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平成２９年第２回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 

１  日  時      平成２９年２月１５日（水） 

                    開会 午後４時５５分 

                    閉会 午後６時４０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

第１

第２

第３ 報告第１号

第４ 報告第２号

第５ 報告第３号

第６ 報告第４号

第７ 報告第５号

第８ 報告第６号

第９ 報告第７号

第１０ 報告第８号

第１１ 報告第９号

第１２ 議案第１号

第１３ 議案第２号

第１４ 議案第３号

第１５ 議案第４号

第１６ 議案第５号

第１７ 議案第６号

第１８ 議案第７号

第１９ 報告第１０号 室 蘭 市 立 学 校 職 員 の 懲 戒 処 分 に 関 す る 件

室 蘭 市 生 涯 学 習 セ ン タ ー 基 本 設 計 の 件

（ 仮 称 ） 室 蘭 市環 境科 学館 ・市 立室 蘭図 書館 基本 設計 （素 案） の件

高 砂 ・ 水 元 小 学 校 統 合 校 基 本 設 計 の 件

室 蘭 市 立 学 校 管 理 規 則 中 一 部 改 正 の 件

室蘭市・登別市に係る就学児童生徒の取扱いに関する協議書の更新の件

平 成 ２ ９ 年 度 室 蘭 市 学 校 給 食 費 等 の 件

室 蘭 市 文 化 セ ン タ ー 条 例 中 一 部 改 正 に 係 る 市 長 へ の 申 し 入 れ の 件

件　　　　　　名

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

会 議 録 承 認 に つ い て

室 蘭 市 教 育 委 員 会 ３ 月 行 事 予 定 の 件

教 育 機 関 等 に 対 す る 寄 附 採 納 の 件

室 蘭 市 教 育 支 援 委 員 会 諮 問 に 対 す る 答 申 の 件

適 応 指 導 教 室 の 統 合 ・ 移 転 の 件

平 成 ２ ９ 年 度 教 育 行 政 方 針 ( 案 ) の 件

旧 絵 鞆 小 学 校 の 今 後 の 活 用 等 に 関 す る 件

室 蘭 市 体 育 施 設 条 例 中 一 部 改 正 に 係 る 市 長 へ の 申 し 入 れ の 件

室蘭市職員の退職管理に関する条例中一部改正に係る市長への申し入れの件

青 少 年 科 学 館 の 蒸 気 機 関 車 の 移 設 活 用 の 件

 
出席委員等次ページに続く 
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４  出席委員   國枝教育長 谷藤委員 前田委員 稲川委員 

 

５  説明員 杉本教育部長 大須賀教育指導参事 大谷総務課長 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 本田指

導主事 杉野指導主事 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］ 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２９年第２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、谷藤委員を指名い

たします。次は、日程第２会議録承認についてでありま

す。平成２９年第１回定例会の会議録は、先日、委員の

皆様に案として配布いたしております。配布案のとおり、

承認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、承認といたします。次は、

日程第３報告第１号室蘭市教育委員会３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３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。１５日に各中学校、１７日、１

８日に各小学校で卒業式が、２４日には全小中学校で修

了式が執り行われます。次に、生涯学習課でございます。

まず、民俗資料館ですが、１９日まで資料整理休館とな

ってございます。次の市民美術館では、４日まで「北海

道の風景－春夏秋冬から－」が開催されます。次の青少

年科学館では、１９日に科学クラブとロボットサッカー

クラブの１日体験がそれぞれ開催されます。次のスポー

ツでは、１２日に「室蘭市スポーツ少年団指導者・母集

団研修会」がげんき館ぺトトルで開催されます。次の図

書館では、１６日、２９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３１日まで「港の文学館企画展『生

き続ける名作展』～あなたの名作教えてください～」が

開催されます。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。

なければ報告第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



 

 4 

ます。事務局の説明をお願いします。 

 

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３件でございます。１件目は、一般社団法人

室蘭地区自動車協会様より、防犯ブザー６６０個、金額

にいたしまして３００，０００円相当のご寄附がござい

ました。このご寄附につきましては、児童の登下校時の

安全確保のため各小学校の新１年生と転校生に配布し、

活用させていただきます。２件目は、札幌市在住の金属

造形作家、渡辺信様よりご自身の金属造形作品３点、評

価額にいたしまして２３０万円相当のご寄附がございま

した。このご寄附は立体造形美術振興のため市民美術館

に納められ、活用させていただきます。３件目は、ふく

ろうの会様より図書７５冊、金額にいたしまして３５８，

９９０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。なければ報告第２号は終了します。次は、日程第５

報告第３号旧絵鞆小学校の今後の活用等に関する件を議

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３号旧絵鞆小学校の今後の活用等に

関する件につきまして説明いたします。報告第３号別紙

１をご覧いただきたいと存じます。旧絵鞆小学校に所在

する絵鞆貝塚は、明治・大正期から知られる貝塚であり、

平成２７年度に文化庁の補助を受け試掘調査を実施した

ところでございます。本件は、その調査結果を踏まえ、

学校敷地の活用、及び校舎建物の今後の管理等について

報告するものでございます。報告第３号別紙２をご覧い

ただきたいと存じます。１番目といたしまして、グラウ

ンド等の活用についてでございますが、試掘調査の結果、

埋蔵物が確認された範囲は、配置図の校舎建物周辺、網

掛けの部分となっております。グラウンド、プールの周
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辺では確認されなかったことから、平成２７年３月に改

定した公共施設跡地利用計画の考えに沿って、校舎建物

周辺は現状保存、グラウンド、プールの周辺は、市長部

局の関係課と連携しながら、宅地利用を中心とした売却

等による民間活用を図るものでございます。２番目とい

たしまして、円形体育館棟、矩形校舎棟の管理について

でございます。円形体育館棟は昭和３４年、矩形校舎棟

は昭和５２年に建てられ、いずれも耐震性のない建物と

なっており、現在は閉鎖、立入禁止としております。２

棟が連結した円形校舎は、戦後復興期の学校建築の一側

面を映し出す珍しい建物ではございますが、教育委員会

及び行政での利用予定はなく、また、経年劣化により屋

上や外壁等の老朽化が進んでおり、台風等による周辺住

宅地への被害が懸念されることから、周辺地域への安全

性を考慮し、解体を含めて今後の管理を検討するもので

ございます。３番目の円形校舎棟につきましては、現在

も蘭西適応指導教室、教育研究所等で使用しております

が、今後は、２階に絵鞆貝塚から出土した遺跡等を展示

する遺跡出土品資料室を、３階に市内小中学校の沿革等

を紹介する学校歴史資料室が開設する予定となってござ

います。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。 

 

前田委員         実際はこういった発掘は、まだこれから計画されるの

ですか。          

 

北川生涯学習課主幹    平成２７年度に発掘調査をしまして、ポイントを１５ 

［文化振興・青少年］  メートルおき程度に置きまして、出てきたところは重点

的に掘り起こして、人骨なども出ています。それで、今

後の調査ですが、ある程度遺跡が繋がることが確認でき

ましたので、今のところ、これ以上の調査はする予定は

ありません。 

 

前田委員                案外その発掘が実際始まると、観光された人達が、発
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掘を見たくて来る可能性もあると思っていたのですけれ

ど。 

 

北川生涯学習課主幹    文化財保護法の考え方では、基本的には遺跡などは適 

［文化振興・青少年］  正に管理されなければならないとされています。 

 

前田委員         文化庁の管轄に移ってしまうのですか。 

 

北川生涯学習課主幹    そのようにはならず、室蘭の管轄となります。基本的 

［文化振興・青少年］  には、適正に保存しなさいというのが根本にあるのです

が。 

 

前田委員         将来的に楽しみですね。実際に行われるとしたら。 

 

北川生涯学習課主幹    例えば、ここを何かに活用したい、建物を建てたいで 

［文化振興・青少年］  すとかの目的がある場合には、全面的に調査して、全て

を把握してということが必要ですが、今のところそうい

ったことはないです。 

 

前田委員         長生きしなければそういったことがないかもしれませ

んね。 

 

國枝教育長        この別紙２の配置図にあります、赤の網掛けの部分は

基本的にはこのままに、地面の下はこのままにしておか

なければならない。勝手に掘っては駄目だし、勝手に家

を建てたりとかも原則禁止です。 

 

前田委員         文化財の指定で、国の予算で発掘が始まったら、案外

観光客が喜ぶかなと思ったのですが。 

 

國枝教育長        伊達の南黄金みたいに、集落みたいな形で残っていれ

ばいいのですが、ここはいろいろ埋め立てしたり、造成

したりといった地域であるため、中が綺麗に残ったりで

はなく、いろいろ混ざったような形になっているという

のは聞いています。他にございませんでしょうか。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



 

 7 

号適応指導教室の統合・移転の件を議題といたします。

事務局の説明をお願いします。 

 

大須賀指導参事      それでは、報告第４号適応指導教室統合・移転の件に

ついて説明させていただきます。報告第４号別紙をご覧

ください。まず、適応指導教室とは、主として心理的な

要因により、学校に登校できない児童生徒に対し、教育

相談を進めながら、１人１人の状況に応じた指導・援助

を行い、学校への復帰を目指し、集団生活に適応する力

を育む目的で平成１０年に開設されたもので、通称くじ

らん教室と呼んでいます。適応指導教室の現状は、絵鞆

庁舎にある蘭西教室、知利別小学校内にある知利別教室、

白鳥台小学校内にある白鳥台教室の３教室で運営してお

ります。適応指導教室に通室する児童・生徒は、学校環

境に不適応を示すため、学校施設に対しても強い抵抗感

を示す場合が多くございます。これまでの適応指導教室

では、中学生の利用が多いことから小学校施設への設置

や、教室の入り口を児童や職員玄関とは別にするなどの

配慮を行ってまいりました。入室児童・生徒数の推移は、

参考資料にございます通り、蘭西教室、白鳥台教室で減

少傾向にあります。平成３０年３月の白鳥台小学校閉校

に伴い、これまで蘭北児童センターへの移転も含めて検

討をしてまいりましたが、今後の入室児童・生徒の減少

が見込まれることから、平成３０年４月より蘭西教室に

統合いたします。平成３２年３月の知利別小学校閉校に

伴い、新たに適応指導教室の移転先を検討してまいりま

したが、第一に学校施設から分離する方向性で考えてま

いりました。東町にある保健センターは近隣にバスター

ミナルがあり、交通の利便性が高く、平成３０年４月、

保健センターに開設予定の子育て世代包括センターとの

連携を強めることが可能であり、４階に適応指導教室に

適した空きスペースがあることから、平成３０年に知利

別教室を保健センターに移転し、名称を「適応指導教室 

蘭東教室」といたします。今後の適応指導教室運営の重

点は、不登校の未然防止と早期対応の充実を目指してい

きます。そのためには、訪問アドバイザーの白鳥大橋の
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利用を前提とした各教室の担当区域の再編を行います。

訪問アドバイザーとは、不登校児童・生徒への家庭訪問

を通じ、学校への復帰や適応指導教室への通室を図る業

務を行っております。また、訪問アドバイザーは、スク

ールソーシャルワーカーとしての業務を兼務しており、

児童・生徒が学校や日常生活で直面する苦しみや悩みに

ついて、児童・生徒の社会環境を構成する家族や、友人、

学校、地域に働きかけ、福祉的なアプローチによって解

決を図っております。室蘭市は現在４名の訪問アドバイ

ザーを配置しており、複雑に要因が絡み合って起こる不

登校問題解決に向けて家庭訪問や学校訪問を積み重ねて

おります。平成３０年度からの新しい担当区域は、蘭西

教室が室蘭西中、本室蘭中校区、蘭東教室が星蘭中、翔

陽中、東明中、桜蘭中、港北中校区となります。このよ

うな配置にすることにより、各教室から各中学校区へは

車でおよそ１５分圏内とすることができます。なお、適

応指導教室の担当地区変更に伴い、職員配置の見直しを

検討する予定でございます。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。 

 

谷藤委員         この子達は通常、自分でバスに乗ったりして通ってい

るのですか。 

 

大須賀指導参事      公共交通機関の利用か、家族の方の送迎を原則として

います。 

 

谷藤委員         そのバスを利用したときの料金などの補助はあるので

すか。 

 

大須賀指導参事      要保護家庭につきましては、その分については補助さ

れております。 

 

谷藤委員         この教室というのは、中学生だとしたら１年生、２年

生、３年生と分けて授業されているのですか。それとも
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一緒に授業を受けているのですか。 

 

大須賀指導参事      それぞれ休んでいる経緯が異なるものですから、個別

の学習という形で対応しております。 

 

前田委員         初歩的な話ですが、こういった教室に通っている子ど

もさんは、学校の普通の教室には行っていないのですね。 

 

杉野指導主事       必ずしもそうとは限らなくて、学校のほうにあいさつ

登校という形で顔を出して、その後、訪問アドバイザー

の車に乗って適応指導教室に行くということもあります。 

 

前田委員         普通の学校に籍を置いているけれども、そのアドバイ

ザーと一緒に、それにプラスしてこうした施設で勉強を

しているのですね。 

   

杉野指導主事       なかなか教室に入りにくいので、別の教室で勉強しま

しょうということで、こうした措置をとっていることも

あります。 

 

前田委員         それで学校に出席しているということになるのですか。 

 

杉野指導主事       はい。 

 

稲川委員         いわゆるスクールカウンセラーという人とは同じなの

ですか。 

 

杉野指導主事       違います。 

 

稲川委員         その人達は資格的にも違うし、訪問アドバイザーとい

うのは先生ではないのですか。 

 

杉野指導主事       先生ではないです。 

 

稲川委員         教師の資格は持っていないのですか。 
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杉野指導主事       持っていらっしゃる方もいます。 

 

稲川委員         いろいろということですね。資格的にはどういった資

格が必要なのですか。 

 

中野学校教育課長     教員免許のほかに社会福祉士ですとか、そういった相

談関係の資格ですとか、他は経験者などを優先して採用

しています。 

 

稲川委員         スクールソーシャルワーカーという資格は。 

 

中野学校教育課長     これについては、しきりに進められていますけれど、

正式な資格ではなく、そういった役割の名称となります。 

 

前田委員         一応卒業の頃までには普通の状態に戻る状況は、多い

ものなのですか。 

 

杉野指導主事       件数自体としては少ない状況なのですけれど、今まで

全く学校に行けなかった子達が、あいさつ登校であった

り、給食だけ教室に入るなどのステップを踏んでいるこ

との数は多くあります。 

 

稲川委員         勉強を教えることは小学生、中学生で先生の資格は全

然違って、それぞれ担当科目というものがあるのでしょ

うけど、朝９時から午後３時ぐらいまでいるのですか。

給食とかは。 

 

杉野指導主事       朝９時半登校の午後２時１５分下校という形なのです

けれど、給食がないので、お弁当を持ってきていて、勉

強などは、午前中に勉強で、午後からは体を動かすこと

をメインにするなど、簡単な軽運動なのですけれど、そ

ういった取組を行っております。 

 

稲川委員         先生が１人だったり２人だったりするのか。 

 

杉野指導主事       現在、３つの教室のどの教室にも学習支援員というの
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が１人常駐していて、その３名とも教員経験者です。 

 

國枝教育長        実態としてはこの方が全部毎回通っているというわけ

ではない。なかなか通えないこともあるものですから、

アドバイザーの方が家の方に行って、家で関係を作る作

業から始めて、それから徐々に、例えば週に１回、１時

間、２時間でも来られる様な状況を作るような、過程と

してはとても長いものになるのですが、午前中で帰られ

るというケースのお子さんもいらっしゃいます。 

 

前田委員         午前中だけでも来るといくらかいいでしょうけど、ま

ったく来られない子は、それこそ出席日数が足りなかっ

たり、義務教育はどうだったかなとか思ったりもします。 

 

谷藤委員         義務教育が終わった後の進路とか、皆さんそれぞれだ

とは思いますけど。 

 

杉野指導主事       主に多いのは通信制の高校が割と多かったりしますし、

公立高校であれば、定時制の高校であったりという部分

で、何らかの形では進学に繋がるようにということは指

導しております。 

 

前田委員         北星学園の余市高校みたいに、もしも行こうとするよ

うなことがあれば、改善の余地がありますよね。 

 

杉野指導主事       最近多いのは通信制の学校で、夏休みや冬休みとかに

スクーリングで札幌の本校に行ったりといったこと以外

は、平日は地元でレポートを書いたりだとかのケースが

多くあります。 

 

國枝教育長        福祉の観点から言いますと、段々こういった方々が成

人になって、社会に出ても働く機会がないままに引きこ

もりといった事態が４０代とか５０代とか、親の年金で

生活するということも全国的に広がってきていて、それ

が今、福祉では課題になっているという状況です。 
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前田委員         そういったことに繋がっていくのですかね。 

 

國枝教育長        必ずしも不登校ということだけが問題ではありません

が、発達障害などいろいろなケースがございますので、

これだけということではないですけれど、そういったケ

ースも社会的な課題となっていますね。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７報告第５号室蘭市教育支援委員会諮問に対する答

申の件を議題といたします。事務局の説明をお願いしま

す。 

 

中野学校教育課長     報告第５号室蘭市教育支援委員会諮問に対する答申

の件ついてご説明申し上げます。本件は、室蘭市教育支

援委員会から、本年１月１３日に今年度２回目の答申を

受けましたので、本日は、その判定内容を報告するもの

でございます。次ページの報告第５号別紙をさらに１枚

めくっていただきまして、平成２８年度就学支援部会答

申という資料をご覧いただきたいと思います。上段の表

は、在学児童生徒の判定結果でございます。今回、１４

名が新たに判定を受けており、結果、通常学級対象（言

語通級・インクルーシブ教育支援委員会連携）１名、特

別支援学級対象の知的が５名、情緒が６名、病弱が２名

となっております。同様に、中段の表は、来年度小学校

に入学する初就学児童の判定結果でございます。今回、

３名が新たに判定を受けており、結果、特別支援学級の

知的が２名、情緒が１名となっております。下段の表は、

在学児童生徒と初入学児童の合計でありまして、今年度

の判定を受けた人数は、前回と合わせて１６６名となっ

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

か。 

 

稲川委員         関連の内容ですが、前回２２名の情緒障害であると聞

いていたと思うのですけど、聞いたのはこの子達が初め

て見つかったのか、どういった経緯で見つかったのか、
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実は室蘭市の健康推進課で聞いたのですが、室蘭市は２

４名いらっしゃると思うのですが、そのうち大体３歳児

健診までには８割ぐらいは把握しているみたいです。そ

して、残りの２割ぐらいは健康推進課の方々が幼稚園と

保育所に行って、そこで適応障害のような人がいないか

巡回をしていて、そこで園長先生からいろいろ紹介を受

けまして、指導して、大体学校が始まる前の就学時に、

突然何か分かってということではなさそうでした。です

から、室蘭市のそういった健康推進課の方々がきちんと

巡回をしていて、私が言いたいのは、世の中的には５歳

児健診を導入した方がいいのではないのかとか、３歳児

から学校が始まるまでの空白期間はどうすればいいのか

ということは、小児科医の中でいろいろ議論になってい

るのですけれど、そこは健診という大きなお金をかけな

くても、健康推進課がこのように上手く回ってくれてい

れば、知恵のあるやり方だなと感じて、それであればど

うということはないなというふうに感じていました。こ

うした子ども達が減った方がいいのですが、どういった

理由でこのように増えていくのか分かりませんけれど、

できれば登別市などの教育委員と交流して、その辺の数

字をどのように見ればいいかということをやっていただ

ければありがたいと思います。 

 

國枝教育長        ほかにありませんか。ないようでしたら、報告第５号

は終了します。次は、日程第８報告第６号高砂・水元小

学校統合校基本設計の件を議題といたします。事務局の

説明をお願いします。 

 

佐藤総務課主幹  それでは、報告第６号高砂・水元小学校統合校の基本 

［学校施設・施設適正配置］ 設計につきまして、資料に基づきご説明いたします。報 

    告第６号別紙の１ページをご覧願います。始めに、施設

概要でございます。建設場所は、現水元小グラウンドで

ございます。統合校の延床面積は、文科省基準面積以内

の、校舎棟が５，４２２㎡、体育館棟が１，２５６㎡で

ございます。構造は、鉄筋コンクリート造で、階数は、

校舎棟は地上４階建て、体育館棟は地上２階建てござい
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ます。次に計画概要でございますが、開校は、平成３２

年４月を予定しております。学級数は、開校時、普通学

級１４学級、特別支援教室３学級を想定しておりますが、

普通学級は１５学級、特別支援学級は５学級まで対応可

能な計画としております。特別教室は、図書室、パソコ

ン室、視聴覚室、理科室、図工室、家庭科室、音楽室な

どを計画しています。次に事業計画でございますが、平

成２８年度から進めており、平成３０年度は、実施設計

委託と地質調査委託。平成３０から３１年度の２か年で、

校舎棟、体育館の建設を行い、平成３２年４月開校予定

でございます。次に位置図ですが、建設地周辺地図でご

ざいます。次のページ、配置図をご覧願います。校舎、

体育館、グラウンドなどの配置図面になっており、校舎

側が南、グラウンド側が北でございます。現在の水元小

学校が、統合校の建設中も授業を行なうことから、多く

の統合校建設で採用してきたグラウンドに建設する方式

としております。敷地内の配置については、校舎や体育

館を可能な限り南側に寄せることや、校舎を４階建てに

することで、残りの敷地を有効活用できると考えており、

敷地の形状、児童の安全、駐車場の確保、グラウンドの

確保など総合的に判断し決定したところでございます。

敷地内の動線計画につきましては、歩車分離を原則とし

て計画しており、児童については、校舎とグラウンドの

間の通路が主動線で計画しており、正門は体育館側の出

入口を想定しております。また、車両につきましては、

体育館側に駐車場出入口とグラウンド側に給食車などサ

ービス車両の出入口を配置しております。グラウンドに

つきましては、校舎棟、児童玄関前に配置しており、職

員室や保健室などの管理諸室から見渡せる位置となって

おります。広さについては、直線で１００ｍ走や１周２

００ｍのトラックなど陸上競技への対応や、少年野球や

８人制サッカーの球技も可能な大きさを確保しておりま

す。駐車場については、道道から一番近く、直線的に出

入が可能な位置に計画しております。駐車台数は約１２

０台を確保しており、通常時の授業参観や学芸会では問

題無い台数と考えております。また、運動会では詰めて



 

 15 

駐車することにより最大２００台程度駐車可能と考えて

おります。次のページ、１階平面図をご覧願います。図

面を横にして、下側が南側で、上側がグラウンド側にな

っており、色塗り部分は、茶が管理部門、緑が特別支援

教室、黄色が放課後開設するスクール児童館となってお

ります。また、黒三角シンボル３か所が出入口となって

おります。１階ですが、校舎棟の管理部門と特別支援教

室と体育館を計画しており、校舎と体育館の間に多目的

ホールを配置しております。管理部門については、児童

の登下校の様子や、駐車場など来校者の様子のほか、グ

ラウンド全体を見渡せる位置に校長室や職員室、事務室、

保健室を配置し、児童の安全確保や来校者への対応が、

十分できるように配慮しております。特別支援教室につ

いては、採光が良い南面に配置しております。教室３室

のほか、職員室やプレイルーム、作業訓練室などを配置

しており、専用のトイレと玄関も配置しております。教

室につきましては、将来の学級数増加に対応するため、

作業訓練室とプレイルームの一部を教室対応することで、

最大５教室としております。校舎と体育館の間には、学

芸会や運動会の練習のほか、学年集会や会議等の多用途

に活動可能な多目的ホールを配置しております。体育館

棟は、バレーボールやミニバスケットボール、バトミン

トン等が可能なアリーナのほか、ステージや更衣室を計

画しています。また、夜間の学校スポーツ開放に対応す

るため、専用玄関や便所などを配置しております。スク

ール児童館への対応ですが、放課後、黄色い部分を学校

から切り離して活動可能な計画としており、体育館玄関

を出入口として、多目的ホールと特別活動室２室の活用

を想定しております。次のページ、２階平面図をご覧願

います。２階から４階は同じ教室の配置としており、日

当たりの良い南面に普通教室、グラウンド側に特別教室

などを配置しており、真ん中には、学年集会や多用途の

授業が可能な多目的スペースやトイレ、エレベーターを

配置しております。普通教室は、各階に２学年５教室を

配置しており、合計で１５教室計画しております。また、

多目的スペースの一部を仕切ることで、教室として利用
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することも想定しております。２階の特別教室は、図書

室、パソコン室、視聴覚室を配置しておりますが、図書

室とパソコン室を並べて配置し、間にワークスペースを

設けることで、学習メディアゾーンとしており、本とパ

ソコンでの調べもの学習が可能なスペースを想定してお

ります。次のページ、３階平面図をご覧願います。普通

教室と理科室や図工室のほか、スタジオや児童会室を配

置しております。次ページ、４階平面図をご覧願います。

普通教室と家庭科室や音楽室のほか、教育相談室を配置

しております。次のページ、Ｒ階平面図をご覧願います。

屋上の平面図でが、太陽光発電も検討しております。次

のページ、立面図をご覧願います。各方位から見た立面

図でございます。北側はグラウンド側、南側は教室側か

ら見たイメージ図面となっております。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。 

 

谷藤委員         開校時の生徒数は何名程度を想定していますか。 

 

佐藤総務課主幹  現在の直近の生徒数ですけども、４５０名程度を想定 

［学校施設・施設適正配置］ しています。 

  

谷藤委員         ２クラスか３クラスですか。 

 

佐藤総務課主幹      そうですね。全部で１４学級なので、２クラスか３ク 

［学校施設・施設適正配置］ ラスというところでございます。 

  

稲川委員         すごく難しいですけど、この計画が出来た頃の想定は

いくらぐらいですか。計画が出来たときですね。これを

作ろう、統廃合しようというときの人口だとか子どもだ

とか。やはり、４５０名ぐらいを予定していたのか。 

 

佐藤総務課主幹      平成２３年に第３期適正配置計画を作ったのですが、 

［学校施設・施設適正配置］ そのときは、平成２８年ぐらいまでの子ども達の数し
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か見ていなかったのですが、そのときに比べれば、今、

手元に資料がないのですが、そのときの想定よりは子

ども達の数は減っているという状況でございます。市

内全体がそういった状況にあります。 

 

稲川委員         ５年後、１０年後はなかなか予測できないとは思うけ

れど。 

 

佐藤総務課主幹      この地区であれば、これからは減らないような感じで、 

［学校施設・施設適正配置］ わりと住宅が建っているということもあると思うので

すが、それほど子ども達が減らない地区であると思い

ます。 

 

稲川委員         建物自体は２０年とか３０年の耐用性はあるのでしょ

う。 

 

佐藤総務課主幹      基本的には、鉄筋コンクリートですから、５０年、６ 

［学校施設・施設適正配置］ ０年というような、メンテナンスをしながら、今後使っ

ていくような形にはなると思います。 

 

稲川委員         ５０年ですか。 

 

國枝教育長        メンテをしていかないといけないですけどね。 

 

杉本教育部長       当初は知利別小学校の一部をこちらのほうに統合する

予定であったのですが、知利別が旭ヶ丘に統合できそう

だということで、途中で計画を見直したということもあ

ります。 

 

稲川委員         絶対、予測は難しいと思いますけれどね。これだけ大

きな建物だから、どう考えてもどんどん出生数も減って

いって、あっという間に減る。２０年で半分にはなるか

ら、これからもっと減りますが、計画を練っていくから

いいのですが。 

 

國枝教育長        とりわけ小学生の推計というのは、今０歳からの推計
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しか出てこないものですから、そうなると６年後ぐらい

までしか、なかなか推計ができないような形にはなって

いますけれど、ただ、出生率は落ちて、人口が落ちてい

ますので、そういった面では下がっているというのが現

実ですね。 

 

稲川委員         難しいですね。耐用年数を２０年ぐらいで作るという

わけにはいかないのですかね。国がきちんと指針を出さ

ないと、常にワンパターンで、５０年もそういった形で、

もちろん効率的で、安上がりで、安全があるということ

は、どんどん検討していくべきですけど。素人考えです

けど。 

 

谷藤委員         今までの統合学校の中では、敷地的には１番小さいの

ですね。４階建てにしなければいけなくて。 

 

佐藤総務課主幹      そうですね。４階建ては小学校では初めてなのですけ 

［学校施設・施設適正配置］  れど、大きさで言えば、今度、３０年に開校する白蘭

小学校が少し小さくて、それに次いで小さいぐらいで、

それほど大きくはない学校です。 

 

谷藤委員         グラウンドも斜めに徒競走の場所がありますね。 

 

佐藤総務課主幹      そうですね。これもまた、小学校の敷地がそれほど大 

［学校施設・施設適正配置］ きくはないので、その辺をどう活かすか、あと、駐車場

ですとかは課題が出ました。 

 

國枝教育長        今、この高砂・水元ＰＴＡとか、あと、地域の方や学

校が入って、統合推進協議会というものを行っておりま

して、その中でこういったことを示して、一応了承はい

ただいて、今度は実施設計のほうに入ってという段取り

になっていて、そして来年度校名でしたか。 

 

佐藤総務課主幹      そうですね。２９年度校名です。 

［学校施設・施設適正配置］ 

國枝教育長        新しい校名をどうするかというのを２９年度に予定し
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ています。実施設計が終わったら工事に入っていくとい

う形です。よろしいでしょうか。それでは、報告第６号

は終了します。次は、日程第９報告第７号室蘭市生涯学

習センター基本設計の件を議題といたします。事務局の

説明をお願いします。 

 

髙橋生涯学習課主幹    それでは、報告第７号室蘭市生涯学習センター基本設 

［施設］        計についてご説明いたします。報告第７号別紙をご覧い

ただきたいと存じます。資料に沿ってご説明いたします。

はじめに、１の経過についてでございますが、本事業に

つきましては、昨年９月に、公募方式で選定した企業グ

ループと財産取得契約を締結いたしまして、この間、設

計協議を進めてまいりましたが、関係団体や近隣住民等

の意見を踏まえた変更計画がまとまりましたことから、

ご報告をさせていただくものでございます。次に、２の

基本設計の概要についてでございますが、お手元のＡ３

版の図面をご覧いただきたいと存じます。まず、１枚目

の図面をご覧下さい。こちらが、市との設計協議等を踏

まえました最新の配置計画図でございまして、建設地は

旧向陽中学校の跡地ですが、図面の上側が知利別川にな

ります。敷地の左にありますのが、生涯学習センター、

右にありますのが、民間事業者が整備するホテル施設で

ございます。駐車場につきましては、民間による２４時

間営業の有料駐車場として整備をいたしますが、生涯学

習センター利用者については、無料で使用できる仕組み

となります。続いて、２枚目の図面をご覧下さい。こち

らは平面計画図でございますが、２階建ての建物でござ

いまして、１階には、子ども遊び場のほか、図書機能や

多目的フリースペース等を整備いたします。また、２階

については、多目的室をはじめとする貸し館諸室のほか、

交流サロンスペース等、市民活動推進に係わる諸室を整

備することとしております。次に、３枚目の図面をご覧

下さい。こちらは、外観パース図でございますが、多世

代交流の拠点施設にふさわしい落ち着いたデザインを採

用しております。最後に、４枚目の図面についてでござ

いますが、こちらは、事業者からの当初提案図でござい
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まして、１枚目の図面と比較していただけると、設計協

議により配置計画が変更となったことが、おわかりいた

だけるかと存じます。基本設計の概要については、以上

でございます。次に、Ａ４版の資料に戻っていただきま

して、３の今後の予定についてでございます。今後の予

定につきましては、こちらの表のとおりとなっておりま

して、今後、年度内に実施設計に着手いたしまして、本

年 7月初旬に工事着工、工事完了は、来年の９月末、開

館は来年１２月１日を予定しております。最後に、４の

その他、愛称公募についてでございます。本施設につき

ましては、昨年３月に、条例制定により正式名称を定め

ておりますが、施設への愛着をもっていただくこと、ま

た、開館に向けた機運の醸成を図ることなどを目的とい

たしまして、愛称を公募する予定でございます。公募の

スケジュール等につきましては、資料に記載のとおりと

なってございます。報告第７号室蘭市生涯学習センター

基本設計については、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。 

 

谷藤委員         カフェ機能は、前は自動販売機という話がありました

が、それからは変わりませんでしたか。 

 

髙橋生涯学習課主幹    当初の事業者提案では、自販機対応ということで提案 

［施設］        されていたのですが、それをもう少し良いサービスの提

供の仕方がないかということで事業者のほうで検討して

いただいていまして、例えば、地元の方を活用して、安

いコーヒーを提供する。おそらく毎日ということは無理

なので、例えば、イベントのときに振舞ってもらうなど、

現在検討を進めている段階です。ただ、基本的には自販

機ベースになるかなと思います。 

 

谷藤委員         中島の人にも声をかけているようですけど、なかなか

難しいというような話も聞いています。 
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髙橋生涯学習課主幹    そうですね。コーヒーだけを飲みに来る人は、そうは 

［施設］        いないかなと思います。 

 

國枝教育長        ほかにありませんか。本日は議題が多いものですから、

後でまた見る機会があるかもしれませんけど、何かあり

ましたら、改めてご連絡いただいたりといったことはで

きますので、何かありましたら、教育委員会のほうにご

連絡いただきたいと思います。それでは、報告第７号は

終了します。次は、日程第１０報告第８号（仮称）室蘭

市環境科学館・市立室蘭図書館基本設計（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。 

 

髙橋生涯学習課主幹    それでは、報告第８号（仮称）室蘭市環境科学館・市 

［施設］        立室蘭図書館基本設計（素案）についてご説明いたしま

す。報告第８号別紙をご覧ください。本資料に沿ってご

説明いたします。はじめに、１の経過についてでござい

ますが、本事業につきましては、昨年７月より基本設計

を進めてまいりましたが、このたび、配置計画などの基

礎的事項がまとまりましたので、素案といたしまして、

ご報告させていただくものでございます。次に、２の基

本設計（素案）の概要についてでございます。お手元の、

Ａ３版図面をご覧いただきたいと存じます。まず、１枚

目の図面をご覧ください。こちらは、配置計画図でござ

いまして、図面の左側が市役所側、上側が市立病院側に

なってございます。敷地の右側にあります長方形とたま

ご形を組み合わせた形状の建物が、環境科学館・図書館

でございまして、建設位置は、現在の科学館の裏庭、野

草園や市の職員駐車場のある場所になります。続いて、

２枚目の図面をご覧下さい。こちらは、本体の平面計画

図でございまして、左が１階の平面図、右が２階の平面

図でございます。大まかな空間構成といたしましては、

１階が図書館部門及び共用部門、２階が環境科学館部門

となっております。施設の規模についてでございますが､

図書館部門につきましては、今回の整備によりまして、

開架・閲覧室の面積を、従来の約２.５倍の約１，２０

０㎡に拡張するほか、開架の冊数は、約１.２倍の１３
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万冊、全館での収蔵可冊数は、従来の約２倍の約２９万

冊とする予定でございます。また、環境科学館部門につ

きましては､展示・体験スペースの面積を、現在の約１.

４倍となります８６０㎡、プラネタリウムは約１.８倍

の１４０㎡に拡張いたしますほか、準備・倉庫スペース

につきましても、１.７倍程度に拡張する予定でござい

ます。続いて、３枚目の図面をご覧いただきたいと存じ

ます。こちらは、屋上階の平面図でございます。屋上階

につきましては、太陽光パネルなどの環境学習教材を兼

ねた設備を設置するほか、天体観測スペースを整備いた

しまして、環境科学館に属するスペースとして、有効に

活用する予定でございます。最後に４枚目の図面につき

ましては、環境科学館のゾーニング図となっております

ので、後ほどご参照いただきたいと存じます。次に、Ａ

４版の資料に戻っていただきまして、３の今後の予定に

ついてでございますが、今後の予定はこちらの表のとお

りとなっておりまして、来年度、実施設計を行いまして、

平成３０年度に工事着工、平成３２年度中に完成し、同

年中の開館を予定しております。最後に、４のその他と

いたしまして、３点記載しておりますが、（１）の科学

館のＳＬにつきましては、このあと報告第９号にて別途

報告がございますので、割愛させていただきまして、２

点目の図書館の１階の陶板タイルについてでございます

が、現在、図書館 1階ホールに展示されております陶板

レリーフにつきましては、新施設への移設を基本に、検

討を進めたいと考えております。３点目の既存樹木類に

ついてでございますが、現在実施中の樹木調査の結果を

踏まえまして、再利用等について、最終結論を出したい

と考えております。報告第８号につきましては、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。 

 

谷藤委員         展示するものというのは、今あるものはなくして、新

しいものを展示するのですか。 
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髙橋生涯学習課主幹    基本的に今展示されているものは、開館以来置いてあ 

［施設］        るもので、かなり老朽化しているので、そのまま利用す

ることは出来ないとのことです。ただ、機能的には子ど

も達に喜ばれるものというものもありますので、新しく

展示するものの中に、似たような機能を入れる、ただ、

スペース的な問題もありますが、今回環境という新しい

テーマが与えられていますので、やはり人気のあるもの

や必要があるものを取捨選択して、新しい環境、機能と

して設けていきたいと考えております。 

 

國枝教育長        ほかにありますか。 

 

稲川委員         この具体的な中身とかは、基本的には議会の方々と決

めていくのですか。いわゆる将来の科学の、簡単に言え

ば室蘭工業大学のロケットをしている先生方とか、かな

り最先端をいくことをきちんと予測される方々、もちろ

ん基本設計の中に入っていらっしゃるのでしょうけど、

どれくらいお金がかかって、将来何十年後も皆が興味を

持っていく施設なのか、私はよく分かりませんけれど、

普通に今のバーチャルの世界を体験するということは、

いろいろな事物がありますから、今現時点で固定されて

いるプラネタリウムという感覚と、ニュースでしか知り

ませんが、東京の方はすばらしいものが出ているようで

すけれど、中身がどういった形というようなことは、す

ごく将来に係ることなので、特にこの地域には室工大の

先生などすごい方々がいらっしゃいますので、そういっ

た方々のご意見をどんどん反映させて、そしたらここに

修学旅行のお客さんが来たりだとか、子ども達がこの西

胆振のこういったすばらしいもの、まあ、できたばかり

は多くの人に来てもらう必要がありますが、１０年後は

どうなるか分からないけれど、少なくても１０年間ぐら

いは、地域の人達、あるいは札幌圏でもいいし、いろん

なとこから来たりするすばらしいものになるのか、あま

りお金をかけられなければ、そういった話でしょうし、

どの辺の議論がどうなったかというところは、私は存じ

上げませんが。 
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髙橋生涯学習課主幹    この事業につきましては、具体的に動き出したのが平 

［施設］        成２７年になりますけれど、２７年の基本計画というも

のを策定していまして、そのときにはまず市民ワークシ

ョップというものを開催しまして、市民がこの建物にど

ういった機能を入れて欲しいのかなど意見集約をしまし

て、それと並行して、整備検討委員会というものを開催

しまして、そこで、工大の先生や道立博物館の先生にも

入っていただいて、専門的な知見から色んな意見をいた

だいて、基本計画というものをまず作っています。その

中で、最終的な答えとして、今もご指摘があったとおり、

どんなにお金をかけても１０年、２０年すると陳腐化し

ていくというのは避けられないので、やはり可変性だと

か柔軟性を持った施設にして、ソフトの面で勝負してい

く施設にしようというのが基本コンセプトになります。

例えば、お配りした中の１階に多目的展示室があります

けれど、実はこれにはなにも展示物は置かないで、小分

けして使えたり、もしくはエントランスホールと一体化

させて使えたり、企画イベントで使える部屋としていま

す。工大の先生から言われているのが、ソフトが大事と

いうことで、ＮＰＯ法人が指定管理者と合名しています

けれど、やはり特定団体だけで考えるものには限界があ

るので、いろんな人の意見を入れて、いろんな事業展開

をしていけるように、運営委員会のようなものを組織し

なさいという提言をいただきますので、開館に向けてあ

と３年あるので、その中で定めていくことになるのかな

と思います。 

 

稲川委員         科学の中には医学もありますから、医学のいろんな実

習、いろいろな方々、栄高校の子どもですとか、製鉄病

院に行ってロボット手術を見るなど、いろんなことがあ

りますから、本当に広い視野も持って検討してくれたら

ありがたいなと思います。 

 

國枝教育長        ほかにありませんか。これも中身が具体化したら、ま

た定例会の方にも示させていただいて、意見をお聞きす

る機会もあると思いますのでよろしくお願いいたします。
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それでは、報告第８号は終了します。次は、日程第１１

報告第９号青少年科学館の蒸気機関車の移設活用の件

を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

北川生涯学習課主幹    報告第９号青少年科学館の蒸気機関車の移設活用の 

［文化振興・青少年］  件について、ご説明申し上げます。報告第９号別紙をご

覧ください。本市は明治時代に石炭積出し港としての発

展を契機に、てつのまち・ものづくりのまちとして現在

に至っておりますが、鉄道とともに発展してきた本市の

歩みを明確にし、旧室蘭駅舎に代表される現存する鉄道

資産のさらなる活用を図るため、現在、青少年科学館に

屋外展示している蒸気機関車を、旧室蘭駅舎隣接地に移

設し、一体的な活用を進めようとするものでございます。

物件の概要でございますが、ＳＬ Ｄ５１―５６０号、

通称デゴイチは、昭和１５年に苗穂工場で製作され、主

に函館・室蘭・宗谷本線を運行し、昭和５０年に国鉄よ

り無償貸与されたものでございます。また、旧室蘭駅舎

は、築１０５年、現存する道内最古の木造駅舎で、平成

１１年に国登録有形文化財に登録され、現在は室蘭観光

協会が指定管理者として管理しております。事業の内容

でございますが、ＳＬを旧室蘭駅舎隣接地に移設するほ

か、屋外上屋などの整備、旧駅舎の展示更新、ＳＬ及び

旧駅舎を活用した体験参加型事業などの開催を検討して

おります。次に、移設の経費ですが、総額４,３００万

円程度と見込んでおりまして、来年度に移設活用事業の

周知を兼ねて、資金協力を呼びかけるクラウドファンデ

ィングや募金活動などを実施する予定でございます。最

後に、今後のスケジュールですが、来年度、平成２９年

度は新たな上屋の実施設計のほか、関係部署とともに活

用事業の検討、資金調達に取り組み、平成３０年の早い

時期に、環境科学館・図書館の着工時期にあわせてＳＬ

を移設する計画でございます。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。これもだいぶ古い駅舎ですけれど、元国鉄の機関

士の方とか、機友会という方達が定期的に油入れをした
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り、さびを取ってくれていて、移設に耐えられるのかな

と思っていたのですが、何とか移設出来るということで

すから、旧駅舎と併せた形での活用を考えております。

整備してくれている方もご高齢で７０歳、８０歳ですか

ら、長く保存して整備するというためには、いろんな方

の協力が必要になると考えております。それでは、報告

第９号は終了します。次は、日程第１２議案第１号平成

２９年度教育行政方針(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。 

 

杉本教育部長       議案第１号平成２９年度教育行政方針（案）の件につ

いて、ご説明いたします。本件につきましては、平成２

９年度の教育行政推進の基本方針と、重点施策について

定めるものでございまして、２月２７日開催予定の第１

回市議会定例会におきまして、教育長が議会に対し、説

明するものでございます。それでは、概要について、ご

説明いたします。１ページから２ページにかけましては、

はじめにとしまして、昨年４月から新教育委員会として

スタートしたところであり、本市教育推進の目標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具

現化を一層推進し、これまで積み上げてきた施策の着実

な実施と、今日的な課題を踏まえつつ、学校、家庭、地

域の連携を深めながら、魅力ある教育環境づくりを着実

に推進していくことが重要としてございます。学校教育

では、子どもたちの生きる力を一層育むこと、社会教育

では、人づくりと地域づくりを推進していくことを述べ

ております。次に、教育行政方針の施策については、大

きく４つの柱から構成されておりまして、２ページ目上

段をご覧下さい。第１の柱である子どもたちの生きる力

を育成する教育の推進についてでございますが、１の確

かな学力の育成につきましては、学力については、各校

とも着実な成果が表れているものの、学校間の差が依然

見られること等の課題が挙げられることから、今後もそ

の実態を踏まえ、学校、家庭、地域との密接な連携のも

と第２期学力向上基本計画に基づく取組を推進し、教育

水準の維持向上に努めることとしており、具体的な取り
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組みとしまして、研究奨励校の指定や、ＩＣＴ活用の推

進等を実施するとともに、学校訪問などを通じて授業改

善を進めていくことなどの取り組みを記載しております。

３ページ上段になりますが、現計画の実施４年間の点

検・評価を行い、一層の学力の向上を図るため、第３期

学力向上基本計画の策定を進めていきます。続きまして、

２の豊かな心の育成につきましては、道徳性の育成や特

別の教科道徳への移行をスムーズに進めていくため、教

員研修の実施や、情報モラル教育の充実に努めるほか、

いじめ問題については、緊急の場合の総合教育会議の開

催、いじめ問題の未然防止等の取り組みや、不登校問題

における訪問アドバイザーなどによる教育相談・支援な

どに努めていきます。４ページ上段の児童生徒の問題行

動は、未然防止に努め、関係機関との連携を図ります。

また、薬物乱用防止やインターネットの危険性、不審者

への対応等、防犯に対する意識や、規範意識の向上に取

り組みます。このほか、望ましい生活習慣の確立と室蘭

市携帯・スマホ三カ条の周知の強化することとしており

ます。続きまして、３の健やかな体の育成につきまして

は、室蘭市児童生徒の体力向上プランに基づく取組など、

運動習慣の定着に努めるとともに、早寝早起き朝ごはん

運動などのほか、関係部署との連携によるがん教育の推

進やピロリ菌検査の実施等を通じて必要な健康と体力の

育成に努めることを記載しております。次に、５ページ

中段から６ページ中段の４の特別支援教育と就学支援の

充実では、室蘭市教育支援委員会による就学支援や特別

支援教育支援員の配置等による支援体制の整備に努める

こととしております。支援ファイルすてっぷの有効活用

など市長部局や関係機関との一層の連携を深め、早期か

らの支援などの充実に努めること、また子どもの貧困対

策として、就学援助の入学準備金の増額、前倒し支給な

ど経済的な支援の充実に努めるほか、学習支援事業の周

知など総合的な取り組みを進めることとしております。

６ページの５の特色ある教育活動の推進等では、小学生

を対象とした出前講座など工大や市長部局との連携によ

る、国際理解教育の充実に努めることや、職業体験学習
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などのキャリア教育の充実、また教職員に対するてつい

くについての理解促進など室蘭への愛着や誇りを持ち、

環境意識を高める取り組みを推進するほか、小中連携教

育の促進、幼保小の円滑な学びの接続に努めることを記

載しております。次に、第２の柱、信頼される学校づく

りの推進につきましては、各小中学校における地域人材、

地域素材の活用を支援するなど、地域とともにある学校

づくりを一層推進することなどや、室蘭西中学校区をモ

デル地区としたコミュニティ・スクール導入事業を継続

し、学校運営協議会の設置や運営に関する調査研究を進

めていくとともに、教職員の資質・能力の向上、服務規

律の保持に努めることを記載しております。学校現場の

業務の適正化について、室蘭市立学校業務改善推進会議

により業務改善や教員の多忙化解消の取組みを進めてい

くこととしております。次に８ページの第３の柱、子ど

もたちが安全・安心に学べる教育環境の整備では、交通

安全指導の充実や定期的な通学路の合同点検の実施の

ほか、防災教育や食物アレルギーの対応、安全・安心な

学校給食の提供に努めることとしております。食育の推

進と食品ロスへの取組みにつなげるため、学校給食用の

食器を新たに購入し、利用に向けた準備を行うこととし

ています。また、次の９ページになりますが、学習環境

の整備としまして白蘭小学校の建設や高砂・水元小学校

の統合、知利別小学校の旭ヶ丘小学校への統合に関わる

取組を進めることとしております。最後に、９ページ中

段でございます第４の柱、人とまちが生きる生涯学習の

推進につきましては、１の生涯学習・社会教育の推進で

は、室蘭市社会教育振興計画が最終年次を迎えることか

ら、新たな計画の策定に着手するほか、第２次室蘭市男

女平等参画基本計画に基づく取組を進めるとともに、読

書環境の整備や、港の文学館での企画展を開催すること

としております。次の２の文化振興については、蒸気機

関車を旧室蘭駅舎に移設し、活用策や移設資金確保など

の取組みを進めるほか、西いぶり定住自立圏文化事業と

して、優れた音楽芸術を鑑賞する機会の提供や、文化財

の保護について、遺跡出土資料の整理などの取組みを進
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めることとしております。３のスポーツ振興では、中島

スポーツセンターの冷却設備改修や、入江陸上競技場の

ハードル、白鳥大橋パークゴルフ場の芝刈り機の更新な

どにより、市民の健康保持・増進が図られるとともに、

スポーツ合宿の誘致など地域スポーツ振興の推進に努め

ることとしております。１１ページ中段に記載しており

ます４の社会教育施設の整備では、生涯学習センターの

建設工事の着手、（仮称）環境科学館・図書館の実施設

計を行うこととしております。最後のむすびでは、教育

行政の果す役割の重要性と子どもたちが生き生きと輝く

室蘭の教育づくりと生涯にわたって主体的に学ぶ環境づ

くりに努めていく考えを記載しております。説明につい

ては、以上でございます。ご審議のほど、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。 

 

前田委員         ８ページに食品ロスの取組に繋げるために、給食用の

食器を購入と書いてありますけど、どのように繋がるの

ですか。食品ロスと食器というのは。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長    今の給食の食器がクリーム色の昔からずっと使ってい 

る食器なのですが、保護者の方や学校からも、もう少し 

可愛らしい食器なら子ども達も食べる気持ちが出るのだ 

けれどという意見があったりだとか、今、食育の推進 

で平たい皿にご飯を入れて食べているのですけれど、そ 

れが子ども達に正しい食べ方を指導するのに、少し上手 

くいかないので、何とか和食の文化を継承できるような 

食事のスタイルに変えてもらいたいという意見がありま 

した。 

 

國枝教育長        今は平らな皿とお椀のような皿の２つなのです。平ら

な皿の方にご飯とおかずをのせていて、それを今後お椀

のような皿３つに変えるという考えなのです。そうする

と、ご飯もお茶碗で食べるような形、おかずはおかず、
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汁物は汁物という感じになるので、家で食べるような形

での食事ができます。 

 

前田委員         それでは、お茶碗を持って食べなさいという教育もで

きるわけですね。 

 

國枝教育長        そうです。 

 

前田委員         今、若い人皆、テレビのドラマなどを見ても、片手を

下ろしたまま食べているシーンが結構気になるのですよ。

ですが、今おっしゃったように食器がそうなれば、自然

と持ちますよね。 

 

國枝教育長        そうですね。そういったところで、楽しく食事が、あ

るいは正しく食事が出来ることで、少しでも皆さんの食

べ残しがなくなればいいなという形では思っています。 

 

前田委員         そうですね。足りないお子さんはお代わりすればいい

ですからね。 

 

稲川委員         ご飯とパンの比率はどれぐらいですか。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長    ご飯は週３回、パンか麺で週２回でございます。 

 

稲川委員         まだご飯が多いのですね。 

 

前田委員         でも、実際問題パンよりご飯の方が残す率が少ないの

ではないですかね。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長    量が多いので、どうしても食べきれないお子さんもい 

らっしゃるのですが、パンよりもご飯の方が食べる子ど 

もが多いです。 

 

前田委員         インタビューみたいなのに出るテレビで聞いていたら、

ご飯が好きだという子ども達もいますからね。でも、単

価は高いみたいですね。資料を見せていただいたら。で
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も、日本はお米の国なのにパンより高いというのは変で

すよね。 

 

國枝教育長        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        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１３議案第２号室蘭市職員の退職管理 

に関する条例中一部改正に係る市長への申し入れの件を 

議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

中野学校教育課長     議案第２号室蘭市職員の退職管理に関する条例中一

部改正に係る市長への申し入れの件について、ご説明い

たします。本件につきましては、1月の定例会で条例改

正の概要についてご説明しておりますが、市立小中学校

の校長について、地方公務員法に基づく退職管理制度の

確実な実施を図るため、市の管理職と同様に、営利企業

等へ再就職した場合の届け出の義務付及び再就職情報の

公表を行いたいので、室蘭市職員の退職管理に関する条

例の一部改正を平成２９年第１回市議会定例会に議案

として付議するよう市長に申し入れるものでございます。

申し入れの内容につきましては、次のページの議案第２

号別紙のとおりですが、もう１枚次のページの新旧対照

表をご覧ください。第３条は、市の管理職に就いていた

者が営利企業等に再就職した場合に、任命権者への届け

出を義務づける規定でございます。小中学校の教職員は

北海道教育委員会が任命権者となっておりますが、法の

規定により退職管理については市町村教育委員会が行う

こととされておりますことから、記載の文言を加える改

正を行うものでございます。なお、本条例は、公布の日

から施行としております。以上でございます、ご審議の

ほど、よろしく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
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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        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１４議案第３号室蘭市文化センター条

例中一部改正に係る市長への申し入れの件を議題といた

します。事務局の説明をお願いします。 

 

北川生涯学習課主幹    議案第３号室蘭市文化センター条例中一部改正に係 

［文化振興・青少年］  る市長への申入れの件について、ご説明申し上げます。

現在、文化センターリハーサル室については、耐震化の

ための改築工事を行っておりまして、改築工事中のリハ

ーサル室Ａ・Ｂ・Ｃにつきまして、面積等が変更となる

ことから、議案第３号参考の新旧対照表にありますとお

り、使用料を改定するものでございます。なお、新たな

リハーサル室は、平成２９年９月末の完成予定となって

おりまして、改正条例の施行日につきましては、教育委

員会規則で定める日とし、平成２９年１０月を予定して

ございます。以上でございます。ご審議のほど、よろし

く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。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        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１５議案第４号室蘭市体育施設条例中

一部改正に係る市長への申し入れの件を議題といたしま

す。事務局の説明をお願いします。 

 

伊藤生涯学習課主幹    室蘭市体育施設条例の一部改正に係る市長への申し 

［スポーツ振興］    入れの件について私から説明いたします。これは室蘭市
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体育児施設条例の一部を改正するものですが、第４号参

考の新旧対照表をご覧ください。本件につきましては、

中島スポーツセンターの冷凍装置改修を平成２９年度に

実施しますが、これまでのプール機能については、プー

ルに係る機器の老朽化及び利用状況に鑑み、更新しない

ことから、条例中プールに関する事項を削除するもので

す。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

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。ないようでしたら、議案第４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        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１６議案第５号室蘭市立学校管理規則

中一部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。 

 

中野学校教育課長     議案第５号室蘭市立学校管理規則中一部改正の件に

ついて、ご説明いたします。本件は、地方公務員の育児

休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に

より、介護時間の導入等の措置が講じられたことに伴い、

所要の改正を行うものであります。法改正の概要ですが、

次のページの議案第５号参考１をご覧ください。働きな

がら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、

地方公務員の育児支援・介護支援に係る規定の改正が行

われたものでございまして、（１）から（５）までの内

容となっておりますが、今回の規則改正に関係しますの

が（３）の介護のための所定労働時間短縮措置で、従来

からございました介護休暇とは別に、介護のため１日に

つき２時間の範囲内で勤務しないことができることとす

る制度が設けられておりまして、介護時間という名称と

なります。次に改正内容につきましては、次のページの

議案第５号参考２の新旧対照表をご覧ください。第１３
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条第２項が病気休暇等の承認等についての規程となって

おりますが、介護休暇の後に介護時間を加える改正内容

となっております。なお、本改正につきましては公布の

日から施行し、法改正に併せて平成２９年１月１日から

適用となります。以上でございます、ご審議のほど、よ

ろしく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。ないようでしたら、議案第５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  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１７議案第６号室蘭市・登別市に係る

就学児童生徒の取扱いに関する協議書の更新の件を議題

といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

中野学校教育課長     議案第６号室蘭市・登別市に係る就学児童生徒の取扱

いに関する協議書の更新の件についてご説明いたします。

本件は、登別市美園町６丁目１２番地以北に居住する児

童生徒について、本市の小中学校に就学させることを認

める協議書の期間が平成２９年３月３１日をもって満了

となることから、この期間を１年間延長するため、提出

するものです。協議書の内容につきましては、議案第６

号別紙をご覧ください。変更点は第３条の期間のみでご

ざいます。第１条、第２条で、登別市美園町６丁目１２

番地以北に居住する児童生徒について、やむを得ないと

認められる場合は、室蘭市への就学を認めるものとして

おりまして、本市での受け入れは、小学校は水元小学校、

中学校は東明中学校としてございます。第２条では、受

け入れに係る経費の負担について定めておりまして、具

体的には議案第６号参考１、参考２の就学に要する経費

算定基準をご覧ください。参考１が小学校、参考２が中

学校となりますが、同様の考え方で算定しておりまして、

学校教育に係わる予算額から国や道の補助金等の特定の
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財源や普通交付税として措置されている分を引いて児童

生徒数で割った金額を、本市の児童生徒一人あたりの就

学に要する経費として、登別市に負担していただいてお

ります。参考としまして、今年度の経費ですが、小学校

が１人あたり１５９,０００円、中学校が１人あたり１

３５,０００円となっております。また、平成２９年度

は、小学校が１６人、中学校が９人の計２５人の受け入

れを予定しております。なお、この登別市の児童生徒の

受け入れに関しましては、昭和４０年代から始まったも

のでして、当時は、本来の校区となります、登別市の若

草小や鷲別中までの通学距離が遠い事等から、登別市教

委の要請に応じて認めてきた経緯がございますが、現在

はスクールバス運行等も一般的になっていることなどか

ら、登別市教委と協議のうえ、平成３２年４月の水元小

と高砂小の統合を機に解消することとしております。た

だし、経過措置としまして、現在、対象地域にお住まい

で平成３１年度までに水元小、東明中に入学された方は、

中学校卒業まで区域外就学の選択が可能となりますが、

今後、新たに対象地域にお住まいになる場合は、登別の

小中学校で受け入れることとなっておりますので、併せ

て報告させていただきます。以上、ご審議のほどよろし

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。ないようでしたら、議案第６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        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１８議案第７号平成２９年度室蘭市学

校給食費等の件を議題といたします。事務局の説明をお

願いします。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長     議案第７号平成２９年度室蘭市学校給食費等の件に

ついて、ご説明いたします。本件につきましては、昨年、
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当委員会から平成２９年度室蘭市学校給食費等の件に

ついて、室蘭市学校給食運営協議会へ諮問の議決をいた

だき、協議会で審議を重ねていたところでございます。

１月３１日に開催いたしました室蘭市学校給食運営協議

会で審議の結果、平成２９年度学校給食費及び平成２９

年度の給食回数については、翌２月１日に試算案のとお

り平成２８年度と同様に据え置きが望ましいとの答申を

いただいた次第でございます。答申書の写しは議案第７

号別紙４として添付してございます。それでは、室蘭市

学校給食運営協議会での審議にあたり、説明を行いまし

た平成２９年度学校給食費の試算案等についてポイント

を説明させていただきます。最初に、議案第７号別紙１

の平成２９年度と平成２８年度の基本物資（原材料）単

価比較表をご覧ください。本年１月１１日に、北海道学

校給食研究協議会から、基準パンであるコッペパン、黒

糖パン及び米飯の来年度の基本物資の原料価格等が示さ

れたことを受けまして試算し、前年度と比較したもので

ございます。内容といたしましては、昨年度価格と比較

して、基準パン・黒糖パンの原材料であります道産強力

小麦粉が小麦粉の世界的な豊作により価格が値下がりし

たものの、砂糖、脱脂粉乳、鶏卵等が値上がりしており、

中学校の黒糖パンは若干値下がりしたものの、全体的に

平均単価が値上がりとなっております。米飯につきまし

ても、パン同様に原材料の精米の値上がりが見込まれて

おり平均単価が値上げとなってございます。また、牛乳

の来年度価格につきましては、北海道農政部から例年２

月中旬に示されており、現時点では乳価の価格動向を予

想することが困難な状況にありますことから、昨年度並

みとみてございます。次に、議案第７号別紙２をご覧く

ださい。この資料は、基本物資と牛乳を除いた一般物資

の積算に使用する賄材料の物価変動指数を示したもので、

現在の給食費単価へと改定を行いました平成２６年度を

基準にいたしまして、賄材料を１－１『野菜・果物』か

ら８『パン・ケーキ類』までの部門別に積算し、合計し

た結果、平成２８年度は台風の影響で野菜の指数も１２

８.１２と高騰する状況でございましたが、物価変動指
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数は平成２８年度が１０２.５９％となり、平成２６年

度当時に１１９円５８銭で購入していた小学校物資は平

成２８年度に同様のものを購入するのに１２２円６８銭

必要となり、中学校は平成２６年度当時１５６円７４銭

だったものが平成２８年度は１６０円８０銭必要になる

と試算いたしました。只今の、議案第 7号別紙１、別紙

２から算定いたしましたのが、議案第７号別紙３の上段

小学校と下段中学校の学校給食費の算定状況で、基準年

である平成２６年度から平成２９年度までの試算額を小

学校、中学校でそれぞれ比較したものでございます。上

段の小学校では、基本物資と特別加工料の小計１０１円

６５銭、一般物資１２２円６８銭、消費税込で合計２４

２円２７銭と前年度と比較して１円３１銭の増となり、

下段の中学校では基本物資と特別加工料の小計１０７円

２４銭、一般物資が１６０円８０銭、消費税込で合計２

８９円４８銭と５６銭の増と試算いたしました。この価

格を現単価と比較したところ、小中学校ともに３％程度

の増となっておりますが、価格改定の基準を５％以上と

していることから、平成２８年度と同額の小学校２３５

円と中学校２８１と試算したところでございます。よろ

しくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

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。 

 

前田委員         給食費は毎月口座から引き落とされるのですか。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   年１０回払いでお支払いいただいています。 

 

國枝教育長        今年は上がっているけれど、値上げするほどではなか

ったので、２９年度についても同額という形で、給食費

を納めていただくという予定です。ほかにありませんか。

ないようでしたら、議案第７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） 
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國枝教育長        御異議がありませんので、原案のとおり可決いたしま

す。次の案件についてお諮りいたします。日程第１９報

告第１０号につきましては、特定の個人に関する情報が

含まれているため、非公開とすることに御異議ありませ

んか。 

 

（異議なし） 

 

國枝教育長        御異議なしと認め、これより非公開とします。説明員

及び記録員を除くその他の方は、退場して下さい。 

 

（退場） 

 

             (以下、非公開) 

 

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２９年第２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。 

 

 

室蘭市教育委員会教育長    國 枝   信 

 

室蘭市教育委員会委員      谷 藤   豊 

 

会 議 録 調 製 員      大 谷 裕 司 


