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平成２９年第７回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 

１  日  時      平成２９年７月１９日（水） 

                    開会 午後４時００分 

                    閉会 午後５時１０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

報告第２号 室 蘭 市 教 育 委 員 会 ８ 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

報告第４号
平成２８年度実績に係る教育に関する事務の管理及び執行の状況についての点検及
び 評 価 報 告 書 （ 案 ） の 作 成 の 件

番 号 件　　　　　　名

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

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

 

 

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７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、稲川委員を指名い

たします。次は、日程第２報告第１号平成２９年第２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、報告第１号第２回室蘭市議会定例会につい

てご報告申し上げます。このたびの第２回定例会は、６

月１２日から２７日まで、会期１６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一般質問は、

５会派から１０人で、うち７人の議員から、教育に関わ

る質問がありました。質疑の議事内容のうち、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、概略について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。最初は、市民ネット・むろらん

の、小田中議員からの質問で、１ページから２ページま

では、だんパラスキー場と中島スポーツセンターのあり

方の検討とスケジュール、スキー関係団体への説明内容

や庁内で方向性を出す前に団体と意見交換する考えにつ

いて質問があり、スキー場については外部委員の意見を

いただき、関係団体へ説明し方向性を早めに示すこと、

スポーツセンターについては課題を整理し今年度を目途

に方向性を示すこと、スキー関係団体には存廃ではなく

条件や選択肢を提示し、方向性を出す前に時期を見て意

見交換する旨答弁しております。３ページでは旧絵鞆小

学校について、第１回定例会後の検討状況と方針の決定

時期、存続した場合の負担や活用方法について質問があ

り、保全・解体のパターン毎の費用を精査していること、

外部委員や関係団体に意見をいただきながら早めに方向

性を示すこと、２棟を存続する場合は数億円規模となり、

縄文文化出土品の展示などの活用方法を検討する旨を答

弁してございます。次は、公明党室蘭市議会の柏木議員

からの質問で、４ページから６ページまでは、教員の働

き方改革について、教員の多忙化解消の取り組みと効果、

ＩＣＴ化による業務改善効果、部活動の練習時間や休養
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日の国から通知に対する取り組みについて質問があり、

支援員の配置やＩＣＴ化を進めているが、いじめや不登

校の課題が複雑化・多様化など様々な要因により勤務超

過が続いていること、全教職員へのパソコン配備やグル

ープウェアの導入などにより業務改善に大きく貢献して

いること、道教委通知の「部活動指導の見直しに係る申

し合わせ」に留意しながら部活動の実施に努めている旨

答弁しております。７ページから８ページは、子どもの

アレルギー疾患について、アレルギー検査を就学検診に

おいて実施する考え、本市のアレルギーに関する教育施

策、アレルギー対応の給食を提供する場合の課題につい

て質問があり、アレルギー検査は医療機関の採血を必要

とし、就学時検診の項目とされていないため難しいもの

であること、本市では「学校給食における食物アレルギ

ーの手引」を策定し、関係機関による連携体制として「学

校アレルギー対策連絡協議会」を設置していること、ア

レルギー対応食の提供には専用の調理機器・器具を使用

し、保管・調理できる専用スペースが必要となり、現行

施設では確保が課題となっている旨答弁しております。

次は、公明党室蘭市議会の、砂田議員からの質問で、９

ページから１０ページまでは、（仮称）総合体育館建設

の見通しについて、文化センター大ホールに歩行が不自

由な方へのエレベーター設置と、喫煙コーナーを改善す

る考えについて質問があり、体育館建設は国の交付金の

動向や有利な財源の可能性を模索し、公共建築物適正化

計画を基本とし整備時期を判断すること、エレベーター

設置は建物への影響や、外部に設置の場合でも多額の費

用が伴うこと、喫煙者が多いと想定される場合は臨時的

に屋外に設置するなど分煙を図るよう工夫している旨答

弁しております。また、１１ページから１２ページまで

は、体育館の基本計画策定時に意見を伺った関係団体に

今後のスケジュールを示す考え、エレベーター設置の実

現に向けての考えについて再質問があり、公共建築物適

正化計画を基本とし精査する中、できるだけ早い時期に

整備時期を示すこと、エレベーターの設置は将来的な課

題として検討し、催し物の主催者に昇降の少ない経路案
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内の協力を求める旨答弁しております。次は、日本共産

党室蘭市議団田村議員からの質問で、１３ページから１

４ページまでは、公共施設統廃合のあり方について、学

校統廃合の理由と計画、学校統合に向けての論議の方法

と参加対象者についての質問があり、児童生徒数の減少、

校舎の老朽化の課題に対し、教育環境の充実を図るため、

平成８年に「第一期適正配置計画」を策定し、以後、第

２期計画、耐震化方策及び適正配置方針、第３期計画を

策定して統廃合を進めていること、保護者や地域の方を

対象とした意見交換会や説明会では統合の経緯や考えを

説明し、保護者や地域、学校で構成される統合推進協議

会では設計、校名の選考、スクールバスや放課後児童対

策について協議をしている旨答弁しております。また、

１５ページから１６ページまでは、生涯学習センターの

利用者予測数、設置条例における集約施設の事業の継承

についての質問があり、貸館や市民活動、図書機能や子

どもの遊び場の利用により、年間１４万６千人の利用を

見込んでいること、事業の継承については指定管理者と

連携し、遺漏なく運営していく旨答弁しております。次

は、市政協同の、南川議員からの質問で、１７ページか

ら１９ページまでは、（仮称）環境科学館ついて開設ま

でのスケジュール、施設名称の決定時期、新たな施設の

運営方法、併設する図書館との具体的な連携などの質問

があり、スケジュールは工事の全体工程や国の特定財源

確保を踏まえ、最短で平成３２年度の開館を予定してい

ること、名称は建物竣工の１年以上前には決定し、図書

館との合築施設となることを踏まえ運営体制を検討する

こと、図書部門で環境、自然に関する図書を充実するこ

とや図書館・科学館で連動した企画展示の実施などの連

携に努める旨答弁しております。また、２０ページから

２１ページまでは、現科学館の指定管理者のノウハウを

活かす方策、展示の選定について幼稚園や小学校の教師

にアドバイスをもらう考えについて再質問があり、体験

型の企画展示が高く評価されている指定管理者から、新

たな科学館の運営にも継承できるよう助言をもらってい

ること、指定管理者から運営者側から見た興味を引く展
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示や安全性についてヒアリングを進めていることや関係

課との連携を図る旨答弁しております。次は、市政協同

の、鈴木議員からの質問で、２２ページから２３ページ

までは、観光を考えた蒸気機関車の活用について、観光

面からの考え方や移設後のあり方など検討する協議体設

置の質問があり、旧室蘭駅舎と調和のとれた上屋のデザ

インやライトアップ照明など観光の視点を含め整備する

こと、協議体の設置については機友会や観光協会、経済

部と連携し検討する旨答弁しております。２４ページか

ら２８ページまでは、第３期学校適正配置計画について

は、スクールバスの利用と体力の関係、東明地区統合校

の建設工事によりグラウンドが使用できないことへの対

応、新学習指導要領については、小学校の外国語活動の

拡大による授業時間の取扱い、プログラミング教育への

本市の取り組み、部活動への持続可能な運営体制などに

ついて質問があり、スクールバスの利用と体力の間には

確かな相関性は見られないこと、通常授業では体育館を

使用し、屋外授業が必要な場合は工事期間中でもスペー

スを確保すること、外国語活動について移行措置案が示

されているが、全面実施以降の取扱は明確になっていな

いため、情報の把握に努めること、プログラミング教育

は先行事例が少ないため、教員の理解を深めるため外部

講師による講習等を行うこと、部活動を教員に任せるの

ではなく、地域住民などによる外部講師などを活用でき

る体制づくりが必要である旨答弁しております。２９ペ

ージから３０ページまでは、蒸気機関車を他との違いを

見出す活用方法、移設時の状況を見てもらうイベントの

企画の考えについて再質問があり、国の有形文化財に登

録されている駅舎、道内最古の木造駅舎と一体となった

観光ポイントとして活用すること、イベントは夜間の移

設にならざるを得ず、事故防止の観点から検討する旨答

弁しております。３１ページから３２ページまでは、工

事でグラウンドが使用できない間の体育授業への対応、

大沢・天沢小学校の編入統合時期を延長する考え、外国

語活動においてふるさと室蘭に関する教育を取り組む考

えなどについて再質問があり、工事期間中は安全なスペ
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ースの確保に努め、他校のグラウンド使用ということも

含め学校と協議すること、編入統合は計画を基本として、

児童の教育環境の充実のため、保護者や地域の意見を伺

いながら検討すること、室蘭中学生イングリッシュディ

で、市内の観光施設や産業施設を取材し、生徒自らが英

語で紹介するＤＶＤを活用する旨答弁しております。３

３ページは、少年団の活動場所にかかる修繕の考え、大

沢・天沢小学校の編入統合スケジュールについて再々質

問があり、少年団へは事前の丁寧な説明や課題などの現

状の認識をするとともに、スポーツ施設全体の状況を勘

案し対応を検討すること、統合時期については、年度内

に示す旨答弁しております。最後は、日本共産党室蘭市

議団、常磐井議員からの質問で、３４ページから３８ペ

ージまでは、ＰＦＩ法を活用した生涯学習センターにつ

いて、生涯学習センター整備運営事業の法的な位置づけ、

２０億円を超える事業を分離発注する可能性、整備した

施設の財産としての位置づけ、今後の大型公共事業の発

注の考え方などについて質問があり、本事業はＰＦＩ法

の適用外事業としているが、規定を準用して実施し、法

に定める諸原則には適合していること、ＤＢＯ方式によ

り設計から管理運営までを同一グループに委ね、ライフ

サイクルコストの縮減を図ることから一括発注が望まし

いこと、施設の竣工確認検査の合格後、対価の支払いを

行い、所有権を市に引き渡すもので行政財産と想定して

いること、民間のノウハウを活用することが、サービス

提供の質の向上、長期的な管理運営コストの縮減に寄与

するケースの場合は、効果を検証しながら活用を検討す

る旨答弁してございます。第２回市議会定例会の議事内

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。今回はスポーツ施設、文化施設の関係と、あとは教

職員の多忙化の関係、学習指導要領の改訂、統廃合の関

係、それらが主な質問でした。 

 

稲川委員         新聞記事にも載っていた例の先生の多忙化ということ
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で、子どもが減っていくので非正規の人を随分雇ってや

っていくという、要するに正規の人を雇うと将来先生の

首を切れないということなのだろうけど、だいたい全国

的には今、非正規の方が４万人くらいですか、だいたい

教員の、小中学校だったと思いますけど、１０パーセン

トくらいを占めているところもあるということなのです

が、そして給料がすごく安いということが、正規の方の

６割、そして３月３１日で１回職を解いて、それからま

た１年というような、我々の大学時代に非常勤医師を雇

うときは必ず３月３１日で１回職を解かれるという、出

社してはいけないということがあった時代があったので

すが、それと同じようなことがなされていて、室蘭の場

合の非正規の割合、部活の担当でも、いろいろあると思

うのですが、だいたい何割くらいの方がいらっしゃって、

やはりそういうような１年契約でずっと継続ということ

になっているのか、先生方を補助する先生がどういう実

態なのか教えていただければと思います。 

 

中野学校教育課長     非正規の、教員を補助する職員数については、いま割

合は持っていませんが、いわゆる支援員ですとか又は学

校の事務員用務員ということで市の嘱託職員として、合

わせると１００名前後になろうかと思いますが、市独自

に単年度契約で雇用しているという実態でして、教員自

体が４百数十名ですので、割合にしますと２割程度にな

るのかなと、そういった実態になっておりまして、非正

規の雇用面についてはご指摘のとおり、低賃金というこ

とで、一般的には１５万とか２０万いかないくらいの月

額の報酬で雇用しているというところがあります。こう

いったところに関して先日法改正がありまして、非常勤

職員の報酬のあり方については平成３２年度を目処に待

遇改善、期末手当を払えるようにするとか、これからそ

ういった待遇のほうは見直しが進んでいくという状況で

す。 

 

稲川委員         部活動の指導の方というのは、それも非正規の先生と

いう形なのか、例えば産休で先生が休んでいるから、教
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員免許は持っているけれどもそういう、非正規という定

義というのですか、部活と絡めて議論がなされるものだ

から、普通の一般的な授業をやる先生と、課外活動を補

助する人というのは、教員の免許を持たなくてよいとい

うようなことにはなっているようですけれど、そのへん

を分けて議論していかないと、よくわからないことにな

るような気がして、新聞を読んでいてもよくわからない

という話で、部活の顧問とかということ以外に、現場で

子どもたちを教えたり何かするところの非正規の方が１

００名近くいらっしゃるのですか。 

 

國枝教育長        部活の顧問は基本的には一般の先生が担当する形にな

っていますよね。 

 

大須賀教育指導参事    はい。大部分は学校の正規の教員が部活動の顧問とし

て、ごくわずか、３つの部活では外部の方がお手伝いさ

れているとお聞きしておりますが、その他は全部正規職

員でやっております。 

 

稲川委員         先生の過重労働の対策として、顧問をいろいろな形で

選んでもいいよという議論が散りばめられているから、

非正規の方々と部活という形が、先生が本当に全部、不

得意な部活までしなければいけないのか、そういうこと

もあるのでしょうから、どういうふうな議論になってい

るのかなと。 

 

國枝教育長        国のほうでも、部活動の外部指導員については一定程

度方向性を示してきていますけれど、ただ室蘭みたいな

地方の都市が果たして、この部活やってくれる人、とい

うことで全部に人材を確保することはなかなか難しいの

かなと、現実では、剣道とかテニスでは一部、地域の指

導員みたいな方が中学校に出向いてきていただいて、そ

れはボランティアでいいよということでやっていただい

ておりますけれど、もし仮に外部の方となると、一定の

時間給なり手当てなり、もしくは試合で遠征した場合の

旅費なり保険とか、ルールを作ってやらなければいけな
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いと思っております。ただ室蘭市の場合はそこまでまだ

外部の方を積極的に求めて取り組んでいるということで

はなく、むしろ１つの部活に対してできるだけ複数の顧

問の先生を置くことで、どちらかがいなくても、あるい

はどちらかが授業の準備をしていても、部活動はきちん

とできる形で、できるだけ複数の顧問を置く形でいま取

り組みをさせていただいています。 

 

稲川委員         関連で言いますと、小学校のサッカー少年団とか地域

の少年団は教育委員会とは関係なく、独自の組織なので

すか、部活でもなく。 

 

國枝教育長        そうですね。スポーツ振興とは何か関係あるのでした

か。 

 

伊藤生涯学習課主幹    体育協会のほうでは少年団の総括をしています。 

 

稲川委員         それは市の組織なのですか。 

 

國枝教育長        全く別の民間の組織です。 

 

伊藤生涯学習課主幹    部活等一切関係なしに、それぞれ地域に入って、地域

の方が教えてくれるというもの。 

 

國枝教育長        先生方の多忙化というのは何か1つを直せば解決する

話ではなく、複雑にいろいろなことが絡んでいるので。 

 

稲川委員         強いところと、強くなりたいところと、普通の部活で

いいところと、中学はいろいろと競争が激しいのだろう

から、小学校でも近くのバレー女子団が強いところもあ

るみたいだものね、そこはそこでまた。 

 

國枝教育長        文化系のほうでも、吹奏楽部とか合唱部とかで良い成

績を取ると地域なり周りも期待する傾向があるみたいで。

ほかにありませんか。それでは、報告第１号は終了しま

す。次は、日程第３報告第２号室蘭市教育委員会８月行
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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８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、総

務課でございます。２２日に、平成２９年度北海道都市

教育委員会連絡協議会定期総会が稚内市で開催されま

す。國枝教育長、前田委員、奈良委員に出席いただく予

定です。次に、学校教育課でございます。１６日から２

１日にかけて、各小中学校で２学期始業式が執り行われ

ます。次に、生涯学習課でございます。まず、社会教育

では、２４日に平成２９年第４回社会教育委員の会が市

役所本庁舎２階大会議室で開催されます。次の、男女平

等参画推進では、５日に「男女共生セミナー前期第１講

『子どもの貧困～『知ること』から希望の持てる『社会』

へ～」（講師：法政大学現代福祉学部教授 湯浅誠さん）

がミンクールで開催されます。次の、民俗資料館では、

５日から３１日に「平成２９年度企画展『マッチ・コレ

クション』」が開催されます。次の、市民美術館では、

１日から３１日に「新収蔵作品展２０１７」、２３日か

ら２７日に「全道展 室蘭地区作家展」が開催されます。

次の、青少年科学館では、１日に「室蘭市民憲章制定日 

入館料無料開放」、１１日から１３日に「夏休み科学館

祭」が開催されます。次の、スポーツでは、３日から４

日に「室蘭市スポーツ少年団リーダー養成宿泊研修会」

が室蘭岳山麓公園で、５日には「第１５回北海道スポー

ツ少年団バレーボール交流大会胆振予選大会」が室蘭市

体育館で開催されます。次のページをご覧願います。次

の、図書館では、４日に「なつやすみ木工教室」が、２

４日と２６日には「ふくろう文庫ミニ特別展『復元浮世

絵大観』（座右宝刊行会／編集）」がいずれも図書館本館

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。 
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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。それでは、報告第２号は終了します。次は、日程第

４報告第３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。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２件でございます。１件目は、札幌市の

山田塗装株式会社札幌支店様より、室蘭市民俗資料館と

んてん館の駐車場枠線敷設、金額にいたしまして８万円

相当のご寄附をいただきました。このご寄附は、同社が

陣屋町に工事事務所を置いていることから地域の文化振

興に寄与するためのご寄附とのことでございます。２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１２９，６００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。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。それでは、報告第３号は終了します。次は、日程第

５報告第４号平成２８年度実績に係る教育に関する事務

の管理及び執行の状況についての点検及び評価報告書

（案）の作成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４号平成２８年度実績に係る教育に関する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（案）の作

成の件についてご説明いたします。本件につきましては、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基

づき、教育に関する事務の管理及び執行の状況について

点検及び評価を実施し、また、７月４日に学識経験者打

合せ会議を開催し、５名の学識経験者の皆様からご意見

を頂き、これらを合わせて報告書（案）として作成した

ものであります。最初に、１ページをご覧ください。こ

こでは、大項目「点検・評価制度の概要」を記載してお
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りまして、内容といたしまして、「１目的」、「２対象事

業の考え方」及び「３学識経験者の知見の活用」につい

て記載しており、下段には、参考といたしまして、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条を記載い

たしました。本規定が平成２０年４月から施行されたこ

とを受けまして、教育委員会が毎年その権限に属する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うことが、

法的に義務づけられましたことから、今年度も、１０回

目の点検・評価の報告書になりますが、平成２８年度の

点検・評価に当たりましても、過去９回に準じまして、

平成２８年度教育行政方針に掲げられた重点項目に盛り

込まれた施策・事業の１８項目について、点検及び評価

を実施したところであります。次に、２ページをご覧く

ださい。「Ⅱ点検・評価の結果」には、平成２８年度の

教育行政方針の４本の柱であります、「第１生きる力を

育成する教育の推進」、「第２信頼される学校づくりの推

進」、「第３子どもたちが安全・安心に学べる教育環境の

整備」、「第４人とまちが生きる生涯学習の推進」の中か

ら、主な事務・事業１８項目を取り上げ、点検・評価の

対象としたものであります。具体的な内容につきまして

は、３ページから３３ページまで記述しておりますが、

「平成２８年度の取組状況」、「成果と課題」、それを受

け「今後の展開の考え方」について、できるだけ具体的

にかつ、簡潔明瞭に心がけるとともに、難解な言葉には

注釈をつけたりしながら、分かり易さを心がけたところ

であります。それでは、それぞれの項目における主な点

についてご説明いたします。３ページをご覧願います。

第１の柱、子どもたちの「生きる力」を育成する教育の

推進の、「１「確かな学力」の育成について」では、学

力向上基本計画に基づく取組や各学校の学力状況の把

握と学力向上プランの作成、小中連携教育の推進や学力

向上推進委員会の開催等の取組状況、成果・課題につい

て記載しており、４ページから５ページの今後の展開の

考え方ですが、学力向上基本計画の成果と課題を検証し、

各取組について改善を図っていくことや、各学校の学力

向上改善プランの見直しを含め、より効果的な学習活動
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が実践できるよう今後も指導助言に努めること、社会で

自立して生きていく上で必要な学力や生活習慣等を身に

付けさせることができるよう学校・家庭・地域・教育行

政が一体となった取組を推進していくこと、小中連携教

育を一層促進していくことのほか、第３期学力向上計画

の策定に向けた内容、課題の検討を行うこととしており

ます。次に、６ページの、「２「豊かな心」の育成につ

いて」では、１つ目の「道徳教育」、２つ目の「室蘭市

いじめ防止基本方針」及び学校毎の「いじめ防止基本方

針」の取組、３つ目の「不登校問題」、４つ目の「生徒

指導と教育相談体制」、５つ目の「室蘭市携帯・スマホ

三か条」やネットトラブル防止等の取組状況、成果や課

題について整理しております。次の７ページと８ページ

に記載しております今後の展開の考え方としましては、

道徳の教科化に係る研修会を引き続き実施し、「読み取

る道徳」から「考え、議論する道徳」への転換を図り、

児童生徒の心に響く道徳教育の充実を図ること、いじめ

問題につきましては、「室蘭市いじめ防止基本方針」等

の取組を継続し、学校における組織的な対応や学校・保

護者・関係機関等の情報共有や連携強化を図り、未然防

止・早期発見・早期解決の取組を推進すること、不登校

問題につきましては、初期段階における支援の重要性を

認識し、学校と保護者はもとより、小・中学校間や適応

指導教室などとの連携を深めながら、初期段階からの積

極的な支援に努めていくこと、生徒指導については、確

かな児童生徒理解、望ましい人間関係や規範意識等の醸

成、自己指導能力の育成のほか、学校における生徒指導

体制や教育相談体制の充実、学校、保護者、地域などと

の連携を図った指導の充実、インターネットなどの利用

については、今後も引き続き、児童生徒及び保護者への

啓発に努めていくこととしております。続きまして、９

ページの「３「健やかな体」の育成について」ですが、

ここでは、各学校における新体力テストの実施拡充や一

校一実践の取組、また、「早寝・早起き・朝ごはん」運

動の推進や、学校だより、リーフレットの配布等を通じ

た保護者への生活・運動習慣の改善についての意識啓発、
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栄養教諭による食育の充実のほか、昨年度から市長部局

と連携し中学生を対象としたピロリ菌検査を実施したな

どの取組状況、成果や課題について整理しております。

今後の展開の考え方については、一昨年に策定した「室

蘭市児童生徒の体力向上プラン」に基づく、９年間を見

通した体力向上の取組の推進や、食育に関しては、栄養

教諭の食育指導の充実を図るとともに、食育の方針を明

確にし、食に関する知識などを身に付けさせ、望ましい

食習慣の形成を図っていくこと、生徒や保護者が、がん

に関する適切な情報を得てピロリ菌検査の一層の普及に

繋がるよう努めることとしております。続きまして、１

１ページ、「４特別支援教育と就学支援の充実について」

では、特別支援教育支援員による支援体制の強化や支援

ファイル「すてっぷ」の活用、就学援助の認定基準の引

き上げや早期支給・支給額の引き上げについて取組状況、

成果や課題について整理し、今後の展開の考え方につい

ては、就学支援やインクルーシブ教育を進めるとともに、

就学援助の修学旅行費の早期支給化を図るなど、更なる

充実に努めることとしております。続きまして、１３ペ

ージの「５特色ある教育活動について」では、小学校５

年生を対象とした「国際理解教育出前授業」や中学生を

対象とした「むろらん中学生イングリッシュデイ」、Ａ

ＬＴを活用した小学校の外国語活動や教員研修の実施に

より外国語教育の充実を図り、また、室蘭工業大学との

連携等によるものづくり体験活動や中学校の職場体験学

習を通じた職業観・勤労観を育む進路指導の充実、郷土

室蘭の自然や環境に対する理解を深める港ふるさと体験

学習や「交通エコロジー教室」等の環境教育、私学振興

として特色ある教育活動への補助等の取組状況、成果や

課題について整理し、今後の展開の考え方については、

国際理解教育の輪を広げるため、小学校出前講座を今後

も継続していくことやＡＬＴ派遣につきましても、指導

方法の工夫・改善を図っていくこと、ものづくり体験活

動などについては、市長部局や関係団体・企業と連携し

て充実を図ること、港ふるさと体験学習につきましては、

関係機関や団体と連携を図りながら充実に努めること、
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環境教育については、地域素材の積極的な活用などを図

りながら取組の充実を図り、私学振興については、教育

振興補助金を継続し、私学振興の充実を図ることとして

おります。続きまして、第２の柱、「信頼される学校づ

くりの推進」であります。１６ページの「６開かれた学

校づくりの推進について」では、学校便りの地域回覧や

ホームページ、学校評議員会を通じて、保護者や地域住

民への説明責任の充実に努めたほか、室蘭西中学校区に

おけるコミュニティ・スクール導入促進事業などの取組

状況、成果や課題について整理しており、今後の展開の

考え方では、学校統合が続いて行くが今後もこれまでに

確立した地域との繋がりを継続し、保護者・地域住民の

参画型の学校づくりの推進や教職員の授業力の向上、服

務規律の徹底により信頼される学校づくりの推進に努め

ていくこと、学校教育と社会教育の連携によりコミュニ

ティ・スクール制度を支援できる体制づくりを確立でき

るよう努めていくこととしております。次の１７ページ

「７教職員の資質・能力の向上について」では、初任段

階教員研修、５年・１０経験者研修、地域連携研修や学

校訪問等の胆振教育局と連携した取組や、教育研究所公

開授業や教科指導、発達障害、情報モラル、新学習指導

要領への対応を踏まえた道徳や外国語教育などの研修を

通じて資質・能力の向上に努めたこと、胆振教育局や本

市の指導主事による指導・助言などの取組状況、成果、

課題について整理しており、今後の展開の考え方として

は、平成３２年度に全面実施が予定されている新学習指

導要領への対応や本市の課題を踏まえた研究体制を継続

するとともに、指導主事による指導・助言により教員の

授業改善や授業力の向上に努めること、また、業務改善

や心のケアなど教職員が力を発揮できるような環境づく

りに取り組むこととしております。次の１９ページ「８

教職員の服務規律について」では、不祥事事故の未然防

止に向けて、毎月の校長会議や教頭会議で服務規律の確

保や法令等の厳守について指導を徹底しているほか、各

小中学校でもコンプライアンス意識の醸成を目的とした

職場研修の実施などを継続的に行っているが、本年３月
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には市内中学校でＰＴＡ諸会計の金銭事故が発生したこ

とから、引き続き不祥事事故の未然防止と含む規律保持

に努めるとともに、金銭事故のようなことが二度と起き

ないように再発防止と信頼回復に努めることとしており

ます。次に第３の柱、「子どもたちが安全・安心に学べ

る教育環境の整備」であります。２０ページの「９交通

安全教育・不審者対策について」では、通学路の安全対

策として、小学校から報告のあった危険個所について警

察や道路管理者等と合同点検を行い、ガードパイプや注

意看板を設置するなどの対策を実施したほか、不審者被

害対策については、児童生徒の危機回避能力や緊急時の

対応能力の育成に向け、防犯教室や防犯訓練を実施する

とともに、被害の抑止効果を狙いとした学校、町会、地

域バトロール隊による市内一斉巡回活動の実施や、不審

者被害情報メール、防犯メールの活用等を行っておりま

すが、今後も、「通学路交通安全プログラム」に基づき

関係機関と連携して児童生徒の安全確保に努めるととも

に、不審者対策として、安全確保体制の構築とともに児

童生徒の危機回避能力、危険予測能力の育成を図ってい

く必要があるとしております。次の２１ページ「１０防

災教育について」では、「地域防災計画」や「防災教育

に係る暫定指針」に基づき、学校危機管理マニュアルの

見直し・点検を行うとともに、地震、火災、津波等を想

定した避難訓練を実施するなど、児童生徒が安全に避難

できる態度や能力の育成を図り、今後も校長のリーダー

シップのもと、教職員の危機管理意識を一層高めるとと

もに、各校における実践的な防災計画、防災教育計画の

確立を図っていくことが必要としております。２２ペー

ジの「１１学校における食物アレルギーの対応」では、

学校給食における適切なアレルギー対応のため、学校給

食センターや消防等の関係機関による「アレルギー対応

連絡協議会」を設置し意見交換を行ったところであり、

今後も連絡協議会を定期的に開催し、学校、家庭、関係

機関との連携を一層深めながら、食物アレルギーを有す

る児童生徒の安全を確保することとしております。２３

ページの「１２学校給食について」では、安全で安心な
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学校給食の提供については、衛生管理に努めるとともに

栄養教諭の指導のもと、委託業者と連携して安全で安心

な給食の提供に努めること、給食費の滞納対策について

は、収納対策の強化や納付啓発、児童手当からの充当な

どの取組により全体として収納率の向上が図られた成果

などについて記載しております。次に、２４ページの「１

３学習環境の整備について」では、平成３０年４月開校

予定の白蘭小学校の建設工事が着工、平成３２年４月開

校予定の東明地区の統合小学校の基本設計が完了、知利

別小学校の旭ヶ丘小学校への統合に係る統合推進協議

会を設置しており、今後も、第３期学校適正配置計画に

基づき、保護者、地域の理解を得ながら、子ども達の教

育環境の向上を図っていくこととしております。最後の

第４の柱、「人とまちが生きる生涯学習の推進」であり

ます。２５ページ「１４男女平等参画社会の形成につい

て」では、平成２６年度よりスタートした「第２次室蘭

市男女平等参画基本計画」に基づき、男女平等参画社会

の実現に向けた情報提供、講演会等の取組のほか、女性

リーダーの育成について記載しており、今後も情報誌の

紙面内容を創意工夫した情報発信や、関心が高く話題性

があり、参加しやすい講演会の開催、各種審議会や町会、

自治会、ＰＴＡ会長等での女性登用率の増加に向けた取

り組みなどを行うこととしております。２７ページの「１

５読書活動推進について」ですが、親子読書ふれあい事

業ブックスタートや読み聞かせボランティアの育成のほ

か、ふくろう文庫等の寄贈図書の蔵書公開や読書普及、

港の文学館においては俳句や古典などに親しむ企画展や

朗読会を開催し、文学館の魅力の向上を図ったことを記

載しており、今後も子ども達があらゆる機会と場所で自

主的に読書活動ができる読書環境の充実を図ることや、

港の文学館においては、催しの開催などを通じ地元文学

の周知と理解を図り、施設の利用促進を図ることとして

おります。２９ページの「１６文化振興及び文化財の保

護・活用について」では、文化センターの耐震改修事業

を着実に推進し、文化芸術活動環境を整えるとともに、

蒸気機関車の移設や旧駅舎の展示更新を行い、地域のあ
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ゆみについて広く市民の関心を高めることとしておりま

す。次の３０ページの「１７スポーツ振興について」で

は、学校統合に伴う体育館開放校の減少に対応するため、

中学校の計画的な開放や閉校体育館の活用による市民

のスポーツに親しむ場の確保や、大会や合宿の誘致、老

朽施設の改修整備等について記載しております。次の３

２ページの「１８生涯学習環境の整備について」では、

生涯学習センターや（仮称）環境科学館・図書館、（仮

称）市立総合体育館の整備について成果、課題を整理し

ております。次に、３４ページをご覧いただきたいと存

じます。「Ⅲ学識経験者の意見」でございますが、５名

の学識経験者から、今、ご説明いたしました１８事業に

ついての取組状況、成果、課題等についてご意見やご助

言をいただいたところであり、その内容は３４ページか

ら４０ページの間に「点検及び評価に関する意見」とし

て記載しております。今回いただいた御意見、ご助言な

どにつきましては、今後の施策、事業等の展開に反映さ

せていただく考えでございます。なお、今後のスケジュ

ールでございますが、次回の教育委員会定例会で議決を

いただく予定としておりまして、その後、９月１１日に

開会いたします第３回室蘭市議会定例会の所管委員会

へ報告を行ったあと、本市のホームページ等で公表する

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。 

 

奈良委員         ホームページ等での公表とありますが、それ以外にも

何か目に付くものがあるのですか。 

 

大谷総務課長       教育委員会のほうでも報告書をお見せできるようして

置いたりします。 

 

奈良委員         素案はこのままで。 

 

大谷総務課長       これは今案ということでお出ししましたので、次回の
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議決をいただいたあとの形で、議会に報告いたしまして、

そのあと公表という形で考えてございます。 

 

國枝教育長        けっこうなボリュームなものですから、次回のときに

また意見を述べても構わないのですよね。 

 

大谷総務課長       昨日お配りして今日ご説明させていただいたばかりな

ので、ご意見をいただくと言ってもなかなか今日だけで

は時間がないと思いますので、次回までに何かお気付き

の点がありましたら事前にいただけると、その段階でま

た直して次回の議決のときにはそれを反映した形ででき

ますし、またその場でご意見ありましたらいただいても、

というふうに考えてございます。 

 

稲川委員         ９ページで、ピロリ菌のことで医師会と関係するもの

ですから、せっかくやっていただいているので、市長部

局と連携してということですから教育委員会も関係して

やっているということなのですよね。そして今回受診者

が８０パーセントだったのですが、希望者なのでそれく

らいで、登別市のデータも出ていまして、登別市の受診

率が９５パーセントなのですよね、今年度ももう終了し

たのですけれど、せっかく市長も同意してくださって、

今年は室蘭市が７１．８パーセント、登別市が９５．７

パーセントということで、３割近くの方が受診していな

いようですから、ピロリ菌に対してどういうふうな理解

が、親御さんはあるのか、どうも積極的にしないという

ことではなくて、丸を付け忘れたような感じもあるのと、

室蘭市と登別市の同意の取り方が少し違うようなので、

そのあたりを検討なさっているかどうかお聞きしたいと

思います。 

 

中野学校教育課長     実施の方法については担当部署といろいろやり取りし

ておりまして、いまご指摘いただいたような課題も一因

にあると想像しておりますが、今後につきましては、ま

ず、今回２年目ということで、登別市のやり方が、同意

書のやり方以外に何か特徴的なものがないかですとか、



 20 

早急に登別市と情報交換をしたいと思っております。中

学２年生が対象ということで、生徒自身もしっかり手紙

を保護者に見せているかとか、１回でピロリ菌というこ

との理解がされているかとか、そういった考えもありま

すので、これまでやってきたやり方を分析しながらより

一層丁寧にやっていきたいと考えておりまして、その後、

もし何かやり方に課題があるようなら担当部署と相談し

ながら必要な対策を取りたいと思っております。 

 

稲川委員         １年に１回しかやらない事業だからね、そうやって去

年も、去年は室蘭市が７０数パーセントで、再度提出す

る時間的猶予を与える形をやって８０．５パーセントま

で上がったのですけれど、登別市は９６．２パーセント

と、そういう受診率があるのですけれど、それで陽性だ

った子達はほぼ９割くらい除菌に成功して、全例うまく

いってはいるのですけれど、少し検討するのが遅いので

はないか。 

 

國枝教育長        受診率に差が大きいものですから、原因や何かについ

ては、保健福祉部との協議になりますけれど、十分対応

して、受診率を少しでも上げる取り組みについてはやら

せていただきたいと思っております。 

 

稲川委員         そんなに、ピロリ菌を除菌するということで、社会的

にアゲインストの風が吹いているわけではなくて、ずっ

とがんに対してこういう形で、先達て函館でそういう宣

言が行われたりとか、全道にもどんどん広まっている事

業なものですから、せっかく室蘭登別で、それに対する

医療費の助成その他もせっかく市がやっている大事な事

業なので、教育現場での理解が進んでいないということ

よりは、うまくやってもらうことの、室蘭市と登別市の

親御さんとか中学生の方々の理解力がこんなに３割も違

うとはちょっと思えないですけれども、どうですか、実

際に行政をしていてこういう事実を見て。 

 

中野学校教育課長     ピロリ菌もそうなのですが、他にも歯のフッ化物洗口
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とか、いろいろやっておりまして、それも登別市との差

がありまして、これについてはやり方は同じように、同

意書をもらうというやり方でやっているにせよこういっ

た差があるということで、室蘭市のほうに何かやり方に

課題があるのかと感じておりますが、申し込み方法が課

題なのか、それとも周知が足りていないのか、これから

十分に考えたうえで改善していきたいと考えております。 

 

稲川委員         受診率の更なる向上が必要であるとお書きになってい

るのだから、それをどういうふうにするかということを

きちんとやってください。もちろん医師会も協力するし、

パンフレットをわかりやすくしたほうがよいとか、いろ

いろあると思いますけれども、必要であれば言ってくだ

さい。 

 

國枝教育長        先ほど大谷課長からも話がありましたけれど、中身見

て何かありましたら電話でも構いませんのでご一報入れ

ていただいて、次回にまたご意見ありましたらお話しし

ていただいて、という形をとらせていただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

 

稲川委員         資料が１日前なのですが、２日前くらいにはできます

か。作るのがなかなか大変なのでしょうけれど、なかな

か目を通そうと思うと、２日あると少し楽に。 

 

國枝教育長        わかりました。そのへんは十分対応していきたいと思

います。それでは、報告第４号は終了いたします。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２９年第７回室蘭市教育委員会定例会を閉

会いたします。 
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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    稲 川   昭 

 

会 議 録 調 製 員      大 谷 裕 司 


