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平成２９年第４回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 

１  日  時      平成２９年４月１９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

報告第１号 平 成 ２ ９ 年 第 １ 回 室 蘭 市 議 会 定 例 会 議 事 内 容 に 関 す る 件

議案第２号 室 蘭 市 立 学 校 職 員 の 懲 戒 処 分 内 申 に 関 す る 件

報告第２号 室 蘭 市 教 育 委 員 会 ５ 月 行 事 予 定 の 件

報告第３号 教 育 機 関 等 に 対 す る 寄 附 採 納 の 件

議案第１号 室 蘭 市 立 学 校 管 理 規 則 中 一 部 改 正 の 件

番 号 件　　　　　　名

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

会 議 録 承 認 に つ い て

 

 

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 杉野指導主事 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２９年第４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回臨時会および第２回臨時会の会議

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号平成２９年第１回室蘭市議会定例

会議事内容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。 

 

髙木教育部長       それでは、平成２９年第１回室蘭市議会定例会議事内

容についてご報告申し上げます。このたびの第１回定例

会は、平成２９年度の予算案などの審議を中心に、２月

２７日から３月２７日まで会期２９日間で開催されたと

ころでございます。今回の本会議における質問は、５会

派のうち４人の各会派の代表議員からの代表質問と、一

般質問で８人中６人の議員から、教育に関わる質問があ

りました。資料は１ページから４９ページまでございま

すが、２５ページまでが代表質問、２６ページからが一

般質問になります。質疑の議事内容は各ページに質問要

旨と答弁内容を載せてございますが、時間の関係上、質

問要旨に沿って概略を説明させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。それでは、代表質問からご説

明申し上げます。最初は市政協同の幹事長、金濱議員か

らの質問で、１ページから９ページまで、新教育委員会

制度における教育部局との連携、学習指導要領改訂への

考え、知利別、天沢、大沢小の編入統合などについての

質問があり、総合教育会議の設置により総合的な観点に

よる教育行政の推進が図られたこと、改訂によるプログ

ラミング教育など様々な変更点について適切に対応する

こと、知利別、天沢、大沢小学校は、既存校への統合と
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しており、平成３２年度まで統合の予定である旨答弁を

してございます。また、本市の図書機能の考え方、外国

語活動の拡大への対応、今後の適正配置計画とまちづく

り施策との連動についての再質問があり、図書館分室機

能を民間施設への入居も含めて検討していること、外国

語活動の対応について教育研究所での調査研究や研修機

会の確保を図ること、児童生徒数の推移や施設状況、国

の動向も踏まえ、まちづくり施策と連動して適正配置を

検討すると答弁しております。次は、市民ネット・むろ

らんの会長、水江議員からの質問で、１０ページでは、

確かな学力の向上に向けて学校・家庭・地域との連携に

ついての質問があり、学校だけに役割を課すのではなく

庁内関係部局との一層の連携を図ると答弁しております。

１１ページから１６ページまで、公明党室蘭市議会の会

長、細川議員からの質問で、いじめの現状と対策、教職

員の多忙化と服務規律、文化センター駐車場や青少年科

学館のＳＬ移設の経過などについての質問があり、いじ

めの未然防止のため教職員や児童生徒への指導の徹底や、

克服に向けた取り組みを強化すること、部活動・業務分

担の在り方や業務改善についての検討や、校長会・教頭

会での法令遵守や職場研修などにより服務規律を確保す

ること、駐車場は新たに整備する駐車場も含め中央地区

全体で確保すること、鉄道資産としてのＳＬの価値を本

市のゆかりの地に位置づけ、移設の方針に至った旨答弁

しております。また、不登校児童生徒の適応指導教室へ

の通室の現状と対策、高砂・水元小統合校での駐車場や

スクールバスの考え方、ＳＬ移設後の活用策について再

質問があり、家庭・学校・適応指導教室・関係機関との

連携を図り、安心して学べる環境づくりを進めること、

統合校の駐車場確保に努め、スクールバスの運行につい

て統合推進協議会などの意見を聞きながら方向性を示す

こと、ＳＬ移設後は、市民機運を醸成する事業、旧駅舎

展示物の再整備など複合的に事業を展開する旨答弁して

ございます。代表質問の最後、１７ページから２５ペー

ジまで、日本共産党室蘭市議団の会長、田村議員からの

質問で、生涯学習センターの設置目的と建設手法、教育
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扶助の拡充、学力テストの今後の方策、教師の負担と部

活の対応状況などについての質問があり、生涯学習セン

ターは多世代交流を図り、ＤＢＯ方式で事業を実施する

こと、教育扶助拡充のため準要保護世帯の認定基準など

の引き上げや、新年度は修学旅行費の早期支給化を行う

こと、義務教育の機会均等とその水準の維持向上のため

適切に実施し、学習指導要領改訂を見据えた第３期学力

向上基本計画の策定に取り組むこと、今後策定を予定さ

れている運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラ

インを参考としながら検討を進める旨答弁してございま

す。また、生涯学習センターの長期にわたる指定管理制

度の活用、余剰地へのホテル建設の評価、廃止施設の代

替機能の考えや、学力テストの結果公表などについての

再質問があり、指定管理者によるモニタリング、運営責

任者会議等の設置により安定した市民サービスが提供さ

れる仕組みにあること、ホテル建設の提案は移住促進に

向けた長期滞在型の客室配置、交流人口の拡大・雇用創

出が評価されたこと、集約される施設の講座・同好会の

継続について利用団体の要望を踏まえ、庁内関係課と指

定管理者と協議を進めていること、学力テストの結果公

表は、序列化や過度な競争につながらないよう配慮して

継続する旨答弁してございます。また、生涯学習センタ

ー事業者選定委員会の審議経過、ホテル建設の考えにつ

いて再々質問があり、事業者選定委員会の審議内容を総

務常任委員会に報告し、予算、条例、指定管理者の指定

について議会で審議していること、ホテルと生涯学習セ

ンターの親和性が高められるよう事業者と連携する旨答

弁してございます。続いて、２６ページからは一般質問

でございます。一般質問の最初は、市政協同、黒光議員

の質問で、２６ページから３０ページまで、（仮称）環

境科学館・図書館の整備に関して、市民の寄付による文

庫の活用、周辺施設と連動した図書館の運営のほか、市

内の歴史的建造物などの遺産の活用についての質問があ

り、ふくろう文庫の新図書館での常設展示コーナーの設

置や、斎藤文庫基金の寄付者の意に沿った活用に努める

こと、地域に関連した展示や科学館との合同企画など地
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域資源と連動できるよう運営を検討すること、遺産の活

用について国や市の指定措置や民俗資料館での収集・保

管・活用のほかパンフレットを作成し周知を図っている

旨答弁してございます。また、斎藤文庫の港の文学館で

の貸出、図書館の職員体制などについて再質問があり、

港の文学館の事業は作品の収集・保管・展示のため貸出

はしていないこと、図書館司書は一般職で採用されてい

るため、専門的人材を配置して養成することは困難な状

況にある旨答弁してございます。３１ページは、市政協

同、古澤議員の質問で、子どもを守る安全推進協議会に

よる一斉巡回や見守り活動について質問があり、地域や

教職員、関係機関の連携のもと、青少年の非行の防止、

子どもたちの安全に努める旨答弁してございます。３２

ページから３５ページまで、公明党室蘭市議会、柏木議

員の質問で、学習指導要領改訂に伴うＡＬＴの対応や、

体力調査結果の全国・全道との比較などについて質問が

あり、ＡＬＴの対応については学校間・学年間の連携と

時間割の調整により、サポート時間を確保すること、体

力調査結果については経年比較で見ると年々全国との差

が縮まっており改善傾向にある旨答弁してございます。

また、子どもの学力の低下と体力の低下についての分析、

体力向上に向けて家庭や地域全体で取り組む考えについ

ての再質問があり、本市の子どもはテレビやゲームの時

間が長く、学力と体力の両面で何らかの影響が考えられ

ること、教育委員会や体育協会が主催する市民スポーツ

行事への情報提供や家庭ぐるみの運動の奨励を行う旨答

弁しております。３６ページから３９ページまで、公明

党室蘭市議会、砂田議員の質問で、絵鞆地域の文化遺産

について、絵鞆貝塚の地域エリア指定、グラウンドも含

めた周辺整備、旧絵鞆小学校円形校舎棟の保全の考えに

ついての質問があり、都市化の進展により、地形や遺存

状態が大きく変化したため広域的なエリア指定は困難で

あること、グラウンド周辺は道路、住宅が整備されてお

り、定住化等の土地活用も含め検討すること、旧絵鞆小

学校円形校舎のうち体育館棟は安全対策への考慮も必要

のため、解体も含め、引き続き方向性を検討している旨
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答弁しております。また、遺跡保全に向けて市民の関心

が高まる取り組み、耐震性のない体育館棟の国の文化財

指定による財源確保についての再質問があり、埋蔵文化

財展示公開スペースの整備にあわせ、体験学習会、講演

会の開催や資料展示やソフト事業について検討すること、

国の補助制度の活用については、耐震診断の内容の確認、

精査して方向性を示したい旨答弁しております。４０ペ

ージから４６ページまで、市民ネット・むろらん、児玉

議員の質問で、いじめについて、横浜市原発避難いじめ

問題と同様な事例が報告された場合の本市の対応、いじ

めから子どもを守る決意について質問があり、同様な事

例が起きた場合は学校と市教委も積極的に調査、連携し

た対応を行うこと、子どもがいじめの問題を真剣にとら

え、発見し解決に向かって教師と一緒に取り組む学校づ

くりを推進していく旨答弁しております。学習指導要領

等改訂案については、主体的・対話的で深い学びの実施

方法、本市独自の計画策定の考えなどについての質問が

あり、子どもたちに求められる資質・能力を確実に育み、

必要な学びのあり方を考え続け、授業の工夫・改善を重

ねていくこと、全国・全道の研修会に教員を派遣して、

その情報を各学校へ還していく取り組みを行う旨答弁し

ております。（仮称）環境科学館と旧室蘭駅舎について、

環境科学館への環境エネルギーの展示、旧室蘭駅舎への

ＳＬ移設などの質問があり、太陽光など再生可能エネル

ギーの利活用設備を導入するほか、水素エネルギーの普

及啓発を検討していること、ＳＬの移設において街の顔

として周辺からの視認性、旧室蘭駅舎と合わせたロケー

ションを考慮する旨答弁しております。図書館本館と生

涯学習センターの図書機能について、両施設の機能分担

などについて質問があり、異なるコンセプトの読書環境

で利用児童の年齢区分も異なることから、それぞれの施

設に対応した蔵書を中心にそろえて行く旨答弁しており

ます。また、美術品や歴史的資料の受け入れ基準につい

ての質問については、担当学芸員や館長が収集方針と基

準に準拠し、実物の資料を見て受け入れ可否の判断をし

ている旨答弁しております。一般質問の最後は、市民ネ
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ット・むろらん、佐藤議員の質問で、４７ページから４

９ページまでは、教育の多忙化に対する文部科学省の取

り組み、教頭の業務実態や教頭試験などについて質問が

あり、昨年８月に多忙化について検討した報告内容の通

知があり、国・教育委員会・学校が一体となった取り組

みが求められていること、胆振教育局によるアンケート

結果や教頭試験の受験者数が減少傾向にあることについ

て答弁しております。また、元校長による金銭事故の再

発防止策について再質問があり、内部抑制体制の確立、

市教委による私費会計の調査と市職員による統一基準作

りに取り組む旨答弁しております。第１回室蘭市議会定

例会議事内容につきましては、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。 

 

稲川委員         全般的に質問に対する答えというのが一般的というか、

数値で出ていないようなのですが、特に教職員の過労と

いう問題では、部活動などの時間外の話は別として、３

０時間以上とか１００時間以上での過労死とかあります

が、実際、教員が多忙であるという、時間外が平均何時

間くらいかなどのデータは、もちろん調べれば出てくる

と思いますが、そういうところが討論されていかないと、

多忙さが具体的にどういうところにあるのかを話してい

かないと、書類作りが大変なのか、子供達に対する教材

を調べたりするのに時間がかかるのかなど、どこまでが

時間外労働なのかとかいろいろあるかと思いますが、皆

さんは先生の過労ということをどういうような方法論で

とらえているかをお聞きしたい。そこがきちんとすると

いじめに対する対応とかも色々出てくると思うのですけ

れど。 

 

國枝教育長        調査は道教委や国のほうでもやっていますよね。 

 

中野学校教育課長     国のほうで数年に一度教職員の業務の実態調査は行っ

ていまして、今手元に数字がないのですが、一週間あた
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りの時間外が十数時間後半だったと思います。先進国の

中では一位との実績が出ていますが、そういったデータ

につきましては議会答弁のなかでは時間等の制約がござ

いましてなかなか盛り込めなかったところがありますが、

実態把握についてはいろいろな方面で調査はありまして、

室蘭市独自に勤務時間の調査というのは、それ自体も多

忙化に繋がるということもありますので頻繁にはしてい

ないのですが、そういった色々な機関のデータを活用し

ております。 

 

稲川委員         それを基にどう解決しようとしているのかをお聞きし

たい。 

 

中野学校教育課長     それについて、昨年度に校長、教頭、事務職員と市教

委で業務改善会議を立ち上げておりまして、先ほどのデ

ータ等を基に、どう業務改善していくか、例えば校務支

援のシステムを入れるとか、教員の業務の事務仕事を事

務職員でできないか、部活動の休養日を義務的に設定で

きないか、いろいろな観点で会議をしているところで、

先生方と相談しながら、今まさに検討している段階でし

て、具体的には今年度、ある程度の改善方策をまとめま

して指針をお示ししたいと考えてございます。 

 

國枝教育長        道教委のほうでも、時間外勤務等縮減推進会議があり、

私も委員になっていまして、去年は２回会議があり、そ

の中で主に話されたのがやはり部活動、室蘭市の場合に

ついては週に１回部活動の休みの日を設けましょうとい

うことで、学校それぞれで取り組みをしていただいてい

るのですけれど、やっていないところもまだ２３パーセ

ント程度あるというのがひとつと、体育系の部活だけが

話題になっていたのだけど、文化系の、例えば今テレビ

などでも話題になっている吹奏楽部ですとか、演劇部や

合唱部とかそういうところも休みなくやっているケース

もあるということで、文化系の部活動についても一定程

度ルールを持って、例えば週に一度は休みを設けるとい

う形を、各団体いわゆる中体連や高体連などと連名で、
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休みをきちんと確保しましょうというような申し入れを、

今年の３月にとりまとめまして、やっているところです。

部活動がクローズアップされているのですが、道のほう

では、事務的なこと、出欠簿とか通知表とかシステムを

統一して作り利用することで、他市町から転勤しても同

じシステムで入力ができるだろうと、システムを奨励し

ていまして、検討している最中なのですが、まだ浸透は

していないです。会議をしない日を設けようとか、他の

市町村でもいろいろと取り組みはやっているのですが、

全道一斉にはなかなか難しいものですから、室蘭のほう

では去年から、独自で多忙化を取り除く取り組みができ

ないかということで学校現場といま話し合いをさせてい

ただいているという状況です。 

 

稲川委員         随分前から言われていたことですから、昨年からとい

うのは驚きましたけれども。過重労働やそういう時間外

というのは産業医活動の中でもいろいろ言われているの

ですけれども、先達て、桜蘭中学校でしたか、職員が５

０名以上の事業所は産業医をつけなさいというような形

で医師会に頼まれて一人産業医をつけたのですけども、

次の年から５０人切るから次の年はいりませんと聞いた

ものですから、そういう話なのかなと。５０人というの

はあくまで目安ですから、労働者がどういう健康状態な

のか、特にメンタルヘルスをきちんと管理しなさいとい

うのが国の方針ですべての産業に言っていると思います

から、５０人が４９人になったから要りませんというの

はとても驚いた通知だったものですから、そういう認識

のレベルなのかなと考えたのと、高い金額がかかるのか

経費はよくわかりませんけれども、５０人前後のところ

でそういうことがあるのなら、きちんとしていただきな

がら、それをまた２０人３０人の小さいところに応用し

てもいいだろうし、先生方の自殺が報道されたりとか板

ばさみになって若い先生が苦労されているというのは報

道等で聞きますので、その方々をくみ上げていくシステ

ムというか、それをやるためには数値がないとわからな

いから、３０時間以上、６０時間以上、１００時間以上
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とか決まっているわけですから、データできちんと管理

していかないとだめなのではないかと思うのですが。そ

れが業務の負担になると言われてしまったらとても議論

にならないという話ですよね。 

 

谷藤委員         教頭は１５時間くらいが平均ですよね、朝７時から夜

１０時というと。この残業手当というのは出ないのです

よね。 

 

 

中野学校教育課長     教職員については、法律で時間外手当は出ないことに

なっております。その代わり、昔からの制度で、時間外

相当分ということで、教職調整額という、時間外に見合

った金額ではないのですが、そういった制度はあるので

すが、一般の労働者のような時間外手当はない職種です。 

 

稲川委員         新聞報道等いろいろある中で、そういう事実があると

いうことは国民に知らされているのだろうか。先生が自

殺した報道の時だってそういった時間外手当の話などは

書いていないから。 

 

前田委員         一般の会社は残業手当とか、労働基準局から指摘され

るとか、何年かに一回チェックがあるとか、そういうも

のはわかっているのですが、学校の現場というのは、残

業手当がないというのはお聞きしたことはあるのですけ

れど、子供を通わせていたときのことを考えると、先生

の仕事というのはたくさんあるだろうと思うのですけれ

ども、それが限られた時間で消化すると決められると、

また大変なストレスだろうなと、仕事というのは自分で

これだけやりたいと思うと、残業代あるなしに関わらず、

切りの良いところまでやって今日はすっきりとして帰れ

るというのが疲れを持ち越さないような状況で、これが

指摘されるから早く帰ってくださいなんて言われて残し

て帰ると、次の日またやらなければいけない仕事が足さ

れてストレスだろうなと、好きなだけやらせて欲しいと

いう人もいるのではないかという気がしたのと、部活動
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なんかでは学校が始まる前にひと練習するということで

朝早く暗いうちから行ったものですが、当然時間外です

よね先生からしたら、でも先生のほうから朝練やるぞと

いうことで子供たちは行っていたみたいだったので、そ

ういうものは先生が仕方なく教育しているのではなくて、

今度の大会で良い成績取りたいとか、そういうことを含

めて教えてくださっていたのだろうと思うので、一般の

企業と違って学校現場というのは、労働時間という捉え

方と、これもしたいあれもしたいと先生それぞれで思わ

れている仕事内容と、どこで折り合いをつけるかが大事

で、長時間の残業が続くと肉体的にも大変だということ

の兼ね合いですとか、こんなに残業をしていてはいけま

せんという指摘をするのは、道教委などからチェックが

入るのですか。 

 

中野学校教育課長     制度として、管理職の業務命令として時間外をできる

業務は制約されておりまして、部活動は時間外業務を命

令できる業務ではない、自発的な活動という位置づけに

なっておりまして、勤務を管理するものはございません。 

 

奈良委員         日本の伝統というか、教師というのは単なる労働者で

はないというイメージが法制度にも表れているというと

ころがあるのですよね。 

 

前田委員         今の時代には良くないことなのかとは思いますけれど

も、子供たちの思い出の中には、そういった時間外に先

生とお話したとか一緒に遊んだとか、そういったことの

ほうがいくつになっても覚えていたりすることを考える

と、時間で区切って、いかに手早く効率的に処理するか

というのは難しいことだろうと思います。だからって働

きなさいというわけにはいかないですけれども、逆に企

業の人のようになってしまったら寂しいような気もしま

す。 

 

奈良委員         国レベルの立法の話になっていくところもありますよ

ね。 
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稲川委員         その法律というのは何年にできたものなのですか。 

 

中野学校教育課長     給特法という法律がありまして、制定年は相当昔で、

制度ができた当初から時間外手当はありません。 

 

稲川委員         教職調整額が実際の時間外を判定するよりも多かった

時代はいいけれども、だんだん少なくなっているような

ら問題になるでしょうし、一律支給という形が正しいの

か、実態はわかりませんけれど。 

 

國枝教育長        結局、昔は先生というのは情熱があってとか。 

 

稲川委員         医者も一緒です。情熱でやっていくということが、だ

んだんだめだという話になっていて、医者も過労死の話

になってくるときに、労働者かということがまさに議論

になっているのですが、医者は応召義務ということが法

律にあって、どんな患者さんでも来たら診なければいけ

ないという法律が生きているので、それを解消するため

に急病センターを作ったりと、そういう歴史があるので

すが、今、勤務医の時間外が非常に問題になっていて、

労働基準局が大きな総合病院などに入って、すべて、院

長と副院長以外は、労働者として扱い時間外を払いなさ

い、という判決が出ているのですよね。そういう時代に

なっていますから、先生だけが特例というのは解決して

いかないといけないですよね。 

 

奈良委員         医療は、看護師を含めて、労働問題として訴訟になっ

てそこから法が変わることもあるのですが。 

 

稲川委員         どこまで本人の自主性なものということに甘えている

のか、年寄りはそう育ってきているけど、３０代前後の

先生方とかはそういう育ち方はしていないでしょうから。 

 

前田委員         課題は多いですよね。学力、体力向上とか、次々と課

題は増えていきますよね。 
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稲川委員         医者を増やさないと時間外が回らなくなるから、それ

ができないなら私たちは時間外やめますとする病院も出

てきているわけですから、国は、子供たちが減っている

のだから教員を増やさなくてよいという、大まかな話ば

かりなのか、大きな問題ですよね。 

 

國枝教育長        こうして問題化しているということは、ほとんど多く

の先生がストレスを感じている現実があるということで

すよね。法体系もそうかもしれないし、人員の問題、人

を増やせば解決するのかとか、あるいはシステムとか、

業務をルール付けするのか、やっている最中であります

が、そうして業務を減らしたことで先生方が早く帰れる

かといえば、なかなかそうでもないわけで、子供と直接

向き合う時間を増やすために、他の業務を少しでも減ら

すということですから、なかなか時間数がぐっと減ると

いうことはないかもしれませんが、先生方の本来の業務、

子供と向き合う時間をできるだけ多く、あるいは余裕を

持って子供と接することができるような体制が必要だと

は感じます。 

 

前田委員         やはり事務処理的なものは専門の人がいて、直接的に

子供と関わるもののみ先生の仕事、という整理を徐々に

していくと良いのでしょうね。 

 

國枝教育長        他の国では先生方はほぼそういう形でやっていますか

ら、日本は特異ですよね。改善していかなければならな

いのですけれど、そう言いながら道も市も現場に調べ物

をどんどん渡しているということも現実といえば現実で

すけどね。現場からは負担という声もありますよね、似

たような調査だとか。そういう面も改善していこうとや

っている最中です。 

 

谷藤委員         教頭先生のなり手が少ないというのは、そういうアン

ケート調査にしても学力にしてもいじめにしても体罰に

しても全部教頭先生が対応していて、学校によって主幹
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先生っていますけれど、でも主幹先生も担任持っていた

りしますので、教頭先生の仕事を半分にとは完全にはや

っていないですよね。やはり教頭先生の事務的な部分は

主幹先生が仕事をするとか、そして主幹先生は担任を持

たないとか、そういうシステムを変えていかないと教頭

先生の負担軽減というのは難しいのではと思います。 

 

國枝教育長        地域とか保護者の対応も教頭先生が窓口だったり、ク

レーム対応だったりあるものですから、そういう面を一

般の先生は実際に見ていますからね。教頭にと言われて

も、なかなか踏み切れなかったりするケースもあるのか

なと思います。 

 

前田委員         教頭先生が１人というのが基本でしょうけど、副大臣

みたいに、事務系の教頭先生と渉外系の教頭先生と２人

いらっしゃってもいいのではという気もしますね。 

 

谷藤委員         いいのですけれども、道教委とか、人件費の問題もあ

りますよね。 

 

奈良委員         法律の枠内でできる裁量の範囲内なのかということも。 

 

前田委員         法律と言ったって変えられないわけではないですから、

変えようと思うかどうかが問題で、根本から考えないと

いけないでしょうね。やはり先生と関わる時間がたくさ

んあるほうが良いに決まっていますよね。先生が忙しく

て子供の顔を見ている暇がないというのはまずいのでは

ないかというのが疑問で。 

 

國枝教育長        メンタル的な要求も実際ありますし、通院したりとか

休まれている方も実際いらっしゃるのが現実ですのでね、

大きい学校だからという話ではなく、小さい学校では役

割が増えたりというケースもありますし、先生方のフォ

ロー体制といいますか、業務を見直して減らすというこ

ともそうですけれど、一人で悩んだりとかいろいろなメ

ンタルの面、あるいは体調が悪いのに無理をしていない
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かとか、そういう面でも十分チェックを、あるいは相談

に乗れるような体制は作っていかないといけないとは感

じています。いろいろとご意見いただきましたが、他に

ございませんか。それでは、報告第１号は終了します。

次は、日程第４報告第２号室蘭市教育委員会５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２号室蘭市教育委員会５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２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。１１日から２５日に中学校が修

学旅行に行きます。行先は東北から関東方面となってお

ります。２７日には喜門岱小学校で運動会が開催されま

す。他の小学校の運動会は６月に開催される予定となっ

ております。次に、生涯学習課でございます。まず、民

俗資料館ですが、５日に「民俗資料館フェスティバル」

が開催されます。次の、市民美術館では、１日から２８

日に「佐々木俊二の世界展」、１日から１７日には「市

所蔵作品展」、１８日から２１日には「墨蘭会 水墨画

展」、３１日には「矢元政行展」が開催されます。次の、

青少年科学館では、５日から７日に「ゴールデンウィー

ク科学館祭」が開催されます。次の、スポーツでは、２

７日に「第６回西胆振６市町小学生スポーツ交流（陸上

競技）」、２９日に「楽しくランニング」がそれぞれ入江

運動公園陸上競技場で開催されます。次の、図書館では、

子どもの読書週間行事の各行事が行われるほか、１８日、

２５日、２７日に「ふくろう文庫ミニ特別展『宋四家墨

蹟選（故宮博物院／編纂）』が図書館本館で開催されま

す。次の、港の文学館では、来年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。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号教育機関等に対する寄附採納の件を議題と
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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３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３号別紙をご覧願いま

す。寄附採納は４件でございます。１件目は、埼玉県在

住の志田眞琴様より、高野次郎作の油彩画１１点、金額

にいたしまして９１０万円相当のご寄附をいただきまし

た。このご寄附は市民美術館に収蔵され、室蘭地域の美

術振興のため活用させていただきます。２件目は、本市

在住の駒澤靜秀様よりご本人作の書１点、金額にいたし

まして３２０万円相当のご寄附がございました。このご

寄附につきましても市民美術館に収蔵され、本市の文化

振興のため活用させていただきます。３件目は、登別市

在住の吉岡邦子様より現金５万円のご寄附がございまし

た。このご寄附は蒸気機関車移設活用事業に活用させて

いただきます。４件目は、ふくろうの会様より図書５冊、

金額にいたしまして２１６，０００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。 

 

奈良委員         私はこういう文化関係は無知なのですが、駒澤先生と

いうのは有名な先生なのですか。 

 

前田委員         年配の方ですよね。作品がどのくらいの価値かは考え

たことがなかったので、そうなんだ、と今思いましたが。 

 

國枝教育長        書の先生ですよね。 

 

大谷総務課長       書の先生で、学校の校歌とか教育目標、体育館に掲示

してあるものを書かれていて、みなと小学校のものも駒

澤先生ですよね。 
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大澤生涯学習課主幹    こちらのものは第４５回国際現代書道展で最高賞の文

部科学大臣賞に輝いた作品ということで、金額評価の中

でこういうような相当額になっています。 

 

前田委員         絵画なんかもそうですけど、賞いただくと金額変わる

そうですものね。 

 

國枝教育長        絵や書については、市民美術館のほうで展示する機会

もあるかと思いますので、またご紹介させていただきた

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６議案第１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１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、教職員の勤務時間

の割振りについて、北海道学校管理規則の一部改正に準

拠して、４時間以外の単位を割振り変更するため規程の

整備を行うものでございます。勤務時間の割振り変更に

ついてですが、例えば土日に授業や学校行事等で１日又

は４時間の勤務を行った場合、その分を定められた期間

内の勤務日や勤務時間に振替えて休みとするよう変更す

る手続きでございますが、これまでは１日の勤務時間が

７時間４５分であることから、土日の４時間の勤務を２

回行っても合せて１日として振替えることが出来ない仕

組みでしたが、土曜授業を実施する市町村も増えている

中で、今回、道教委の教職員の時間外勤務縮減の取組と

して、合せて１日として振替えることが出来るよう、４

時間のほかに３時間４５分での勤務時間の割振り変更が

出来るようになったものでございます。改正内容につき

ましては、次のページの議案第１号参考の新旧対照表の

とおりで、第９条第３項の勤務時間の割振り変更が出来

る時間として、４時間の後に記載の文言を追加しており

ます。なお、本改正につきましては交付の日から施行し、

改正後の規程は平成２９年４月１日から適用としており

ます。以上でございます、ご審議のほど、よろしくお願
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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。 

 

谷藤委員         先ほどの話になりますが、勤務時間があるようでない

中で、休日４時間出たら平日に振替えということですよ

ね。 

 

前田委員         半分ずつとりなさいというよりは、２回分を合わせて

１日というほうが処理はしやすいだろうと思いますけれ

ども。日曜日に運動会とかの行事があった場合は、子供

は休みですよね、振替え休日ということで。先生も同じ

ように休めるということなのですか。 

 

國枝教育長        それが休みやすくなったということですね。子供たち

が出ていないから、イコール先生方も休みとはなってい

ないものですから、夏休みとか冬休みも基本的には出る

形にはなっていますので。 

 

前田委員         学校が休みでも先生とか事務の方は学校にいますもの

ね。有給休暇というようなものはあるのですか学校には。 

 

國枝教育長        ありますよ。 

 

中野学校教育課長  はい。夏休みも３日とか、決まった制度があります。 

 

國枝教育長        年休の取得ってどうなのですか実際は。 

 

中野学校教育課長     今データを持っていませんが、年間たしか平均して十

数日間取っていたと思います。人によって差はあります

が。 

 

國枝教育長        子供たちが出てくる日はなかなか休むのは難しいかも

しれないですね。 
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前田委員         使えるとしたら夏休み冬休みの間に取れるかどうかで

しょうね。先ほどの問題、残業も多いことを考えたら、

せめて長期休み中に有給休暇くらいは取っていただいた

ほうがよいでしょうね。 

 

奈良委員         取らなきゃだめですよね。よく我々が言うのが、権利

は行使しなければ無くなる、義務は行使しなくても続く

というもの。権利は行使していかないと。 

 

國枝教育長        今、多忙化なりいろいろなことが話題になっているの

で、こういうような制度改正で、全部が解決するわけで

はないですけれど、細かい話になるかもしれませんが、

様々な形でこういった制度改正なり出てくると思います。

業務改善の検討も行っていますので、そういった内容も、

新しい取り組みが出ればまた報告させていただきたいと

思います。ほかにありませんか。それでは、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。次の案件についてお諮りいたします。日程第７議案

第２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４回室蘭市教育委員会定例
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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 

 


