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平成２１年第１回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２１年１月８日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後７時３０分 
 
２  場  所      室蘭市教育委員会会議室   
 
３  本日の議事日程  別紙のとおり 
 
４  出席委員   西里委員長 芝垣委員 黒光委員 山田教育長 
 
５  説明員 佐藤教育部長 川本総務課長 松村学校教育課長 伊藤指導主

事 根塚指導主事 森生涯学習課長 佐藤生涯学習課主幹［スポ

ーツ］ 松原生涯学習課主幹[読書推進] 下出青少年課長  
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西里委員長    ただいまから、平成２１年第１回室蘭市教育委員会定例会を開

会いたします。 
 

西里委員長    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、山田委員を指名いたします。 

 
西里委員長    次は、日程第２、会議録承認についてであります。 
         第１２回定例会の会議録は、先日、委員の皆様に案として配付

いたしております。配付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） 

 

西里委員長    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。 

説明をお願いします。 

 
佐藤教育部長   報告第１号第４回室蘭市議会定例会議事内容に関する件につき

まして御説明いたします。本会議におきましては、９名中５名の

議員から教育関係の御質問がございました。 
         １ページから１２ページにかけましては、新政会の金濱議員か

らの質問です。１ページでは、本市の教育環境について、降任希

望教員の現況及び昇格希望者への現況についてでございまして、

質問要旨にございますように、一般教員への降任を希望し、降格

した管理職や管理職への昇任を希望する一般教員の実態について

という御質問でございますが、答弁としましては、一般教員への

降任を希望し、降格した管理職は平成１８年度からの３年間で１

人。逆に管理職への昇任を希望する一般教員は、最近の３年間で

各年度５人となっている旨お答えしてございます。２ページでは、

教員の指導力不足の現況でございますが、本市では過去に１人対

象となった教員がおりましたが、３年間の研修を経て職場復帰し

ている実態を答弁してございます。指導力不足教員への対応につ

きましては、本年道教委で新たに規則や実施要綱を定めまして、

これらに基づきまして、研修により指導の改善が見込まれる教員
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に対しては、最大で２年間の指導改善研修を実施することとなっ

ており、指導力の向上を図っていくということでございます。③

にあります教育職員免許法改正による教職員環境の取り組みにつ

いてでございますが、平成２１年度から教員免許更新制が導入さ

れまして、教員免許状に１０年間の有効期限が付され、更新にあ

たっては、３０時間以上の講習の受講・修了認定が必要となり、

平成２１年３月３１日以前に免許状を取得した者にも免許更新制

の基本的な枠組みが適用される旨の答弁をしてございます。４ペ

ージでは、新たに新学習指導要領ができまして、２３年度から小

学校で必修化されます外国語活動、小学校５・６年生に導入され

ますが、本年４月から試行期間という形で始まる制度でございま

すけれども、これに関連しまして、市内小学校の外国語活動の実

施状況、円滑な実施に向けての教育委員会としての見解について

の御質問でございます。答弁の④にございますように、教員が少

しでも不安なく授業に取り組めるような仕組みを作ることが教育

委員会の責務と考えてございまして、市教委主催の研修会をすで

に実施いたしまして、１月にも２回目を予定している旨お答えし

ています。また、小学校校長会とも連携しまして、外国語活動検

討委員会の発足を進めている旨答弁してございます。５ページに

は、同じく新学習指導要領に基づきまして、理科実験拡充に向け

た取り組みということでございまして、答弁の③にございますよ

うに、新学習指導要領の実施に伴いまして、理科の実験等で支障

をきたさないよう、既存の器具等について把握するとともに不足

している場合には、整備を検討したい。次年度も理科支援員制度

を活用し、拡充を図るとともに、室蘭工業大学や青少年科学館と

の連携を一層図る中で、理科実験の拡充と教員の資質向上を図っ

てまいりたい旨答えてございます。６ページでは、同じく中学校

では、平成２４年度から武道が必修化になります。これに関連し

まして、完全実施に向けての施設面等の考えかたでございまして、

答弁の④にございますが、新学習指導要領の完全実施に向けまし

て、平成２１年度から３年間の移行期間に入ることになってござ

います。この移行期間におきまして、武道の履修についても、各

学校がどの種目を選択予定なのか、また実施にあたっての諸課題

などについて、今年度末から調査を実施することとし、生徒の学

習に支障をきたすことがないよう、施設や用具などの諸課題につ

いて検討することとしている旨答えています。８ページでは、給
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食費値上げ問題につきましての御質問でございます。道内主要都

市における本年度給食費値上げ状況と次年度の動向についてでご

ざいますが、答弁①にございますように、平成２０年度におきま

して給食費の値上げを実施した市は近隣の登別市をはじめとする

道内７市でございまして、食材の大幅な値上がりにより胆振・日

高管内の本市も含め見直しを検討している旨答えてございます。

また、給食費滞納者の収納の取り組みでございまして、③にあり

ますように、今後滞納者に対する取り組みの考え方につきまして

は、今後とも滞納額の減少に向けまして法的措置の更なる強化を

前提としまして、本年度は長期滞納者に対し給与の差押さえ、銀

行口座凍結による預金の差押さえ等の法的措置を現在実施中の旨

答えてございます。１０ページを御覧いただきたいと存じます。

学校の耐震化の現況についての御質問がございまして、第一次耐

震診断の結果につきましては、特殊構造の学校を除いた、昭和５

６年以前の建設の学校のなかの小学校１４校、中学校８校の計２

２校におきまして、職員直営で第一次の耐震診断を実施してござ

います。その結果、３校で第二次診断での確認が必要となりまし

て、今現在、校舎におきましては、３校で診断を実施してござい

ます。また、屋内体育館におきましては耐震化優先度調査のラン

クから、２校において第二次診断を実施中でございまして、合わ

せて５校につきましては、３月末までには結果が出揃うものと答

えてございます。次のページには、中央・港南地区学校統合保護

者説明を中心とした第２期適正配置計画の御質問がございました。

①にございますように、中央・港南地区学校統合保護者説明では、

どのような論議があったかということでございますが、具体的な

統合校の場所及びスケジュール等については、直接の反対意見は

なく、具体的な統合校のスクールバスの運行等や通学路の整備、

廃校後の跡地活用について、論議が交わされたところでございま

す。また、統合推進協議会の設置については、今月２０日には港

南中学校、２１日に文化センターにおきまして、地域住民説明会

を開催する予定となっておりまして、この中で地域住民のご理解

をいただきながら、方向性を年度内に確定した後、来年度早々に

は、統合推進協議会を設置しまして、その後、具体的な統合に向

けた協議をしてまいりたい旨答えてございます。 
         １３ページは、新政会の桜場政美議員からの質問でございます。

学校統合による跡地活用につきましては、①にございますように、
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非常に大きな面積を持ち、大変貴重な市の財産でありますことか

ら、将来を見据えた有効な活用策を図っていかなければならない

ものと考えてございます。今後、地域での御意見、御要望を伺い

ながら、全庁的に様々な視点と総合的な角度から活用策について

検討を行いたい旨答えてございます。商業高校の活用につきまし

ても御質問があったところでございますが、答弁の②にございま

すように、中学校仕様に転用する場合の改善費用や、今後の維持

管理コスト等、また長期的にみた場合の生徒数の推移などの検討

課題があること。また、今後の全市的な耐震診断結果を踏まえた

適正配置計画案の策定に併せた商業高校の活用策について、年度

内に一定の考え方を示してまいりたい旨答えてございます。 
         １４ページから１８ページにかけましては、市政・創造２１の

我妻静夫議員からの御質問でございます。図書行政のあり方が中

心でございまして、１４ページにありますように、図書館の施設

と機能のあり方についての様々な観点の御質問があったところで

ございますが、代表的には、ひまわり号の利用実態と維持管理経

費及び更新の考え方についての御質問ですが、答弁要旨にござい

ますように、移動図書館は年間５，０００人、２１，０００冊の

利用があり、高齢者が半数を占めてございます。維持管理経費は

年間７７万円であり、来年の車検は可能である旨答えてございま

す。１６ページでは、学校図書の活用と充実策について、いわゆ

る本市の整備に対する取り組み方と考え方についての質問でござ

いますが、①の答弁要旨にございますように、本市においては、

交付税の措置に関係なく独自に予算化し、学校の実態に応じて配

分しているところであり、国が定めている標準冊数と比較した割

合でも年々増加し、図書整備の充実が図られてございます。新年

度予算につきましては、これまでの考え方を基に、学校図書の更

なる充実化に努めてまいりたい旨答えてございます。１７ページ

には、関連しまして、学校一斉読書の実態と学校図書の活用状況

についての御質問がありました。答弁要旨にありますように、小

学校１６校、中学校８校の計２４校が一斉読書に取り組んでござ

います。また、ボランティアによる読み聞かせを実施している学

校が小中合わせて１３校ある実態を答えています。質問③の読書

量と学力の相関関係につきましては、読書は新たな発見をしたり、

自己の世界を広げたりすることができることから、重要な取り組

みであり、全国学力学習状況調査の調査結果からも、読書習慣と
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学力とは相関関係が認められることから、今後とも読書活動を一

層推進してまいりたい旨答えています。 
         １９ページから２４ページにかけましては、公明党室蘭市議会

の砂田尚子議員からの御質問でございます。教育委員会のあり方

について御質問がございまして、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の一部改正を受けまして、教育委員会の点検・評価制

度についての見解と今後の対応についてという御質問がございま

した。答弁要旨にございますように、法改正により、従来より増

して本市における教育委員会の責任体制の明確化が図られるもの

と認識してございまして、今後の対応といたしましては、国にお

いては、点検・評価の具体的な項目や指標について明確な基準を

示しておらず、各教育委員会が実情を踏まえて、議会や住民の意

見などを受けて改善していくことが望ましいとされており、こう

したことから、道内他都市では、様々な検討をしているところで

ございます。本市の考え方としましては、教育行政方針の施策項

目を、点検・評価として設定する考えでございます。学識経験者

の知見の活用で点検・評価をする旨の法律の規定がございますの

で、現在、退職校長を３名、社会教育委員の会から２名合わせて

５名の学識経験者の御意見を踏まえながら、点検・評価を第１回

市議会定例会で報告したいと答えてございます。点検・評価の結

果につきましては、３月の教育委員会定例会で議案として審議し

ていただくこととなってございます。２１ページには、学校教育

の諸課題ということで、子どもをネット社会の被害者、あるいは

加害者としないため、また指導上の課題と今後の取り組みについ

ての御質問です。答弁要旨にございますとおり、課題としまして

は、安全上の理由から携帯電話の所持率が高い状況にあります。

今後の取り組みとしましては、学校と家庭の連携強化のもとに、

被害の実情や家庭のルール作りを進める等して、ネット被害から

守る対策を講じてまいりたい旨答えてございます。２２ページで

は、学校を地域が支える体制づくりの御質問がございまして、⑥

の港北中学校区をモデル地区として指定した理由でございますが、

港北中学校区には、地域密着型の小学校があることや、連合町会

単位でのパトロールが盛んであること。更には、閉園した港北幼

稚園に対して地域からの支援が大きなものであったことから、指

定させていただいた旨答えてございます。 
         ２５ページから２７ページまでは、民主・市民クラブの水江一
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弘議員からの御質問です。学校施設耐震化計画と第２期適正配置

計画についてでございますが、耐震診断結果公表の内容、第２期

適正配置計画の見直しについての御質問でございますが、現在、

委託中の第２次診断の結果を受け、耐震補強の方向性が示される

が、今後の児童生徒数の推移や校舎などの老朽度等も含めた、総

合的な判断に立ちまして、新たな適正配置計画を早急に策定した

い旨答えてございます。最後に、東中学校廃校後の跡地活用とい

うことで、次のページにございますが、グラウンドも含めた校地

面積は約３２，０００㎡あり、非常に立地条件が良いところでご

ざいます。いずれにしましても大変貴重な市の財産でございまし

て、将来を見据えた有効な活用策を図っていかなければならない

と考えており、今後地域での御意見、御要望を伺いながら、全庁

的に様々な視点と総合的な角度から、活用方策について検討を行

いたい旨答えてございます。 
         以上、雑ぱくでございますけれども説明させていただきました。 
 
西里委員長    ただいまの説明について、御質問ありませんか。 

 
芝垣委員     東中学校跡地活用についての個人的な希望ですが、将来、登別

市との合併なども考えましたら、図書館はいかがかなと思ってい

ますので、お含み置きいただければと思います。 
 
山田教育長    そのとおりの質問が出ていまして、２７ページです。 

 

佐藤教育部長   質問の趣旨としましては、芝垣委員がおっしゃったように、登

別市と合併後の図書館を建設する場所として、どうなのかという

御質問がありまして、図書館のあり方については、重要な検討課

題と考えておりまして、東中学校については、平坦でアクセス面

などの立地条件も良いことから、様々な土地活用が考えられます

けれども、それも含めまして総合的な角度から、活用策について

全庁的に十分検討を行いたいと答弁してございます。 

 

西里委員長    その他、何かありませんか。 

 

黒光委員     給食費滞納者のことですが、子どもの教育に関することなので、

無料とかにできればいいんでしょうけれども、財政的には絶対に
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無理だとは思うんですが。 

 

山田教育長    給食費は３億近いですね。基本的に学校給食法というのがあり

まして、食材とか賄い材料については、保護者が負担することに

なっています。困っている家庭、保護者については、市の就学援

助がありまして、毎年５千万程度の補助で、給食は無料です。 

 

佐藤教育部長   今現在、小学校については１食当たり２０６円、中学校につい

ては、２４８円の給食費をいただいていますが、滞納額がどんど

ん累積しています。一方では、ほとんどのかたがきちんと払って

いますので、払っていないのは３％くらいの割合なんですね。払

っていない人に対して、きちんと扱っていかなければいけないと

いうことで、全面的に力を注いでいるという状況でございます。 

 

芝垣委員     民法上の手続きをしないと、いきなり差押さえということはで

きないので、強制的な手段をする前に教育委員会のかたが、いろ

いろ訪問して、何度も面談をして手紙を書いて、それでだめなら

一番初期の法的手続きで、支払い催促という手続きをします。簡

易裁判でそういう手続きをすると、ほとんどの人が裁判所からな

にかしら連絡がいくと払うということで、なかなか差押さえまで

には到達しないんですけれども、中には、いろいろな考え方があ

って、余裕があるのに払わないということで、一番最後の最後じ

ゃないかと思うんですよ。ですから、きちんと手順を踏んでおや

りになっているということですよね。 

 

佐藤総務部長   芝垣委員のおっしゃったように、最終的な支払い督促の関係で、

簡易裁判所からの最終手段で１７件やりました。やはり裁判所か

らの効果は大きいものですから、その中で支払ってくれるかたが

けっこうおりまして、最終的には４件を銀行口座差押さえとか、

給料差押さえということでやっています。 

 

黒光委員     今、給食費は給食センターに持っていくんですか。 

 

佐藤教育部長   年度当初に口座振替の手続きをしています。 

 

芝垣委員     昔は、給食袋に入れて払っていましたね。それが、余り教育上
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良くないということで、こうなったんですよね。 

 

山田教育長    まだ学校で集めている所があって、そこは滞納が少ないんです

ね。 

 

西里委員長    その他、何かありませんか。 

 

黒光委員     ９ページの再質問の関係で、給食の食材の外国産比率が３３％

ということですが、これは、お肉とかお魚とかでしょうか。 

 

佐藤教育部長   給食費は、１０年間値上げをしていない中でやりくりしていま

すが、食材が急激に値上がりしましても、途中から給食費を値上

げするわけにはいきませんので、やりくりの中で外国産、もちろ

ん産地証明をつけた安全を確認できる証明をとりながら、例えば、

鳥肉などは、１９年度までは国産を使っていたんですけれども、

今年度からブラジル産を使ってみたり、工夫の中でやっています。

日本全体の外国産比率も約４割ですが、給食センターの割合も厳

密に調査してみますと、３３％というのが今年度の実態です。 

 

黒光委員     ２０６円というのは、無理ですよね。牛乳だけでも５０円から

６０円しますよね。 

 

佐藤教育部長   そのとおりでございまして、来年度の給食費のあり方について

は、学校給食運営協議会が２９日に開催されますので、そこで結

論がでる予定となっていますので、その結果によっては、また教

育委員会で報告したいと思います。 

 

西里委員長    私から２つほどよろしいですか。教員免許更新制度で、３０時

間の講習を受けるとなっていますが、受講するのは、夏休みとか

冬休みの期間を利用してやるんでしょうか。この３０時間は、何

日くらいの講習でしょうか。 

 

松村学校教育課長 長期休業期間を利用しまして、実施することになります。経費

は、個人負担でございます。それぞれ実施する大学によって、い

ろいろカリキュラムを組んで、例えば、自然の中で集団でやった

りですとかしまして、３０時間の研修を受けることになります。 
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西里委員長    最初のうちは、ある程度、機能するかもしれないけど、どうな

んでしょうね。 

 

松村学校教育課長 今年の４月から免許を貰う人は、１０年の期間があるんですが、

今既に免許を持っている人は、２３年３月３１日までに、３０時

間の研修を受けて、認定を貰えると免許の更新ができるというも

のですから、今年度から研修は始まっています。 

 

西里委員長    教員の数から、３年間の期間内で捌けるんですか。 

 

松村学校教育課長 はい。今回は２３年３月３１日までに、時期の到来する人は、

３０時間の研修を受けて、受けるだけでなく、認定を貰わなけれ

ばいけませんので。 

 

西里委員長    武道の必修化は、理解ができないんですが。 

 

根塚指導主事   伝統文化を重んじるということで、取り上げられておりまして、

柔道、剣道、相撲の中から、選択することになっています。 

 

伊藤指導主事   音楽科でも、滝廉太郎ですとか、日本の名曲を扱うということ

で、各教科で、いろいろ散りばめられてきてはいるんですが。 

 

佐藤教育部長   平成１９年度に、６０年ぶりに教育基本法が変わりまして、教

育の目標の中で、伝統と文化を尊重しましょうということで、教

育の目標指針がでまして、新しい学習指導要領もでてきたという

なかで、武道が必修化なったのではないかと思います。 

 

西里委員長    やはり柔道が多いんでしょうかね。 

 

伊藤指導主事   空き教室を利用してやっている中学校は、けっこうあります。 

 

西里委員長    相撲は、どうなんでしょうか。今の若い人には。 

 

伊藤指導主事   相撲をするために、便利な教材が既にありまして、簡易まわし

のような。バスケットのサークルに丸いセフティーマットを敷き
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まして、相撲に触れる機会を与えるということかと思います。 

 

佐藤総務部長   ６ページにございますが、現在市内の武道を選択している６校

中、４校が柔道で、２校は相撲をやっている実態です。 

 

黒光委員     剣道は、ないんですね。 

 

伊藤指導主事   剣道は、防具の使い回しができないんですね。匂いが付きます

ので、柔道着ですと、学校の洗濯機で洗ったりできますので。 

 

芝垣委員     広い意味で、礼儀作法などを学ぶ機会のひとつにはなりますね。 

 

西里委員長    どの種目か、きちんと決めなければだめなんでしょうか。 

 

伊藤指導主事   どの種目を選ぶのかをしっかり把握したなかで、何が必要なの

かを検討していかなければいかないものですので。 

 

西里委員長    その他、何かありませんか。 

 

            （なし） 

 

西里委員長    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。 

説明をお願いします。 

 

松村学校教育課長 初めに、学校教育課に係る行事予定について御説明申し上げま

す。市内の小中学校では、２３日間から２５日間の休業を終えま

して、１５日に蘭東中学校、向陽中学校から順次始業式を行い、

１６日から順次３学期が始まります。小学校では、１６日に白鳥

台小学校、１９日に地球岬小学校、喜門岱小学校、２１日に大沢

小学校、知利別小学校、陣屋小学校が始業式を行います。他の小

学校は２０日に始業式を行います。中学校では、１５日に蘭東中

学校、向陽中学校で、他の中学校は１６日に始業式となっていま

す。 
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森生涯学習課長  続きまして、生涯学習課に係る行事予定のうち、主なものを御

説明いたします。 

         社会教育の関係ですが、１５日に、自主運営しております悠悠

ライフの教養、書道、華道、カラオケ、舞踊、園芸の各講座の運

営委員さんによる、運営状況の報告、来年度の参加者の募集につ

いての協議などを行う、運営交流会を行います。 

         次に、読書活動推進の関係ですが、９日、子ども干支づくり教

室を開催します。内容は、組み木の牛にヤスリをかけて色を塗る

もので、講師は松原図書館長です。参加料は無料ですが、事前に

電話による申し込みが必要です。 

         次に、市民美術館の関係でございますが、２０日から２月２２

日まで、常設ギャラリーで、市が所蔵しております長谷川遅牛さ

んの作品展を開催します。 

         次に、青少年科学館の関係ですが、１０日から１２日まで、冬

休み科学館まつりを開催します。内容は、万華鏡やアイロンビー

ズなどを作る「工作教室」、ポップコーンを作る「食べ物教室」、

低音、真空、電気の性質などを探る「実験教室」を開催します。

参加は、当日受け付けますが、工作教室の万華鏡づくりは、教材

費として１００円の実費が必要です。 

         以上でございます。 

 

下出青少年課長  続きまして、青少年課に係ります行事につきまして御説明いた

します。１１日１３時から、今年で６１回目となります室蘭市成

人祭が文化センターにおいて開催されます。新成人１３名を中心

とした実行委員会が自ら企画をいたしまして、市内の子どもたち

によります、よさこい演舞、ヒップホップのストリートダンス、

新成人の仲間によるライブ、昨年に続きまして２回目となります

振袖ファッションショーなどで祭典を盛り上げ、大人の仲間入り

を祝おうとするものでございます。本年の新成人は、昭和６３年

４月２日から平成元年４月１日生まれが対象で、初めて平成生ま

れが成人になります。委員の皆様におかれましては、当日御出席

を賜りまして、新成人の門出を祝っていただきたいと存じます。 

     以上でございます。 

 

西里委員長    ただいまの説明について、御質問ありませんか。 
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          （なし） 

 

西里委員長    それでは、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。 

         説明をお願いします。 

 

川本総務課長   報告第３号教育機関等に対する寄附採納の件につきまして御説

明申し上げます。次のページの報告第３号別紙寄附採納状況報告

書を御覧いただきたいと存じます。寄附採納につきましては、４

件でございまして、平成２０年１２月４日に天沢小学校ＰＴＡ会

長様から、児童の授業活動等に利用のため、小型耕運機１台、金

額にいたしまして、１３万１，２５０円相当の御寄附がございま

した。これは、天沢小学校で活用することとしてございます。１

２月１７日には、本室蘭小学校ＰＴＡ会長様から、各種学校行事

の用に供するため体育館用放送アンプ１台、金額にいたしまして、

８万２，３２０円相当の御寄附がございました。これは、本室蘭

小学校で活用することとしてございます。次に１２月１２日にふ

くろうの会代表様から、読書普及のためといたしまして、図書を

３１冊、金額にいたしまして、４６万２，４００円相当の御寄附

がございました。これらは、ふくろう文庫に収められ、市民の読

書普及のために、活用させていただくこととしてございます。次

に１２月２日でございますが社団法人小さな親切運動室蘭支部長

様から、市民美術館入館者のため車椅子１台、金額にいたしまし

て７万円相当の御寄附がございました。これにつきましては、市

民美術館で活用させていただくこととしてございます。 

以上でございます。 

 
西里委員長    ただいまの説明について、御質問ありませんか。 

 

西里委員長    小型耕運機は、小学校で使うんですか。 

 

川本総務課長   学校で花壇とかありますので、子どもたちと一緒に作業するた

めに使用するようです。      

 

西里委員長    その他、何かありませんか。 
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          （なし） 

 

西里委員長    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号室蘭市教育委員会臨時代理の件、室

蘭市学校職員の人事内申の件を議題といたします。 

         説明をお願いします。 

 

松村学校教育課長 報告第４号室蘭市教育委員会臨時代理の件、臨時代理の事項に

つきましては、室蘭市立学校職員の人事内申に関する件につきま

して、御説明申し上げます。臨時代理の内容でございますが、本

件は、知利別小学校校長中川原悟が１２月１６日より病気療養の

ため休職したことに伴いまして、同校に後任の校長を発令するた

め、内申をいたしたものでございます。報告第４号別紙を御覧い

ただきたいと存じます。人事異動の内容でございますが、休職と

なった中川原校長の知利別小学校には、後任として桜が丘小学校

の白戸邦昭校長が、桜が丘小学校には、陣屋小学校の斎藤寛校長

が、それぞれ転任してございます。陣屋小学校校長には、苫小牧

市立苫小牧東小学校の飯田治教頭が昇任で採用されまして、いず

れも平成２１年１月１日付けで発令されてございます。なお、本

件につきましては、平成２０年１２月１９日に、室蘭市教育委員

会教育長に対する事務委任等規則第３条第１項の規定に基づきま

して、教育長において臨時代理したものであり、同規則第２項の

規定に基づき、報告するものでございます。また、本年１月５日

に教育長室におきまして、教育部長及び教育指導参事立会いのも

と、辞令の交付を行ったものでございます。 
以上でございます。 

 

西里委員長    ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 
 
          （なし） 

 
西里委員長    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号室蘭市体育指導委員の委嘱の件を

議題といたします。 
         説明をお願いします。 
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佐藤生涯学習課主幹 
         報告第５号室蘭市体育指導委員の委嘱の件につきまして、御説

明いたします。報告第５号別紙を御覧ください。平成２０年４月

１日付けで、２６名の室蘭市体育指導委員の委嘱を行いましたが、

１０月１日付けで、１名が辞任いたしましたので、後任として、

工藤由香さんに体育指導委員の委嘱を行いましたので、御報告い

たします。 
         以上でございます。 

 

西里委員長    ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 
 
          （なし） 

 

西里委員長    それでは報告第５号は終了します。 
         次は、日程第８、議案第１号平成２１年度教育予算に係る意見

書提出の件を議題といたします。 
         説明をお願いします。 
 
佐藤教育部長   議案第１号平成２１年度教育予算に係る意見書提出の件につき

まして、御説明いたします。本件は、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２９条におきまして、市長が予算を作成する場

合、教育に関する事務については、教育委員会の意見を聞かなけ

ればならないとされておりますことから、意見書として本案を市

長に提出しようとするものでございます。議案第１号別紙を御覧

いただきたいと存じます。教育予算に対する考え方ございまして、

平成２１年度の教育予算の重点要望を取りまとめたものでござい

まして、概略を御説明いたします。参考資料を御覧いただきたい

と存じます。主な事業項目及び予算要求額でございまして、現時

点におきます直近の査定の現状でございまして、今後とも、変動

する可能性がございますので、あくまでも現時点での参考にされ

ますようお願いいたします。また、２１年度の当初予算内示の報

道発表は、例年のとおり来月の上旬を予定してございまして、最

終的には、３月に市議会定例会で議決されるものでございます。

主な項目としまして、１としまして、学校教育事業の促進という

ことで、（１）にありますように、教育研究活動の充実、（２）と
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しまして、私立の専修学校、高校、幼稚園の補助など私学振興の

充実、（８）にございます特別支援教育の推進、（９）の子どもの

安全対策の充実など、全部で１１項目を挙げております。次のペ

ージを御覧ください。２の学校施設・設備の整備としまして、学

校の改修など、環境整備の事業促進、校教具の整備などの３項目

を挙げております。３としまして、旭ヶ丘小学校建設事業では、

平成２２年の開校を目指しまして、御覧のように、校舎棟の建設

とこれに伴う外構整備や備品購入を予定してございます。４の翔

陽中学校建設事業としまして、平成２３年４月の開校を目指しま

して校舎棟の建設をするものでございます。５の学校給食センタ

ー施設・設備の整備では、施設修繕や備品の更新を、６の社会教

育事業の推進では、家庭教育及び女性教育の充実など３項目を挙

げています。７の男女平等参画社会の推進では、情報誌の作成を、

次のページの８の生涯学習活動の推進では、学習情報提供事業の

充実と学習相談体制の整備、９の芸術・文化の振興では、文化活

動の奨励と芸術文化事業の推進を、１０の青少年の健全育成と非

行防止の推進では、青少年団体活動への支援の強化及び地域住民

活動の推進、放課後児童対策など４項目を、１１の社会教育施設

の整備では、文化センター、青少年科学館、図書館の施設整備を、

最後のページでございますが、１２の、スポーツの振興及び施設

整備では、市民スポーツの普及促進及び指導者の育成など３項目

を要望するものでございます。なお、本日審議・決定された意見

書につきましては、来週火曜日、１３日に新宮市長に提出する予

定となってございます。 
         以上でございます。 
 
西里委員長    ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 
 
芝垣委員     参考資料の（２）私学振興の充実で、北斗文化学園と室蘭大谷、

海星学院を見ますと、北斗文化学園が大変多いんですが、何か理

由があるんでしょうか。 
 
松村学校教育課長 来年度、北斗文化学園インターナショナル調理技術専門学校の

大規模な改修をしたいということで、昔の労働基準監督署の跡に

調理師の専門学校を開設しているんですが、１０年経ちまして、

改修を予定していて、その経費の一部を補助したいと考えてござ
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います。 
 
山田教育長    通常の振興補助は３００万、大谷は７００万、海星は６００万、

幼稚園は１１園で５５０万となりますが、幼稚園も１，０００万

多いのは、２つの園で施設改修があるので、限度額５００万とい

うことで１，０００万多いということです。ですから、施設改修

がなければ、大谷、海星が多いことになります。 
 
西里委員長    室蘭大谷と海星学院は、毎年同じくらい金額ですか。生徒の増

減で変わるとかはないんでしょうか。 
 
松村学校教育課長 はい、定額です。今年度から大谷については、１６０万増額し

て７００万円、海星については１５０万増額して６００万円措置

してございます。 
 
西里委員長    増額の理由は、何かあるんでしょうか。 
 
松村学校教育課長 私学は、それぞれ経営が厳しいものですから、生徒募集の際に

例えば、授業料の減免の制度ですとか、学校独自の制度としてや

ることによって、生徒を確保している経緯がございまして、私学

の特色ある教育への支援というかたちで助成しています。 
 
西里委員長    これから私学はどうなんでしょうか。 
 
山田教育長    今までは専修学校の補助はなかったんですが、平成２０年度に、

大谷と海星学園の増額に合わせて、幼稚園も増額していまして、

専修学校も新たに運営補助をしまして、２０年度から私学につい

て力を入れた経緯があります。 
 
西里委員長    これから少子化の問題で、私学をどのような位置付けで、室蘭

として、この２校を必ず維持していくべきなのか。どうなんでし

ょう。 
 
山田教育長    経営に係ることですが、我々としては、維持したいですね。特

色ある学校ということで。 
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西里委員長    いずれどこかで、でてくる問題でしょうね。 
 
山田教育長    一方では、公立高校について、適正な統合などの話しがでてい

ますけれども、室蘭は、ここ何年かは今の状況で整理されていま

すが、大きかったのはやはり商業と東ですね。栄高、清水高も学

級は徐々に減っています。あと、工業高校が、２つの学科をひと

つにするということで、環境と土木が２２年度からですね。 
 
西里委員長    その他、何かありませんか。 

 

黒光委員     社会教育事業関係ですが、これを見ますと、来年度も三市合同

派遣事業があるということですか。 

 

森生涯学習課長  はい、今年も行う予定です。 

 

西里委員長    その他、何かありませんか。 

 

           （なし） 

 

西里委員長    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） 

 

西里委員長    御異議がありませんので、原案のとおり可決することといたし

ます。 

         次は、日程第９、議案第２号室蘭市立学校通学区域規則中一部

改正の件を議題といたします。 

         説明をお願いします。 

 

松村学校教育課長 議案第２号室蘭市立学校通学区域規則中一部改正の件につい

て御説明申し上げます。本件は、平成２３年４月開校の翔陽中学

校設置に係る室蘭市立小中学校設置条例の一部を改正する条例が、

去る１２月１６日、市議会定例会において可決されましたことか

ら、同校の通学区域の設定を行うため、室蘭市立学校通学区域規

則の一部を改正いたそうとするものでございます。改正内容でご
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ざいますが、議案第２号参考を御覧ください。翔陽中学校は、鶴

ヶ崎中学校及び東中学校を統合し新設することから、現在の両校

の通学区域を合わせた区域を翔陽中学校の通学区域として定めよ

うとするものであります。なお、改正規則の施行年月日は、条例

施行日と同じ平成２３年４月１日となってございます。 
以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げま

す。 
 

西里委員長    ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 
 

             （なし） 

 

西里委員長    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） 

 

西里委員長    御異議がありませんので、原案のとおり可決することといたし

ます。 

         次の案件について、お諮りいたします。日程第１０、議案第３

号及び日程第１１、議案第４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） 

 

西里委員長    御異議なしと認め、非公開といたします。説明員及び記録員を

除くその他の方は退場してください。 

 

           （以下非公開） 

 

西里委員長    以上で、本日の日程は全部終了しました。 

これをもちまして平成２１年第１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。 

 

 

室蘭市教育委員会委員長  西 里 弘 二 

 

室蘭市教育委員会委員    山 田  進 

 

会 議 録 調 製 員     川 本  修 

                                             


