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平成２１年第２回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２１年２月５日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後７時１０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 續石委員 芝垣委員 黒光委員 山田教育長 
 
５  説明員 佐藤教育部長 酒井教育指導参事 川本総務課長 豊田総務課

主幹［学校施設・施設適正配置］ 市橋総務課主幹［学校施設・

施設適正配置］ 松村学校教育課長 根塚指導主事 森生涯学習

課長 萩原生涯学習課主幹[文化振興] 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] 山下生涯学習課主幹

[読書推進] 下出青少年課長 田中青少年課主幹 吉野学校給

食センター所長 真野学校給食センター主幹 
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西里委員長    ただいまから、平成２１年第２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、芝垣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１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号室蘭市教育委員会２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。初入学児童の一日入学でございますが、２日から１９日まで

の期間各小学校で行われます。この一日入学ですが、保護者への

入学説明と同時に行われまして、新１年生は在校生との交流、学

校によっては体育でのゲームや図工などの授業を一緒に体験した

りしまして、４月からの学校の雰囲気を味わってもらうようなも

のでございます。２日に日新小学校、４日には知利別小学校と喜

門岱小学校で行われております。最後の１９日には、桜が丘小学

校と中島小学校で行われる予定となってございます。１月２２日

に来年度新１年生予定者７６６人に入学通知書を発送してござい

ます。 

以上でございます。 

 

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、１３日に第６回の室蘭市社会教育委員

の会定例会を開催します。また、２５日に４回目で今年最後の児

童子育てサロンを開催します。健康づくり課の管理栄養士、保健
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師を講師に迎え、子どもの成長と食育をテーマに調理実習も交え

て話し合っていくものです。 

         次に、読書活動推進の関係ですが、毎週木曜日と土曜日に開催

しておりますふくろう文庫ミニ特別展ですが、５日から４月末ま

では、宮本三郎さんの画集「花と風景と女」全３０枚を入れ替え

ながら展示してまいります。また、２８日１３時３０分から２時

間程度、図書館本館講堂において、子どもきり絵教室を開催しま

す。今年の干支の牛をカッターで切り出し、背景をつけて台紙に

貼って完成させるものです。対象は小学生で２５人を公募いたし

ます。 

         次に、市民美術館の関係でございますが、３日から１５日まで、

第２６回市民ギャラリーをオープンギャラリーで開催しておりま

す。今回は、絵画２４点、書５点、写真７点、工芸７点の計４３

点の応募がありました。なお、最終日の１５日には、優秀な作品

の表彰式を行います。 

         最後に体育施設の関係ですが、２２日にだんパラ高原運動広場

で「２００９雪中キックベースｉｎむろらん」を開催します。参

加者の健康保持と相互の親睦を図るもので、小学生の部と一般の

部合わせて先着２０チームを募集しています。参加料は１チーム

２千円で、体育館と入江温水プールで１９日まで受付けています。 

         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。２０日午後３時から青少年研修センターにおきまして、

本市の青少年の指導、育成、保護などに関する総合的な事項を協

議していただいております、室蘭市青少年問題協議会の健全育成

部会と補導活動部会の第３回合同部会の開催を予定してございま

す。既に部会ごとに２回の会議を開催しておりますが、今回は今

年度の事業報告と来年度の推進目標などについて、審議をしてい

ただくために合同で開催をすることにしてございます。 

     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。 

 

          （なし） 
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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２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２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、

１件でございまして、１月１５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２８冊金額にいたしまして２

０万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

ております。 

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。 

 

          （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、議案第１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。 

         説明をお願いします。 

 

松村学校教育課長 議案第１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御説明申し上げます。本件は、登別

市の一部地域に居住する児童生徒、具体的には登別市美園町６丁

目１２番地以北に居住する児童生徒を本市の小中学校に就学させ

るための協議内容について、協議書の期間が平成２１年３月３１

日をもって満了となることから、この期間を更に１年間延長する

ために提出するものであります。協議書の内容につきましては、

議案第１号別紙を御覧ください。第１条から第６条までございま

す。この中で、第２条第２項では、本市の受け入れ校として小学

校は水元、中学校は東明を規定してございます。第３条では就学

を認める期間を１年間と定めております。第４条では、本市の受

け入れにかかる経費の負担について、毎年５月１日現在の児童生
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徒数に基づき、登別市の負担とする旨を定めておりまして、具体

的には議案別紙に添付しております参考１、参考２就学に要する

経費算定基準を御覧いただきたいと存じます。小学校及び中学校

双方ございますが、内容的には同じでございます。まず、教育費

児童一人当たりの負担金を算定し、普通交付税として措置されて

いる需要額を差し引いた額が、登別市が負担すべき一人当たりの

単価としてございます。参考までに、平成２０年度の小学校一人

当たりの単価は１０万円、中学校では１３万７，０００円となっ

ており、また受け入れ数では、小学校が８人、中学校が３人とな

ってございまして、総額で１２１万１，０００円の負担金となっ

ております。なお、平成２１年度における受入数は、小学校が９

人、中学校が２人の予定でございます。 
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。 
 
黒光委員     これは、何か理由があるんでしょうか。 

 

松村学校教育課長 本来、地域の学校が基本でございます。本市においても通学区

域を定めております。ただ、この地域につきましては、例えば、

小学校では直近の小学校は、登別市の調査によりますと、若草小

学校、直近の中学校は鷲別中学校ということで、小学校は歩いて

２．７ｋｍ前後、中学校では３ｋｍ前後の通学距離がございまし

て、それを本市の水元小学校に通学しますと１ｋｍ以内、中学校

につきましては１ｋｍ前後で通学できますので、利便性ですとか

の関係で登別市から申し出があったと聞いています。 

 

西里委員長    室蘭市で小学校の統廃合が進んで、通学区域が変わるなどして、

スクールバスになると、こういうことはなくなるんですかね。 

 

松村学校教育課長 例えば、統合が進んだときに、登別市教育委員会がどのように

考えるかが大事なことかと思いますが、通学バスを走らせるとな

れば、状況も変わってきますね。 

 

芝垣委員     この地域は、まだ話しも出ていませんよね。 
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松村学校教育課長 はい、まだです。 
 
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６、議案第２号平成２１年度室蘭市学校給食費等

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２号平成２１年度室蘭市学校給食費等の件につきまして

御説明申し上げます。 

平成２１年度の学校給食費につきましては、昨年１１月２０日

に室蘭市学校給食運営協議会に諮問し、最終的に去る１月２９日

にお手元に配付の試算案に基づき審議をいただきました結果、参

考６にございますように、１食平均額は小学校では２１９円、中

学校では２６４円との答申を、翌日の３０日にいただいた次第で

ございます。学校給食費につきましては、次のページの参考７に

ございますが、学校給食センター条例の第５条に規定があります

ように、教育委員会が定めることとなっておりますことから、答

申の内容どおり御提案申し上げる次第でございます。学校給食費

の１食単価でありますが、主食であるパン・米・牛乳などの基本

物資と、副食・温食で構成される一般物資の合算した価格により

求められてございます。本市においては、平成１０年度から１食

単価として小学校で２０６円、中学校は２４８円で据え置いてお

ります。本年度におきましては、予想もしなかった世界的な原油

価格や穀物相場の高騰を受け、食材の材料たる食料品の物価指数

が大幅に上昇し、１９年１１月と２０年１１月の比較では、２．

９％の増となった次第であり、これら食料品の物価の上昇は、一
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般物資たる賄い材料の購入価格の大幅なアップに繋がり、給食の

献立作成にあたりましては、栄養バランスを考えながら、現行学

校給食費の価格の範囲内でやりくりしておりますが、献立作成が

非常に難しい実態であり、限界の状態に至っているものと判断し

ているところでございます。それでは、給食センター所長から説

明させていただきますので、よろしく御審議くださいますようお

願いいたします。 

 

吉野学校給食センター所長 

それでは、資料に基づいて、来年度の試算案を説明させていた

だきます。最初に、パンや米などの基本物資でございますが、参

考１の基本物資単価比較平成２１年度と平成２０年度の基本物資

単価比較表を御覧ください。今年に入り、１月９日に、基本物資

として道内市町村に統一価格により供給していただく財団法人北

海道学校給食会において、来年度の基本物資、特に主食であるコ

ッペパン、黒糖パン、米飯の来年度価格動向が示されたところで

ございますが、小学校のコッペパンにつきましては、昨年度と比

較しまして、原材料の小麦をはじめ、搬送・供給等の経費も値上

がりし、示された来年度単価は、４３円２４銭から４８円６４銭

に値上げとなってございます。また、黒糖パンにつきましても、

同様に、４９円９０銭から５５円３８銭に値上げとなっておりま

す。また、米飯につきましても、５１円５０銭から５４円０７銭

に値上げが示されたものでございます。中学校でも同様であり、

コッペパン、黒糖パン、米飯いずれも値上げが示されたものでご

ざいます。また、この資料では、牛乳の来年度価格が示されてい

ませんが、この価格は北海道からの提供価格が今年３月頃に示さ

れる予定でございますが、今までの情報では１，０００ｃｃで１

０円程度の値上がりが予想されることから、本市では、２００cc
を提供しておりますので、２円の増と見てございます。次に、参

考２学校給食費の平成１９年度確定額、２０年度見込み額及び平

成２１年度試算額と記載した資料を御覧ください。２１年度の学

校給食費の試算額の算定をする際、平成１９年度の確定額と平成

２０年度の見込み額をベースとしまして、来年度である平成２１

年度の試算額を算出した表でございます。基本物資の内訳単価の

パンのうち、コッペパン、黒糖パンと、米飯の新単価については、

ただ今参考１で説明した、北海道学校給食会で示された値上げさ
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れる供給価格を使用しております。また、パンのうち、残りの菓

子パンやパン･米飯の加工料並びにパン包装料などは諸物価上昇

分を見てございます。牛乳については、２円アップの上昇を加味

しております。また、本年度の実態をお話させていただきました

が、平成２０年度の状況につきましては、先ほど説明しましたよ

うに、食材の高騰により苦しい状況の中やりくりし例えますと、

パンの１９年度と２０年度の内訳の回数を見てほしいのですが、

安い価格であるコッペパンの回数を３４回から４３回に増加した

り、その分逆に、高いメロンパン等の菓子パンを２８回から１９

回に減らしたり、またパン･米飯加工料の内訳にあるように、単

価の高いスライス加工や背割加工を、１９年度の２３回から１２

回に減らすなど工夫をして、やりくりしてございます。こうした

背景を受け、２１年度の学校給食費の考え方は、パンについては、

コッペパン、黒砂糖パンの提供回数を１９年度並みの回数を維持

できるよう、また特に、子ども達から希望の多いメロンパン等の

菓子パンについては、１９年度の提供回数を維持する考えであり

ます。また、加工料にあるように、子ども達に人気のスライス加

工や背割り加工の回数も、１９年度並みの回数を維持したいと考

えています。以上のような考えで、基本物資の１食単価を試算い

たしますと、９９円２３銭との試算結果でございます。本年度２

０年度と比較して７円２５銭のアップであります。次に、温食、

副食、いわゆる汁物とおかず類である一般物資でございますが、

平成２０年度における一般物資については、予想外の食料品の高

騰による賄材料の値上がりを受け、鶏肉を高い国産をやめブラジ

ル産を使用したり、やきとり丼の提供回数を年２回から 1回にす

るなど、栄養バランスを考えながらも安い食材を工夫しながら、

現行の学校給食費の価格の範囲内でやりくりしておりますが、非

常に困難な実態となっているところでございます。このため、一

般物資の工夫も限界であるとの判断のもと、基本物資と同様の考

えで、一般物資も１９年度における提供、種類を可能な限り維持

したい考えであります。先ほどの例でいけば、安心・安全の面か

らも鶏肉をできるだけ国産に戻したり、やきとり丼の提供回数を

年２回に戻すなどの考えであります。このように、２１年度では、

可能な限り１９年度における実績を維持したい考えから、１９年

度からの消費者物価指数と食料品指数の動向や、来年度の消費者

物価指数の予想などを勘案した算定によりアップ率を求めた結果
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２．７％増と見込まれますことから、このアップ率を、１９年度

の１食当たりの単価である１１６円２８銭に対して乗じました結

果、御覧のように１１９円４１銭との試算結果でございます。本

年度２０年度と比較して５円３９銭のアップであります。以上の

結果、合計にありますように、小学校の学校給食費の１食単価は、

基本物資が９９円２３銭、一般物資が１１９円４１銭、合計して、

２１９円と試算したところであります。本年度２０年度と比較し

て１３円のアップであります。続きまして、参考３の中学校を御

覧ください。中学校も小学校と同様な考え方で、可能な限り１９

年度の実績を確保する考えで算定しました結果、基本物資が１０

８円０８銭、一般物資が１５５円７４銭であり、合計して中学校

は、２６４円と試算したところであります。続きまして、参考４

を御覧ください。道内他都市における学校給食費の改定動向でご

ざいます。現時点、正確には本年１月２６日現在における道内他

都市の改定動向の調査結果でございます。御覧のように、本市の

ように共同調理場方式、いわゆる給食センター方式で、各学校に

給食を提供している市が、道内では２８市ございます。ただ、米

印で表示している函館市、小樽市などの５市では、共同調理場方

式に加え、学校の調理場で給食を提供する単独校方式を併用して

ございます。また、日額給食費１食平均額では、一番上に記載の

本市が、道内では、２７番目に記載の帯広市に次いで低い状況が

お分かりと思います。この２８市のうち、平成２０年度に学校給

食費の値上げを改定した市は、御覧のように登別市等７市であり、

その際のアップ率を表示させていただきました。また、２１年度

への考え方でございますが、改定を予定している市は、本市を含

めて１７市であり、検討中と伺っている市が、小樽市、砂川市の

２市で、いずれも２０年度に上げた市であり検討を加えているも

のと推測されます。また、改定を予定していない市は、苫小牧市

など９市でございます。なお、この数字は、あくまでも現時点で

の聞き取り調査でありますので、今後変更も当然あり得るもので

ございますので、よろしくお願いします。最後に、参考５の平成

２１年度室蘭市学校給食費を御覧ください。これは、参考２と資

料３の試算結果をまとめたものでありますが、御覧のように小学

校では、１食平均額が２０６円から２１９円で１３円アップ、中

学校では、１食平均額が２４８円から２６４円で１６円アップで

あり、年額は各学年で給食回数が異なりますが、年額にしてそれ
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ぞれ、記載のとおりでございます。以上が、来年度の学校給食費

における試算内容であり、考え方でございます。以上でございま

す。 

よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 
 
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。 
 
黒光委員     ある新聞を見てびっくりしたんですけれど、食材など１３％位

値上げしているので、１５％を検討しているということだったの

で。 
 
山田教育長    その件については、我々も抗議したところですが、単に一部の

物価が１３％だから１５％にならない訳で、きちんと取材があれ

ば試算方法などについて詳しく説明したんですが、まったく根拠

のないことです。 
 
黒光委員     １食あたり２０６円では、本当に大変だと思っていましたので、

抜本的にもっとぐんと上げてしまうとか、地元の食材だけ使って

みるとか、ＰＴＡなどから意見が出て変わるのかと思っていたん

ですが、結局は現行の状態を維持する程度とのことで、それで納

得しているのであればいいのかとは思うのですが、コッペパンは、

残ることはないですか。 
 
佐藤教育部長   やはり、コッペパンだけでは子どもたちの嗜好の関係で、残食

が増えていることは事実です。資料にもありますように、コッペ

パン単独ではなくスライスにしまして、食パンのように食べやす

くしたり、背割り加工をして中にやきそばを入れて食べたり、今

の子どもたちの嗜好に合った工夫をしていますが、１９年度に２

３回維持できたものが、２０年度には１２回の見込みでございま

すので、せめて１９年度並みの回数を維持してほしいという要望

もございますので、我々としましても同様の考えでございます。 
 
續石委員     道内で室蘭市が、一番１食当たりの単価が安いですね。 
 
佐藤教育部長   道内では２８が、いわゆるセンター方式、共同調理場方式でや

っていますが、厳密にいいますと、帯広市が室蘭市よりも低いん
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ですが、御覧のように２１年度１７市が値上げとなりますと、室

蘭市のアップした結果が、最終的には下のほうであることは間違

いないかと思います。 
 
續石委員     中身が違うんでしょうか。 
 
佐藤教育部長   はい、違います。例えば、登別市と室蘭市でいいますと、登別

市はフライヤーという揚げ物の機械がありませんので、揚げ物は

外部発注になってしまったり、機械設備の関係で微妙に価格は違

います。 
 
山田教育長    給食費は、設備とか人件費は全部税金ですので、あくまでも賄

い材料で、加工料も含めてですので外部発注も加工ですから、給

食費に反映することになります。あるいは、小さい市ですと地元

の食材を使って、割高になったりということもあります。登別市

も確か、特定メーカーの牛乳を使って、１円か２円高いというの

があります。 
 
佐藤教育部長   伊達、壮瞥の協同組合では、地元の野菜をたくさん使うことで

割高になってしまいまして、地産池消の関係もございますので、

それぞれの町は、それぞれの工夫をして今日の価格に至っている

のが現状でございます。 
 
芝垣委員     コッペパンだとか、私たちの年代の食生活と違って、食べやす

いように工夫されて評価しています。話しは変わりますが、この

間の新聞報道に対して、新聞社に抗議をされましたが、その結果

はどのような回答なんでしょうか。 
 
山田教育長    回答はありません。話しはしたんですが、取材をした結果とい

うことで、訂正する気はないとのことです。 
 
芝垣委員     事実上、教育委員会に取材はあったんですか。 
 
山田教育長    話題がなくて、給食センターに取材したということです。 
 
芝垣委員     こういうことに対して、市民は関心を持ってシビアになるもの
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ですから、取材がどこまで正しくあったのか、取材源はどこなの

か新聞社は言わないんですか。今後の委員会などに差し支えます

から、教育長は機会あるごとに、報道機関に話したほうがいいで

すね。 
 
續石委員     協議会で、十分練られた結果ですので尊重したいんですけれど

も、３つほど要望です。ひとつは、安全な食材を使っていただき、

安全性については、気を配っていただきたいことです。次に、残

食ですが、せっかく作ってカロリー計算をして残食が多いという

ことになると、まったくの無駄ですのでデータを取って対策を講

じていただきたいということです。もうひとつは、給食費の滞納

の問題ですが、払えるのに払わない方に対しては、厳しく対応し

ていただきたいと思います。 
 
佐藤教育部長   委員から３点の要望がございました。確かに安全、安心な食材

を提供するのは給食センターの使命でございますので、職員一丸

となりまして、今後とも気をつけてまいりたいと考えてございま

す。残食につきましても、栄養士さんがカロリー計算に基づきま

して、限られた予算の中でやりくりして提供していますけれども、

栄養士さんの話しによりますと、今の子どもは和食をほとんど食

べないということで、煮物とか魚、味の薄い野菜炒め、みそ汁ま

で食べないということで、何故かといいますと、普段提供されて

いないということで、家庭にも問題があるのかと考えてございま

すので、給食の試食会など回数を増やしながら、学校給食は食育

の場でございますので、食を通して人間性を高めるという目的が

ございますので、２０年度から栄養教諭を３名配置して、各学校

を回って食育指導してございますので、より力を入れてまいりた

いと考えてございます。最後の滞納の問題につきましては、御指

摘のとおり現状におきましては、９７％は完納しておりますが、

残り３％の滞納理由ですが、例えば全国的に報道された結果、滞

納者が全国にこんなにいるのに、私だって払わないというのがひ

とつです。もうひとつは、学校給食の法律の精神でいいますと、

払う、払わないに係らず提供しなければならないということで、

払わなくても給食の停止はされないだろうという前提で払わない

家庭が増えている状況です。分納制度などの相談にも応じない、

ただ滞納を続けている家庭は、法的な手段の中で今後とも強化に
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努めていきたいと考えてございます。 
 
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。 

         次は、日程第７、平成２１年度教育行政方針案について議題と

いたします。 
         説明をお願いします。 
 
佐藤教育部長   それでは、私から簡単に御説明申し上げまして、酒井参事から

詳細に御説明いたします。お手元に平成２１年第１回市議会定例

会教育行政方針説明（案）室蘭市教育委員会平成２１年２月２６

日という表紙で１０ページの資料をお渡ししてございます。３月

議会におきまして、教育行政方針を示すものでございますけれど

も、作成に当たりましては、担当課長を中心に、学校教育、社会

教育全般につきましてまとめてまいりました。始めに、１ページ

では教育環境をめぐる状況について述べております。２ページで

は学校・家庭・地域が一体となって進める、うるおいある活きた

学力の育成と思いやりのある豊かな心と健やかな体の育成という

ことで、本市の全国学力・学習状況調査の結果の活用や、子ども

の学力の向上など、喫緊の教育課題について第１番目に示してお

ります。第２としまして、５ページで安心・安全に学べる教育環

境の整備ということで、不審者被害の防止や、第２期適正配置計

画に関わる学習環境の整備をはじめとした、教育環境全般につい

て述べてございます。第３としまして、８ページで人生をより健

康で豊かな充実した生活を過ごすための生涯学習の推進というこ

とで、入江陸上競技場の第２種公認継続への改修整備をはじめと

した、生涯学習、社会教育分野を中心に述べてございます。現在、
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案の段階でございまして、委員の皆様の御意見をいただきながら

整理をしてまいりたいと考えてございます。今回の教育行政方針

は、各課長との連携の中で素案をまとめました。これから、酒井

教育指導参事よりさらに重点的な項目につきまして、詳細な説明

をさせていたしますので、委員の皆様の御意見をいただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 
 
酒井教育指導参事 それでは、私から平成２１年度教育行政方針の重点的な項目に

つきまして、御説明させていただきます。 
始めに、２ページになりますが、重点の１でございます。学校・

家庭・地域が一体となって進める、うるおいのある活きた学力の

育成と思いやりのある豊かな心と健やかな体の育成であります。

学社の融合が叫ばれて、かれこれ１０年が経とうとしております。

教育基本法の改正によりまして、その第１３条には、学校・家庭・

地域の相互連携と協力のもと、それぞれの役割と責任が明記され

たところでございます。これらを踏まえまして、タイトルにつき

ましては、うるおいのある活きた学力の育成としたものでござい

ます。この三者の関係が、各々の役割と責任のもと、うるおいの

ある望ましい関係のもと、またそこから生まれる活力のある力を

活かして子どもたちの健全育成を目的として、知・徳・体のバラ

ンスの取れた教育を目指すものでございます。３ページを御覧く

ださい。本市の学力の状況についてでございますが、学習面にお

いては、小中学校とも、活用に関する事柄や、小学校６年生算数、

知識の問題の中の、例ですが、３＋２×４の正答率が本市は６５％

であったということも踏まえまして、様々な課題がわかったとこ

ろであります。また、生活習慣につきましても、小中学校とも携

帯電話の所持率が全国平均より６から１０％高いこと、また家庭

での学習時間が全国より少ないことなどの実態がわかったところ

でございます。これを背景に、教育委員会としまして２つの学力

向上のプランの実施を取り上げたところであります。その１とし

まして、平成２１年度から３ヵ年の計画で、小学校３年生、５年

生、中学校２年生全員を対象に、学力の基盤となる国語と算数、

中学校では国語、数学、英語において標準学力調査を実施するこ

ととしたところでございます。設定理由としましては、市議会は

もとより、市民や保護者の関心が増大していること、学校教育法

の改正に伴いまして、今後学校は、様々な評価に基づいた改善が
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求められまして、より客観性のある情報の提供を家庭や地域に伝

えることが求められております。行政としましても、その役割と

責任を果たすことが重要と考えてございます。また、公教育の立

場として、教育の質や水準を向上し、保証するという観点におき

まして、児童生徒の発達段階に応じて、定期的な学年において、

この標準学力調査を実施し、学習到達度を評価する中で、普段自

校で行われている評価と併せながら、より客観的な資料として活

用していただき、普段行われている学習指導とこの評価との一体

が一層図られることと思います。この資料を児童や保護者に提供

し、生活習慣等と併せて指導することによりまして、家庭の教育

力の醸成を促し、学力の向上に期するものと考えているところで

ございます。一般報道にございますような、全国学力テストのた

めの学力調査の意味合いでは決してございませんので、ここで改

めて申し上げておきたいと思います。このような取り組みのなか

で、保護者への説明責任をする上でも、大切になってくると思い

ますし、学校におきましても適切な助言ができるものと考えてご

ざいます。４ページを御覧ください。学力向上の２つ目として、

よりわかる、楽しい授業や学習を進めるため、指導方法の工夫改

善と学力向上の研究として、市内小中学校各１校を研究奨励校と

して指定し、先進的に研究を進める中で、教員の授業力の向上や

資質の向上を図ってまいります。また、心の育成の部分では、体

験的な学習を積極的に取り入れるなど、あるいは、最近子どもた

ちが苦手としている人間関係づくり、道徳の教育を推進しながら、

思いやりのある豊かな心を育み、食育も含めまして、健やかでた

くましい体の育成に努めてまいりたいと考えてございます。また、

学社の融合、学校教育と社会教育の連携の立場から、各学校や家

庭以外から力を求めていかなければならない状況となってござい

ます。特に、学習時間の確保や基本的生活習慣の定着が十分でな

い状況が明らかになってまいりました。この改善に向けて学校・

家庭・地域が共に歩む教育環境づくりを推進するために、家庭教

育セミナーの充実であるとか、学校支援地域本部事業を港北中学

校区をモデル地区に指定しながら、一層学校教育と社会教育の連

携を図ってまいりたいと考えてございます。５ページを御覧くだ

さい。特別支援教育ですが、最近発達障害の部分で研究が進む中

で、認知の件数も増えてきているところでございます。教育相談

や指導体制の充実をしながら、特別支援教育支援員配置の工夫拡
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充を進めてまいりたいと考えてございます。また、特色ある教育

活動の展開でございますが、ものづくりのまち室蘭に関連する事

業として、室蘭工業大学との連携や環境に関連した教育の実施な

どに努めてまいりたいと考えてございます。私学の振興でござい

ますが、特色ある高等学校・専修学校への支援の他、今年度につ

きましては、老朽化に伴う大規模改修事業に対する支援の拡充を

図ってまいりたいと考えてございます。 
重点の２についてでございますが、安心・安全に学べる教育環

境の整備でございます。６ページを御覧ください。不審者被害件

数についての実態でございますが、不登校児童生徒や虐待、いじ

めの件数は増加傾向にございます。また、最近新たな傾向として、

ネット上での誹謗中傷など新たな問題や薬物乱用に関わる問題行

動が心配されているところでございます。引き続きその防止に向

けた指導の充実を図ってまいりたいと考えてございます。不審者

対策におきましては、地域安全パトロール隊の新規の部分がござ

いますので、さらに拡充してまいりたいと考えてございますし、

不審者情報をメールで知らせる不審者防犯システムの登録者の拡

大に努めてまいりたいと考えてございます。いじめ、不登校の問

題ですが、引き続き年 2 回以上の定期的な調査を実施し、要保護

児童対策地域協議会と連携しながら、早期発見に努め、子どもの

安全確保に万全を期してまいりたいと考えてございます。７ペー

ジを御覧ください。放課後の児童対策についてでございます。今

年度は、スクール児童館、児童クラブの土曜日及び夏休み等の長

期休業期間の開設時間の拡大をしてまいります。学校給食につき

ましては、先ほど、説明がありましたので、省略させていただき

ます。次に第２期適正配置に関わる学習環境の整備についてでご

ざいますが、旭ヶ丘小学校につきましては、平成２２年４月開校

に向けて校舎棟を完成させるとともに、外構整備に着手し、翔陽

中学校については、平成２３年４月開校に向けて校舎棟の建設に

着手してまいります。また、中央・港南地区の４小学校、２中学

校の統合につきましては、平成２１年度に統合推進協議会を設置

し統合中学校の基本設計に着手してまいります。さらに、第３期

以降の適正配置計画につきましても、耐震診断の結果を踏まえま

して検討してまいります。なお、複式学級が予想されます常盤小

学校は、現状を把握する中で、学習環境の維持に努めてまいりた

いと考えてございます。 
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重点の３でございますが、８ページを御覧ください。人生をよ

り健康で豊かな充実した生活を過ごすための生涯学習の推進であ

ります。本市の社会教育を推進する基本的方向を示す指針となる

室蘭市社会教育振興計画に基づき、総合的に推進してまいりたい

と考えてございます。文化振興につきましては、昨年度開館した

室蘭市民美術館につきましては、児童生徒を含めた広く一般市民

の芸術活動における発表の場として、関係団体と協力しながら、

地域に密着した美術館を展開してまいりたいと考えてございます。

また、本市の歴史的遺産を大切にする取り組みとして、文化財の

整備拡充を図るとともに、民俗資料館の利用促進につきまして、

魅力ある講座の充実に努めてまいります。図書館につきましては、

学校・家庭・地域と連携しながら、子どもが読書に親しむ機会の

充実を図るとともに、図書館ボランティアの拡充に努めてまいり

ます。男女平等参画社会の形成につきましては、市民が参加しや

すいフォーラムの開催などによりその意識づくりに努めてまいり

ます。次にスポーツ振興についてでございますが、入江陸上競技

場の改修整備に取り組み、２種公認を継続するとともに、今後と

もスポーツ施設の整備拡充を図り、市民がスポーツに親しむ機会

の拡大や、全国・全道規模の大会や合宿の誘致を進めてまいりた

いと考えてございます。また、各種社会教育施設の指定管理者と

は、定期的な協議を行い、利用者のニーズに応える魅力ある施設

運営に今後とも努めてまいりたいと考えてございます。 
簡単、雑ぱくで申し訳ありませんが、平成２１年度の教育行政

方針について説明させていただきました。よろしく御審議をお願

いいたします。 
 
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。 
 
續石委員     細かいことで、申し訳ございませんが、７ページから８ページ

の常盤小学校の複式学級についてですけれども、現状を把握する

中で、学習環境の維持に努めるというのは、イメージが浮かばな

いんですが、複式学級を導入せざるを得ないということなのか、

導入しないということなのか、どういうことでしょうか。 
 
酒井教育指導参事 規模的に今の現状では、１名足りないものですから、複式学級

にならざるを得ない状態です。できる限り加配の教員ですとか、
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非常勤講師を配置したり、また発達障害の子どもが１学級に複数

名いるものですから、支援員を増員するなど課題を解決しながら、

学習環境を整えていきたいと考えてございます。 
 
西里委員長    その他、何かありませんか。 
 
黒光委員     パイロットスクールの授業を見せていただいたんですが、先生

たちがとても熱心で、生徒も和やかにグループ討議をしていたん

ですが、楽しくて良く覚えるのではないかと思うのですが、授業

時間の確保は大丈夫なんでしょうか。 
 
酒井教育指導参事 授業時数の確保につきましては、今のところ各学校余裕がある

中で授業をしていますので、１日２、３時間の研究の分につきま

しては、余剰時間の中でやっていけます。 
 
黒光委員     教科書をあんなに親切に丁寧に教えて、教科書を全部消化でき

るんでしょうか。 
 
酒井教育指導参事 研究授業のための授業も想定してやっている部分もあるんです

が、２ヵ年計画で研究目的に添って研究を進める中で、公開研究

は、一部の授業公開なんですが、学校ではその他にも、学校内の

研究授業を設定する中でやっています。 
 
黒光委員     普段は、あんな風にはできていないということですね。 
 
酒井教育指導参事 はい、ただパイロットの部分では、やや近い状況で研究が進め

られていると思っています。 
 
黒光委員     あんなに一生懸命教えていただけると、学校では申し分ないと

思って見て来たんですが、家庭教育が駄目なのでしょうか。この

間、学校医の表彰で歯医者さんのお話を聞いて、歯磨きもきちん

とできていなくて、小学校の時点で総入れ歯のような状況を聞い

て、家庭力が落ちていると思ったものですから。 
 
西里委員長    細かいことですが、１ページの学校教育では、未来を担う子ど

もたちに、「に」となっていますね。２ページの、社会教育では
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市民一人ひとりが、「が」となっていますね。一方は子どもに、

このことをさせます。一方は市民が、こうできるように環境を整

備します。読んで違和感はないですけれども、文章として繋ぐの

であれば統一したほうがいいのかと思うんですけれど。もうひと

つは、「生きる力」に、もう少し何かしらあってもいいような気

がします。 
 
酒井教育指導参事 はい、わかりました。 
 
芝垣委員     教育委員会の大きな方針ですから、多少抽象的な表現でもやむ

を得ないですね。基本的な３つの方針は間違ってないですね。 
 
西里委員長    その他、何かありませんか。 
 
           （なし） 
 
西里委員長    それでは日程第７は、終了します。 
         次の案件について、お諮りいたします。日程第８、報告第３号

及び日程第９、報告第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２回室蘭市教育委員会定例会を

閉会いたします。 
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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    芝垣 美男 

 

会 議 録 調 製 員     川本  修 

                                             


