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平成２９年第１２回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 

１  日  時      平成２９年１２月２０日（水） 

                    開会 午後４時００分 

                    閉会 午後５時０３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

第８ 議案第２号 高 砂 ・ 水 元 小 学 校 統 合 新 設 校 の 校 名 の 決 定 の 件

番 号 件　　　　　　名

会 議 録 承 認 に つ い て

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

報告第４号 室 蘭 市 社 会 教 育 委 員 の 会 諮 問 に 対 す る 答 申 の 件

地方自治法第１８０条の２の規定に基づく委任事務に関する協議の件

報告第３号 教 育 機 関 等 に 対 す る 寄 附 採 納 の 件

報告第２号 室 蘭 市 教 育 委 員 会 １ 月 行 事 予 定 の 件

報告第１号 平 成 ２ ９ 年 第 ４ 回 室 蘭 市 議 会 定 例 会 議 事 内 容 に 関 す る 件

議案第１号

 

 

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１２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、前田委員を指名

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１０回定例会及び第１１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号平成２９年第４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号平成２９年第４回室蘭市議会定

例会議事内容に関する件について、ご報告申し上げます。

このたびの、第４回定例会は、１２月１日から１２月１

８日まで、会期１８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、日本共産党室蘭市議会の、田村議員か

らの質問で、１ページでは、公共施設等総合管理計画に

ついて、学校統合による財政のメリットの質問があり、

学校統合は、子ども達がより良い環境で学習できる状況

をつくり出すことを第一に行っており、統合による学校

数の減少は施設整備に関わる財政負担の軽減につながっ

た旨答弁しております。次は、公明党室蘭市議団の柏木

議員からの質問で、２ページでは、公認心理師法の施行

に関して、学校現場に配置しているスクールカウンセラ

ーの処遇について質問があり、道教委が派遣しているス

クールカウンセラーは、取扱要領により資格や報酬が定
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められ、法施行に伴う要領の改正通知により確認する旨

答弁しております。３ページから４ページまでは、いじ

め問題について、アンケートの保管状況と保管期間、保

管期間を延ばす考え、保護者へのいじめアンケート実施、

道徳の教科化に対するいじめ防止対策の考え方、いじめ

匿名通報アプリ「ストップイット」の導入の考えなどに

ついて質問があり、アンケートは職員室内の書棚に保管

し、保管期間は道教委と同様に取り扱っていること、い

じめの認知があるとするアンケートについては、学校と

連携し児童生徒の卒業までの間を保管期間とするなど延

長を検討すること、年２回以上の学校評価アンケートで、

いじめの項目も調査しているが、保護者へアンケートを

行うことも有用と考えられ、アンケート結果を分析する

中で検討すること、道徳教育の教科化により、いじめ防

止対策は今までと同様に総合的かつ効果的に推進するこ

と、いじめ匿名通報アプリは、ＳＮＳを活用した相談は

いじめの早期発見につながるため、実証実験の効果・課

題を情報収集するなど注視する旨答弁しております。５

ページは、市民との対話について、だんパラスキー場問

題に対して、対話をどう進めるかの質問があり、市民向

け説明会の開催や関係団体との協議内容の公開など、幅

広い意見の集約を図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、６ページでは、

白鳥大橋２０周年記念事業において、エッセーなどを全

国から募集し、本市出身の芥川賞作家が選考委員となり、

市民の心に残る作品を残す考えについて質問があり、規

模や選考方法、経費の課題を整理し、関係団体と協議・

連携をして検討する旨答弁しております。次は、市民ネ

ット・むろらんの小田中議員からの質問で、７ページで

は、行政改革プラン２０１６に関して、学校用務員業務

の委託化の検討内容について質問があり、運用方法の課

題整理に時間を要することから、具体的な方向性は決ま

っていないが、人材確保が難しく、持続的な学校管理の

手法には有効と考え、平成３１年度以降の導入に向けて

取り組む旨答弁しております。次は、新緑会の早坂議員

からの質問で、８ページから９ページまでは、第２期学
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力向上基本計画と学校における働き方改革について、学

力調査結果と全国平均との比較、計画の点検評価による

成果と課題、学校現場の業務改善と学校閉鎖日の内容に

ついて質問があり、計画策定以前と比べ本市の児童生徒

の学力は改善傾向にあり、児童生徒の学力状況、意識・

行動等の実態把握などの成果とともに、保護者・地域と

の学習支援面での連携などが課題であること、昨年度設

置した学校業務改善推進会議では業務改善方針の策定

を検討しているほか、道教委と連携した取り組みを推進

すること、学校閉鎖日は冬休みの１月４日と５日とし、

教職員の休暇取得を奨励し、心身のリフレッシュを図る

ことを目的としている旨答弁しております。また、１０

ページでは、働き方改革は教員数の不足や法制度の見直

しが必要と考えるが市教委の見解、札幌市のように週２

回以上の部活動休養日を実施する考えについて再質問が

あり、教員定数の改善や学校の現状を考慮した制度見直

しについて、国・道への要望を継続して行うこと、部活

動の指導については市独自ではなく、全道的に統一した

基準を望む意見もあり、他都市との意見交換を行いなが

ら検討す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、１１ページでは、第３期学校適正配

置計画について、天沢小学校の地球岬小学校への編入時

期と今後の適正配置計画策定の考えについて質問があり、

地球岬小学校は増築工事が必要となり、学校行事による

工事制限や安全対策に必要な仮説工事を考慮すると平成

３２年４月までの完成は難しいこと、平成３１年度には

学校施設長寿命化計画を策定し、施設を適正に管理して

いくことに重点を置く旨答弁しております。１２ページ

では、大沢小・天沢小学校の建物、跡地の活用の考えに

ついて再質問があり、大沢小学校の体育館はスポーツ施

設での活用も検討されているが、公共施設等総合管理計

画を踏まえ引き続き検討すること、天沢小学校は一部底

地を借用しているため速やかに解体する旨答弁しており

ます。次は、市政協同の南川議員からの質問で、１３ペ

ージから１６ページまでは、高砂・水元小学校統合校の

整備について、建設時の児童への影響、スクールバスの
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乗降場所などについて質問があり、大きな音が出る作業

については休み期間に行い、グラウンドが使用できない

場合は他校のグラウンドの使用などを検討していること、

スクールバスについては、初年度は外構整備のためバス

通り沿いでの乗降を、外構整備後は敷地内での乗降を含

めて検討している旨答弁しております。また、スポーツ

振興の施設整備と部活動について、旧桜ヶ丘小学校や祝

津グラウンドの人口芝化、高砂テニスコートに対する市

民意見や大会誘致の可能性、部活動に必要な用具の購入

に対する支援、全国・全道大会に出場した際の補助など

について質問があり、特定非営利法人所有の旧桜ヶ丘小

は、将来的に人工芝グラウンドの予定があり、祝津グラ

ウンドの人工芝化については市全体のなかで検討するこ

と、高砂テニスコートは住宅地に近く、騒音や駐車の問

題があり、大会誘致についてはコート数が不足している

こと、部活動の用具への支援は文化体育振興会計により

そろえたり、最低限必要な用具は各家庭で用意している

こと、全国・全道大会へ出場した場合、所得にかかわら

ず宿泊についての補助や文化体育振興会計からの補助が

ある旨答弁しております。１７ページから１８ページま

では、コミュニティ・スクール導入に向けた準備委員会

を設置する考え、入江地区へのテニスコート集約、部活

動において大会出場により所得格差が生じることについ

て再質問があり、地域や学校の実態に応じてコミュニテ

ィ・スクールの事前準備として「準備委員会」等の会議

名称を冠して、制度への理解と運営を見えるようにする

ことは可能であること、祝津テニスコートも合わせ集約

することで大きな大会が開催できる可能性があり、市全

体で検討する必要があること、部活動も含めた学校教育

全般で所得格差により子どもの将来が閉ざされることが

ないよう、関係部局と連携して総合的な対策に取り組む

旨答弁しております。１９ページでは、部活動について、

所得格差を出さないよう基金を設ける考えについて再々

質問があり、クラウドファンディングやふるさと納税を

活用して基金を構築できないか、その可能性について検

討する旨答弁しております。第４回市議会定例会の議事
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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。 

 

谷藤委員         鈴木議員の地球岬小学校と天沢小学校の統合につい

てですが、現在何クラスぐらい地球岬小学校と天沢小学

校にはありますか。 

 

加納総務課主幹      ただいま手元に資料がなく正確な数はお話できません

が、天沢小学校は６，７クラスぐらいで、地球岬小学校

も６，７クラスぐらいです。 

 

谷藤委員         増築をしないと少し足りないといった感じですか。 

 

加納総務課主幹      そうです。地球岬小学校が施設としては９クラスまで

対応可能となっているのですが、統合した場合１０クラ

スは必要であると現在推計しておりまして、増築が必要

であると判断しています。 

 

谷藤委員         今後の児童数の推移とかも見て増築を判断しているの

ですね。 

 

加納総務課主幹      はい。 

 

國枝教育長        天沢小学校は就学前のお子さんは結構多いのです。で

すが、企業の社宅が一定年齢になるとアパートを出ない

といけないというルールがあるものですから、それを考

えて親御さんが小学校入る直前に引っ越したりとか、そ

の年齢になったら引っ越したりするため、実際に現在の

０歳から５歳までの子どもが皆小学校に行くかといった

らそうはならずにガクっと落ちるのです。そういったこ

とを考えると統合というか、今は天沢小学校１学年１ク

ラスの状態になっているものですから、統合という形を

考えていて、これは地球岬小学校ができたときに将来を

考えて増築できるスペースを奥の方に設けたのですよ。
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山側になります。それで、そのスペースを使って教室を

増やせば、十分対応可能と今のところはなっております。 

 

稲川委員         コミュニティ・スクールとはどういったものなのです

か。 

 

大須賀指導参事      コミュニティ・スクールとは簡単に説明しますと、学

校運営協議会というものがありまして、各教育委員会の

規則で設置できるものなのですけれど、学校、保護者、

地域の代表の方が集まって、そこの地域で育てる子ども

像のような共通の目標を持って、それを実現させるため

にはそれぞれで何ができるのかということで協議して、

子ども達へのご支援をしていただいて、協議をしていく

というシステムです。 

 

稲川委員         今はそれがないということ。 

 

大須賀指導参事      今は平成２８年度と平成２９年度に導入の準備として、

室蘭西中学校とみなと小学校で導入促進事業という国の

補助金を活用した事業がございまして、こちらのほうを

進めておりまして、その中で模擬的に学校長が示す学校

経営の基本方針を承認してみたり、先進地への視察や研

修会に参加して、室蘭市として導入するには、どういっ

たことが望ましいかということを調査、研究を進めてお

ります。 

 

前田委員         他の町でのコミュニティ・スクールを実施している様

子などは分かりますか。 

 

大須賀指導参事      胆振管内におきましては、伊達市、登別市、安平町、

壮瞥町、そして白老町などは既に導入しており、実際に

活動を行っております。どのような活動かといいますと、

やはり多いのは子どもの学力を上げるために地域、保護

者、学校はどういったことを頑張っていこうかというこ

とで、例えば夏休みや冬休みに地域のボランティアの方

に手伝ってもらいながら、補習塾というようなものを行
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ったりだとか、あるいは豊かな心を育てるためには、い

ろんな体験活動を充実したら良いのではないかというこ

とで、例えば郷土の伝統芸能がある地域では、それを子

どもに伝承することによって心を豊かにしましょうとい

うこと、あるいは挨拶運動を地域全体で取組んで、豊か

な心を育みましょうという考えだったり、あるいは子ど

も達の安全ということでは、子どもの見回りパトロール

隊というものを作るだとか、あるいは地域と学校が合同

で避難訓練を行うというような取組が見られているとこ

ろです。 

 

國枝教育長        国のほうでは、コミュニティ・スクールは奨励してい

るのです。強制ではなく努力義務で、いつまでにとはい

ってはいないのですが、全国に作ろうという形で、国の

ほうの内容では、例えば保護者や地域の方が、この先生

はこの学校にはいらないといった発言ができるぐらいの

権限をコミュニティ・スクールは持つことができるとい

う形ですが、実際はそこまでの機能はしていないような

ところが現実ではあります。むしろ地域の人材だとか、

お店などに学校行事を手伝ってもらったりだとか、学習

支援だとか、いろんなことをよりそれぞれの校区の中で

やりやすいような環境を作っていくというような、地域

全体で子ども達の健やかな成長や学習、学力向上を先生

方だけではなくて、父兄や地域も巻き込んでやろうとい

うような取り組みなんですよね。 

 

前田委員         そうしたら、例えば、共働きの家庭が結構多いのです

よね。だから学校の授業が終わっても家に帰って一人で

いるよりは、学校のどこかの教室で、今のように実験が

出来たりだとか先生の役をやって教えてくれる人がいる

だとか、そういう状況があれば、親としては助かるので

はないかなと思うのですが、そういった捉え方でいいの

ですかね。 

 

大須賀指導参事      はい。問題はその地域にそういったボランティア人材

がいるかどうかという人材発掘と、学校と地域の要望の
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マッチングというのか、そういったコーディネートをし

ていく必要がありまして、そういったものがない場合は

どうするかということを考えていくことが今後の課題と

いうことにはなるのですけれど、ですからその地域なら

ではの課題を挙げていただいて、それを改善するにはど

うしたら良いのかということを、地域全体で考えていく

というスタンスが必要かと思います。 

 

前田委員         少し外れるかもしれませんが、輪西で市民会館横にワ

ニワニクラブという最初は小さな子どもを預かるという

システムとして出来たと思うのですが、今はあちこちに

あるようですが、ああいったものの延長線上に小学生な

どがいると捉えると、良い制度だと思うのですよ。あれ

は、保育士の免許を持っている元幼稚園の先生だとか、

そういった方が年配になって子育ても終わったという人

が、お手伝いに集まっていろいろやっているみたいなの

ですが、そういったことの小学生版と考えるといいかな

と思いますね。 

 

國枝教育長        そうですね。地域によっていろいろなんですよね。今

おっしゃったように、輪西にはワニワニクラブのような

ものがあったりだとか、ですから本当は室蘭市で一斉に

来年度から全部やりますというのが良いのかもしれない

のですが、それぞれの地域の特徴があるものですから、

今の室蘭西中学校区、みなと小学校の校区で導入の事業

を今年までやってみて、その中で室蘭市に合った形のも

のを考えて、そして、今後統合計画があるものですから、

段階的に導入していこうということで、取り組んでいる

最中です。 

 

稲川委員         コミュニティ・スクールというのは法律用語なのです

か。いわゆるいろんなところできちんとつくったもので

あるとすると、なんとなくスクールとなると学校保健法

などできちんと規定された固有名詞なのか、予算化され

てこういったことがなされるべきといったものなのか。 
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大須賀指導参事      法律的には学校運営協議会ということで規定されてお

りまして、コミュニティ・スクールといいますと、そう

いった地域連携といった広い意味の言葉になっておりま

して、法律にはコミュニティ・スクールという言葉は採

用されていません。 

 

稲川委員         実際には学校運営協議会というものを各学校に置いて、

地域のＰＴＡの先生の話を聞くような物だと思うのです

が、昔は学校医もこういったことに参加しなければいけ

ない規定があったのだけれど、学校医としても健診と就

学時が中心ですが、そういった役割もあったことが頭に

残っていたので、学校運営協議会というものをどのよう

に発展させていくかということであれば、そういった説

明をきちんと書いてあったほうが良いと思いますし、た

またま統合のときに地域の皆様が集まってお話をしたの

であれば、それを利用していて、統合されたらなくなる

のはもったいないからという意見もあったものですから。

それも一理あるなと思いました。 

 

國枝教育長        そうですね。統合すると地域が広くなるものですから、

そういった面では、２つの地域が１つになるようなこと

になるものですから、これまで身近であったものが、少

し広がるものですから、地域の方の中でもコミュニティ・

スクールで今までやってきたことを活かせたり、あるい

は、他の地域と連携を図りながら何か取り組みはできな

いかという意見もありまして、それに関しては、複数年

かけて取り組む形をとっているものですから、準備の段

階から一緒に考えながらできればいいなと考えておりま

す。 

 

稲川委員         学校運営協議会はどういった発展をさせるかという文

言で進めたほうが、急にコミュニティ・スクールという

言い方だと分からないという気がしました。それが、議

会で当たり前に討論されているのであれば、良いのかも

しれませんが。 
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國枝教育長        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４報告第２号室蘭市教育委員会１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１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。４日、５日は教職員の多忙化解

消のための取組として市内小中学校全校を学校閉鎖日と

しております。各中学校では１５日から１６日、各小学

校では１６日から１９日にかけて、３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、男女

平等参画推進では、２８日に「平成２９年度室蘭市男女

共生セミナー後期第２講『アイヌ民族の歴史、文化につ

いて学ぼう』講師・一般財団法人アイヌ民族博物館専務

理事の村木美幸氏」がミンクールで開催されます。次の、

民俗資料館では、２０日から３月１９日まで「資料整理

休館」となっております。次の、市民美術館では、４日

から３１日まで「小島和夫 日本画展」、同じく４日か

ら３１日まで「室蘭市民美術館をささえる会所属作品展」

が開催されます。次の、青少年科学館では、７日から８

日に「冬休み科学館祭」が開催されます。次の、スポー

ツでは、２８日に「２０１８雪中キックベースｉｎむろ

らん」が中島公園野球場で開催されます。次の、図書館

では、１３日に「ふゆやすみ木工教室」が図書館本館で

開催されます。次のページをご覧願います。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

といたします。事務局の説明をお願いします。 
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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６件でございます。１件目から５件目は、

いずれも市外の個人の方がふるさと応援寄付金の制度を

活用して現金５万円のご寄附をいただいたものでござい

ますが、１件目から３件目までは文化振興基金に、４件

目、５件目はスポーツ振興基金にそれぞれ積立活用させ

ていただきます。なお、ふるさと応援寄付金については

氏名や住所等の公表に同意していらっしゃらない方もい

らっしゃるため、寄附者についての説明は控えさせてい

ただきます。公表に同意いただいている場合も、個人情

報はふるさと応援寄付金の事業以外には使用しないとい

うことで同意いただいていますので、今後も個人名等の

報告は省略させていただきます。６件目は、ふくろうの

会様より、図書３冊、金額にいたしまして１２６，００

０円相当のご寄附をいただきました。このご寄附は、ふ

くろう文庫に収められ、市民の読書普及や美術鑑賞等の

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３号は終了します。次は、日程第

６報告第４号室蘭市社会教育委員の会諮問に対する答

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。 

 

北川生涯学習課長     それでは、報告第４号室蘭市社会教育委員の会諮問に

対する答申の件についてご説明いたします。本件につき

ましては、現在の社会教育振興計画の計画期間が今年度

で終了しますことから、本年４月、社会教育委員の会に

新しい社会教育振興計画の策定について諮問をしており

ましたが、このたび同会からお手元の報告第４号別紙の

とおり答申がございましたので、報告するものでござい

ます。まず、答申の概要について、ページを追ってご説

明いたします。答申は、新しい社会教育振興計画の体裁

で提出されており、第１章総論、第２章基本方針、第３

章計画の内容の３章からなっております。１ページを御



 13 

覧ください。第１章総論では、近年の国際化や高度な情

報化に加え、人口の減少や少子化、高齢社会の急激な進

行により、人々の価値観やライフスタイルなど多様化が

進み、地域におけるコミュニティ機能が低下する中で、

家庭・学校・地域の連携のもと、地域に暮らす多世代が

それぞれ理解し、共に支え合い、交流できる地域社会を

目指すことが大切であるとし、本市のもつ地域特性を生

かしながら、計画的に事業推進を図り、社会教育施策を

展開する指針としてこの計画を策定するものであること

を述べております。次に、２ページを御覧ください。計

画の位置づけとしては、図に示されているとおり市民憲

章を基本理念とし、室蘭市総合計画の実施計画の柱の１

つとして、教育施策の大綱や、生涯学習基本構想、男女

平等参画基本計画との整合性に配慮して策定することと

しております。３ページでは、計画の推進にあたっては

３年毎のローリング方式で社会教育推進計画を策定し、

計画の期間は平成３０年度から１０年間としております。

次に、４ページを御覧ください。第２章、基本方針では

計画の目指すものを、つなぐ、共生をキーワードとして、

次世代につながる共生を育む社会教育の振興とし、社会

教育目標を「人権を尊重し、生きがいのある地域社会を

創ります。」、「社会的な倫理を身につけ、創造性を育み

ます。」、「世代を越えて豊かな心と健やかな体を育みま

す。」、「このマチを知り、地域に根ざした生活と文化を

創ります。」、「多様な生き方を認め合い、国際社会を生

き抜く力を育みます。」の５つとしております。５ペー

ジを御覧ください。次に、社会教育推進の施策体系でご

ざいます。この表は、計画を１ページに集約した形にな

っており新計画では、表の一番左側の推進区分を、家庭

教育、青少年、成人など、７区分としており、推進区分

それぞれに、推進目標と、２つ又は３つの推進方向を示

しております。現計画では社会教育施設の条件整備とし

て、各施設を学習活動推進のための施設など、４区分で

推進しておりましたが、新しい計画では社会教育の環境

整備とし、ハード面の施設、ソフト面の地域の区分とな

っております。特に地域の区分については、地域におけ
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る教育活動を推進させる観点から、新たに区分を設けた

ものでございます。６ページ以降の第３章、計画の内容

では、この施策体系に沿って、区分、現状と課題、推進

方向を記載しております。６ページの第１節、生涯各期

の学習活動推進では、家庭教育についての現状と課題に

ついて記述し、推進方向として、「親としての資質を高

める学習機会の充実」、「子どもの視点に立った専門的対

応の充実」、「子育てを見守る地域のつながりを推進」を

記載しております。７ページは、青少年についての現状

と課題、推進方向として、「異年齢交流やボランティア

活動への参加の促進」、「思いやりの心や豊かな心を育む

環境の整備」、「青少年の健全育成を支援する体制づくり」

を記載しております。８ページは、成人についての現状

と課題、推進方向として、「社会活動への意識啓発や学

習ニーズを支援する体制の整備」、「男女平等参画の推

進」、「豊かな人生を創造するための多世代間交流の充実」

を記載しております。９ページは、第２節、芸術文化・

スポーツ活動の推進で、芸術文化活動についての現状と

課題、推進方向を、「創作・表現活動による発表交流機

会の拡充」、「文化活動団体への支援と活動の推進」、「継

続的な活動の推進と人材の育成」としており、１０ペー

ジは、スポーツ活動についての現状と課題、推進方向と

して「スポーツを通した市民の健康づくり」、「各種スポ

ーツ団体支援と活動の推進」を記載しております。１１

ページは、第３節、社会教育の環境整備では、各施設の

現状と課題、推進方向を、「各施設の機能を生かした活

用の促進」、「多世代の学習活動に対応した施設整備の推

進」としており、１２ページは、地域の教育活動の現状

と課題、推進方向として、「家庭・学校・地域の協働に

よるコミュニティづくり」、「子どもの居場所づくりと地

域ぐるみによる安全の確保」をあげております。以上が、

答申として提出された新しい社会教育振興計画の概要で

ございます。なお、参考として社会教育委員の会からの

答申書と、室蘭市社会教育委員の会が、この答申に際し

て活用した資料として、現在の社会教育振興計画の評価、

社会教育後期推進計画評価、平成２９年２月に実施した
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「生涯学習に関する意識調査」ほか、関係資料を添付し

てございます。最後に、答申を受けてのこれからのスケ

ジュールですが、本教育委員会におけるご報告後、この

答申を十分に尊重させていただき、事務局にて新しい社

会教育振興計画の素案を作成し、平成３０年１月の教育

委員会定例会に計画の素案を報告させていただく予定で

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。社会教育委員の会の１０人の委員さん、学識経験

者、学校関係者、あるいは女性団体の方といった様々な

関係者が参画して、４月に諮問をして、その後、ほぼ毎

月集まって、現在の計画の検証をして、今後１０年間と

大きな計画なので、細かい計画にはならないのですけど、

方向性を皆さんで意見交換などして、今回答申をしてと

いうところです。具体的なこれに沿った取り組みや事業

に関しては、３年、３年、４年の１０年間を３つに分け

まして、その都度具体的な事業とか取り組みの重点を示

すような形で、これから内容を作っていくという形にな

ります。今の資料の後半のほうにアンケート調査の結果

などもありますが、今は健康とか、生きがいとか、スポ

ーツとかに大体どこの世代も関心は高いですよね。 

 

稲川委員         健康にこんなに関心が高いのですね。 

 

國枝教育長        そうなのです。文学とか芸術とか、もちろんいろいろ

あるのですが、健康などの志向が強いですね。あと、今

は本当に生き方が多様化しおりまして、自分一人で勉強

しているという人が多いのですよ。情報はインターネッ

トなどからきていますから調べやすいといえば調べやす

いのかもしれませんけど、自分で調べているという人も

結構増えていますね。 

 

稲川委員         この評価は、この方々が行っているのですか。それと

も教育委員会で出されたのですか。 
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北川生涯学習課長     この評価につきましても社会教育委員の会で行ってお

ります。ただ、正確に申しますと、教育委員会の中で評

価しましたものを社会教育委員の会にお示ししまして、

そこで承認いただいたという形です。 

 

國枝教育長        こういっては語弊があるかもしれませんが、役所はど

こでも同じなのですが、あまり夢のような計画は作れな

いもので、結構しっかり足元を見るような計画という形

で、生涯学習にしてもいろんな面、例えばソフト面で実

現可能な形とか、あるいは、どうしてもこれは必要だと

いうものを中心にやることになります。全部を細かく見

るというのは大変なので、先ほど課長のほうから話があ

りましたとおり、議会があって、素案があって、パブリ

ックコメントもありますので、読んで疑問点などありま

したらご連絡いただいたり、あるいは、次回分からない

ところなどありましたらお話いただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。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議

案第１号地方自治法第１８０条の２の規定に基づく委任

事務に関する協議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       議案第１号地方自治法第１８０条の２の規定に基づく

委任事務に関する協議の件について説明いたします。本

件は、本市の港湾施設管理条例の改正に伴うものであり、

平成２９年第４回市議会定例会において、「崎守臨海公

園テニスコート」及び「崎守臨海公園野球場」の２施設

が同条例から削除されたことから、地方自治法第１８０

条の２の規定に基づき、室蘭市長から教育委員会に対し、

当該施設の管理運営に係る事務の委任を解除する旨、協

議があったものでございます。なお、「崎守臨海公園テ

ニスコート」及び「崎守臨海公園野球場」につきまして

は、利用状況を考慮し、平成２９年度末をもって廃止と

なるものでございます。資料につきましては、協議書の

写しと港湾施設管理条例室蘭市事務委任規則新旧対照

表、関係法令である地方自治法並びに、室蘭市事務委任
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規則を添付しております。説明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。前回か前々回にお話させていただきましたけど、崎

守の港の傍にある野球場とテニスコートがあるのですが、

利用者がほとんどいないような状態なもので、これは港

湾部の施設だったものを教育委員会が管理して市民に開

放していたという形なのですが、それに伴いまして人件

費などもかかっていたものですから、このまま維持する

というのも老朽化もしていることから難しいということ

で、議会のほうに、これについては廃止させていただい

て、港湾部にお返しするということで条例を改正してと

いうお話です。よろしいですか。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８議案第２号高砂・水元小学校統合新

設校の校名の決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。 

 

加納総務課主幹      議案第２号、高砂・水元小学校統合新設校の校名の決

定の件につきまして、説明します。本件は、平成３２年

４月１日開校を予定しております、高砂小学校と水元小

学校の統合による新設小学校の校名の決定でございます。

資料の２枚目に添付しています、議案第２号参考１をご

覧ください。平成２９年１２月１２日付けで、関係小学

校の地域住民・学校・保護者の代表で構成する高砂・水

元小学校統合推進協議会会長から、統合小学校の校名決

定について、広く市民等から公募を行い、統合協議会で

選考を行った結果、最終的に「室蘭市立天神小学校」を

新校名として推薦するので、採用していただきたい旨の

文書でございます。次のページ議案第２号参考２に、選
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考経過を記載しておりますので、ご覧ください。校名募

集については、関係小学校の学校便りや町会の回覧版の

ほか、広報むろらんや市のホームページなどで周知を行

い、本年９月２１日から１０月２０日までの約１ヶ月間

で公募を行いました。応募総数は１５２件、重複等を整

理しますと１１８種でした。これを受け、１１月２１日

に統合推進協議会を開催して、出席者全員による投票に

より、１次、２次、３次と選考を行いました。・１次選

考では、有効の１１３種類より１人３校の投票を行い、

上位１０種への絞り込みを行いましたが、同票があった

ことから２１種を選考しました。２次選考では、２１種

の中から１人１校の投票を行いましたが、過半数獲得が

なく、同票があったことから上位３種を選考しました。

３次選考にて、「天神」、「文教」、「楽山」の３種の中か

ら１人１校の投票を行い過半数を超えました「室蘭市立

天神小学校」に選考したものであります。公募での「天

神」の応募者は、２名の方々で、校名の由来・意味とし

ましては、天神山を望む校区内の町名にちなみ、地域の

子ども達がよく学び、のびのびと健やかに成長すること

を願って、ということでございます。なお、最終的な校

名の決定は、平成３０年第１回市議会定例会での室蘭市

立小中学校設置条例の改正議決により、正式決定となり

ます。以上が、高砂・水元小学校の統合校の校名の決定

の件でありますが、公募により多数の方々から応募があ

り、その中から統合推進協議会で慎重に絞り込みと選考

を行った結果、推薦をいただきましたことから、尊重し

ていただき、統合新設校の校名として決定していただき

ますよう、お願いしたいと存じます。ご審議の程、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。 

 

谷藤委員         意味、由来のところに天神山とありますが、これはど

この山になりますか。 
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加納総務課主幹      範囲は水元町の中なのですが、八丁平を上がっていっ

て、大谷高校を超えて少し行ったところを右に進んで山

のほうに登っていくと天神山になるのですが、言葉での

説明だと少し分かりづらいと思います。 

 

前田委員         室蘭岳の麓になるのですか。 

 

加納総務課主幹      室蘭岳より少し手前になります。下のほうに天神山不

動尊清瀧寺などがあるところです。 

 

前田委員         長年住んでいたけれど、天神山という意識がなかった

ですね。 

 

谷藤委員         あの大きなカーブで、山道を通って行くと大谷高校に

行く山のところですか。 

 

加納総務課主幹      私も登ったことはないのですが、地図を見る限りでは

途中まで道はあるみたいなのですが、途中から山道とな

っているようです。 

 

國枝教育長        住宅明細図や地図にも天神山と出ているのですよ。 

 

前田委員         天神町はなじみがあるのですけれどね。 

 

谷藤委員         この２番目の３票取った文教小学校というのは、文教

の意味の由来とか分かりますか。 

 

國枝教育長        これは、東明地区は大学、高等学校、専門学校とある

ことから、文教という言葉が選ばれたと思われます。１

次から３次までずっと天神が１位を維持していたような

形にはなっているのですけれどね。その学校の名前を見

たときに広くその土地が分かる名称にはなったのかなと

思います。３位には楽山というのもあり、楽山もすぐ近

いですから。 

 

谷藤委員         楽山は知利別よりですよね。 
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國枝教育長        統合後の校区に天神町が含まれていますので、そうい

った点では親しみを持ってもらえるかなと思っておりま

す。 

 

前田委員         覚えやすいのは地域の町名と同じものですよね。 

 

國枝教育長        ほかにありませんか。それでは、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。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。 

 

 

室蘭市教育委員会教育長      國 枝    信 

 

室蘭市教育委員会委員    前 田  弘 子 

 

会 議 録 調 製 員      大 谷  裕 司 


