学習の状況
（平日1時間以上） 全国学力・学習状況調査結果より

全国平均

全国平均値と
の差
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室蘭市　家庭学習の状況
（休日1時間以上） 全国学力・学習状況調査結果より

全国平均

全国平均値と
の差
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室蘭市　読書の状況
全国学力・学習状況調査結果より

全国平均

全国平均値と
の差
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室蘭市　自尊感情の状況
全国学力・学習状況調査結果より

全国平均

全国平均値と
の差
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室蘭市　「学校に行くのが楽しい」
全国学力・学習状況調査結果より

全国平均

全国平均値と
の差
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他方、適正配置計画期間中に
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適正配置計画期間中の児童生徒数の推移
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令和３年度小中学校　
学級数の状況

小学校ではクラス替えができること、中学

校では主要教科に複数の教員配置が可

能となるよう、学校の適正規模を小中学校

とも、1校当たり12学級から18学級を基本

とする。

小学校では、地球岬小、白蘭
小が
中学校では、桜蘭中学校以外
の全ての中学校が、適正規模
を下回っている。
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【適正規模を下回ることで生
じている課題】

１、学年１クラス＝６年間一度もクラス替えができない

　→中学校でも、クラス替えが無い。

人間関係の固定化

　　　→　子どもたちの間で、力関係が常態化

多様な考え方に触れる機会の消失

　　　→　思考、視野の狭窄

　　　→　コミュニケーション能力、人間関係調整

　　　　　 能力等、社会性の発達に課題

小学校ではクラス替えができること、中学

校では主要教科に複数の教員配置が可

能となるよう、学校の適正規模を小中学校

とも、1校当たり12学級から18学級を基本

とする。
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【適正規模を下回ることで生
じている課題】

２、学年１クラス＝担任１人、教科担任１人

　　　　→１人の教員による学年・学級経営、教科指導

単眼的な教科指導

　　→自らの教科指導を改善する機会の減少

単眼的な生徒指導

　　→個の主観に偏りがちな生徒指導

縦横の連携を意識しない、独善的な学級経営

小学校ではクラス替えができること、中学

校では主要教科に複数の教員配置が可

能となるよう、学校の適正規模を小中学校

とも、1校当たり12学級から18学級を基本

とする。
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【適正規模を下回ることで生
じている課題】

３、教職員の配置数の減少

　→免許を持たない教科を指導する教員の出現
　　　　　　　　中学校では　　理科と技術科、国語と家庭科、数学科と美術科

本来の教科指導に傾注できない。

　　　→　勤務時間を超えての、免許外教科の授業準備、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価・評定業務

生徒も、その教科本来の醍醐味を十分に味わうことができ
ない。

評価、評定に対する生徒、保護者の不信感。

小学校ではクラス替えができること、中学

校では主要教科に複数の教員配置が可

能となるよう、学校の適正規模を小中学校

とも、1校当たり12学級から18学級を基本

とする。
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【適正規模を下回ることで生
じている課題】

４、部活動数の減少

　　　→　団体スポーツの衰退

部員数不足で、単独では大会に参加できない。

　　　→　他校との合同チームで参加

　　　　　→　平日練習の難しさ、活動場所への送迎問題

部員数が減少することで、廃部とする学校の増加

　　　→　少年団で活動していても、中学校では他競技へ

多様なスポーツに触れる機会、選択する機会の減少

小学校ではクラス替えができること、中学

校では主要教科に複数の教員配置が可

能となるよう、学校の適正規模を小中学校

とも、1校当たり12学級から18学級を基本

とする。
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今後の中学校区ごとの

児童生徒数の見通し



27



28



29



30



31



32



33



34

これまでの適正配置計画の考え方で
学校づくりを進めた場合
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適正規模となる課題：　どちらかの校舎が不用となる



36

統合しても、適正規模にならない学年３クラス、計９クラスであれば、
全教科の教員が配置される
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適正規模となる
課題：　

学年5クラスに対応できる校舎となっていないため新設
となり、既存３中学校の校舎が不用となる。
大遠距離の通学生徒が生じる。
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適正規模を超えた　大規模校となる
課題：　

大規模になりすぎて、教室数が不足する。
　　　　　　　　　　　　→増築？新設？（どこに？）
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統合しても、適正規模にならない課題：　桜蘭中学校に編入する？
　　　　　大遠距離通学
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適正規模を超えた　大規模校となる
課題：　

大規模になりすぎて、教室数が不足する。
　　　　　　　　　　　　→増築？新設？（どこに？）
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かろうじて、適正規模となる。課題：　どちらかの校舎が不用となる
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天神小

桜蘭中

旭ヶ丘小

八丁平小

３小学校の統合校

３中学校の統合校

小・中学校の無い地域が一層増加

少数だが大規模な小学校、中学校に集約
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これまでの考え方で

・学校教育上の課題が解決されるのか？

超遠距離通学に子ども達が耐えられるのか？

学校の無い地域がさらに増えて良いのか？

などが、懸念される。
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新しい考え方で学校づくりを
進めた場合

義務教育学校

小中一貫教育学校
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小中一貫教育とは

• 文部科学省は、平成28年に「小中一貫した教育
課程の編成・実施に関する手引」を発行

• 小中連携教育のうち、小・中学校段階の教員が
目指す子供像を共有する。

• ９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育
を目指す教育

• 小学校と中学校のつなぎ目だけでなく、９年間の
系統性・連続性のある教育を考えるもの
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義務教育学校とは

●小中一貫教育を考えるものは変わらず、学校施設
の形態を指すもの。

・校長１名、教頭２名（小・中別）を置く、施設一体型
の学校は「義務教育学校」とされる。

・小中それぞれの校長、教頭を置く場合は、「小中一
貫教育学校」とされ、施設一体型、施設隣接型、施
設分離型がある。

こちらについての詳細は、第2回これからの学校づくり検討委員会で説明致します。に
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中学校区毎の児童生徒数の
27ページに戻って参照下さい。
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みなと小

室蘭西中

星蘭中

地球岬小

翔陽中

海陽小

天神小

東明中

桜蘭中

旭ヶ丘小

八丁平小

蘭北小

港北中
白蘭小

本室蘭中

急がれる地域

横ではなく、縦をつないで
一定程度の集団規模

９年間を貫く教育課程
地域に学校が存続
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●「これまでの考え方」
●「新しい考え方」
●「他の考え方」　etc　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　子ども達・保護者・地域、ひいては、室
蘭市にとって、
　どのような考え方で、今後の学校づくり
を進めると良いのでしょう？
　皆様のご意見を頂戴致します。


