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平成２１年第３回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２１年３月５日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後６時４０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 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[読書活動推進] 山下生涯学習課主幹[読書活動

推進] 下出青少年課長 田中青少年課主幹 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３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、黒光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２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３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。中学校、小学校の卒業式と３学期の修了式でございます。中

学校の卒業式につきましては、１３日と１４日でございまして、

北辰中学校が１４日でございます。他の中学校は全て１３日とな

ってございます。小学校の卒業式につきましては、１７日から２

１日まででございまして、１７日が水元小学校、１８日が知利別

小学校、１９日が１３校ございます。２０日が絵鞆小学校、高平

小学校、白鳥台小学校、桜が丘小学校、２１日土曜日が喜門岱小

学校となってございます。３学期の修了式は２５日に市内小中学

校で一斉に行われることとなってございます。 

         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。 

まず、社会教育の関係でございますが、１９日に、今年度第６

回目の胆振管内社会教育主事等研修会が本市で開催されます。今

年度の研修テーマは「変革の時代における社会教育行政の役割・

地域課題の解決をめざす社会教育事業のあり方」で、今回は、管
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内の社会教育主事など２０名ほどがテーマに沿って演習などを行

います。本市からは、「市民美術館オープンまでの経緯」を実践

発表します。 

次に、男女平等参画推進の関係ですが１日付けで、情報誌アバ

ンセの第４号を発行しました。今回は、昨年９月から１１月にか

けて開催した男女共生セミナーの概要を紹介しています。配布先

は関係機関や団体のほか、町会・自治会、市内の事業所などです。 

次に、女性センターの関係ですが、１３日に、再就職準備セミ

ナーを開催します。室蘭公共職業安定所統括職業指導官の小倉裕

之さんを講師に、地域の雇用状況の説明や面接時のマナー、自己

アピールの方法、職務経歴書の書き方などを指導していただきま

す。 

最後に、市民美術館の関係です。１０日から来月１９日まで、

所蔵作品展「人物・静物画展」を開催します。西村貴久子の帝展

初入選作である「Ｆ嬢」から、写実の巨匠と呼ばれた伊藤正の代

表作まで、本市のコレクションを展示するものです。 

以上で室蘭市教育委員会３月行事予定の件の説明を終わります。 

 

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、

２件でございまして、２月２日に大同電設株式会社代表取締役様

から児童生徒の安全を守る地域活動に寄与するためといたしまし

て、黄色の防犯パトロール用キャップ２００個、金額にいたしま

して２０万円相当の御寄附がございました。これらにつきまして

は、町会等のパトロール組織で子どもたちの登下校時に活用して

いただくこととしてございます。次に２月１３日にふくろうの会
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代表様から読書普及のためといたしまして、図書を５４冊金額に

いたしまして３１万２，０００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号平成１９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の作

成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１９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の作成の件について、

御説明申し上げます。 

本件は、下段提案理由に記載のとおり、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２７条の規定に基づきまして、その権限に

属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行うと

ともに、その結果についての報告書を作成したいことから、本案

を提出しようとするものでございます。なお、この評価につきま

して、法律は平成２０年４月施行となっておりますことから、今

後は、毎年行う必要がございまして、今年度中に前年度実績の取

組状況を議会へ報告及び公表を行うことが必要とされてございま

す。このことから、本市といたしましては、決算が終了して完結

した、前年度であるところの平成１９年度の事務・事業を対象と

しているものでございます。本来は、決算に対応した市議会への

報告は、第３回市議会定例会である９月議会に報告すべきであり

ましたが、この度は初年度であり、報告書の作成方式が国から示

されず、各地方自治体独自の考えによることから、他都市の状況

等を参考にするなど時間がかかりましたことから、報告が遅れま

したことにつきましては、反省をしているところでございます。

こうしたことから、本日の定例会での提案となりましたが、来年
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度以降は、決算委員会前の９月議会である第３回市議会定例会に

報告すべく作業を進めて参りますので、御理解をよろしくお願い

します。 

それでは、この度の点検及び評価報告書の概要についてでござ

いますが、事前にお渡ししております６１ページからなります、

点検及び評価報告書を御覧いただきたいと存じます。目次のペー

ジでございますが、大項目１、点検・評価制度の概要には、１経

緯、２目的、３対象事業の考え方及び４学識経験者の知見の活用

が記載されておりますが、後ほど説明させていただきます。次の

大項目２、点検・評価の結果には、平成１９年度の室蘭市教育行

政方針での３つの柱であります第１子どもの安心と安全を確保す

る一層の取り組みについて、第２生きる力の育成と教育環境整備

について、第３少子・高齢化社会に対応する生涯学習推進への取

り組みについて、それぞれの重点項目に基づきまして、その中に

盛り込まれた施策事業の内容と成果をまとめまして、全部で３３

項目としたところでございます。その次の大項目３学識経験者の

意見には、意見提出者及び点検及び評価に関する意見が記載され

ておりますが、これにつきましても後ほど説明させていただきま

す。 

最後に、参考資料として、平成１９年度室蘭市教育行政方針を

載せてございます。１ページを御覧いただきたいと存じます。こ

こには、大項目のひとつとしまして点検・評価制度の概要が記載

されてございまして、その内容といたしまして、１経緯、２目的、

３対象事業の考え方及び４学識経験者の知見の活用が記載されて

おります。次に、２ページを御覧いただきたいと存じます。ここ

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２７条が記載されておりますが、この改正法が平成２０

年４月より施行されたことを受けまして、本年度から教育委員会

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

価を行うことが義務付けられたことに伴い実施するものでござい

ます。次に、３ページを御覧いただきたいと存じます。大項目２

点検・評価の結果でございますが、次の４ページから４５ページ

に、平成１９年度の教育行政方針に掲げられた重点項目に基づき、

その中に盛り込まれた施策・事業の内容と成果について点検・評

価を実施したところでございます。内容についての説明は省略さ

せていただきます。次に、４７ページを御覧いただきたいと存じ
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ます。３の学識経験者の意見でございますが、御覧のように退職

校長会から３名の方、社会教育委員の会の委員長、副委員長合わ

せて５名の学識経験者から御意見等をいただきました。その内容

につきましては、４８ページから５５ページに記載してございま

す。５７ページには、ベースとなります平成１９年度室蘭市教育

行政方針を記載してございます。 

なお、今後のスケジュールとしましては、本日、御意見をいた

だき決定された報告書につきましては、１２日の市議会総務常任

委員会に報告いたしまして、その後、室蘭市のホームページ等で

公表する予定となっております。 

以上でございます。 

 

西里委員長    ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 
 
續石委員     ４ページの児童生徒の安心と安全を守る取り組みの成果・課題

ですが、２，１３８回家庭訪問を実施したものの、全ての長欠児

童生徒に関わりを持つに至っていないということですが、関わり

ということは、会っていないということなのか意味が曖昧で、具

体的に何人と関わっていないのかという数字を挙げた方が良いの

かと思うのが１点です。次に６ページの防犯ブザーの携帯の学年

が進むほど携帯率が低下するとありますが、この時点で携帯率を

具体的に調査しているのかどうか、それがあれば数字を載せた方

がいいでしょうし、ただ忘れているのか、有るのに持って来ない

のか、無くしたのか、他は数字があるので分かりやすいんですが。

最後に１０ページのドメスティックバイオレンスによる転入児童

生徒が増加傾向とあるんですが、この傾向も具体的な数字を載せ

られないのかという感じを受けました。 
 
酒井教育指導参事 １９年度の評価ということでして、安否確認はなされておりま

す。ここにありますのは、日常において常時関わりを持てる家庭

の部分でありまして、保護者が関わりを持つのを拒否する場合が

ありまして、難しい部分があります。日数につきましては載せる

ことは可能です。 
 
松村学校教育課長 防犯ブザーでございますが、女子については、全員配付してご

ざいます。男子については、小学校３年生まで配付してございま
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すが、学年が進むにつれて紛失したとか壊れてしまった理由等が

ありまして、携帯率が低下しております。毎年調査をしてそのよ

うな傾向が見られましたので、そのような表現にさせていただい

たところです。 
 
酒井教育指導参事 １０ページのドメスティックバイオレンスの関係ですが、NPO

のシェルターがあるものですから、今現在で５０数名位の児童生

徒が他市町村から転入している状況です。また逆に転出する児童

生徒もおりますが、担当者が数を押さえていますので載せること

はできると思います。 
 
佐藤教育部長   冒頭おわび申し上げましたとおり、この１９年度の成果につき

ましては、２０年度に入ったらすぐに報告書を作って、９月には

市議会定例会に挙げることになってございますが、今回は全く初

めての取り組みなものですから、委員御指摘のように、あるペー

ジでは数字があったりですとか、きちんとした精査が間に合わな

かったということで御了解いただければと思います。御指摘を受

けた点につきましては、これから毎年度、成果・課題の中で、数

字として載せられる部分につきましては、きちんと載せたいと思

っておりますので御理解していただきたいと思います。 
 
西里委員長    ４ページの成果・課題のところで、８４名とありますが小、中

学生の比率はどうなっていますか。 
 
酒井教育指導参事 比率については今資料がないものですから申し訳ありません。

ただ、小学校から中学校に引き続いて不登校になるケースが非常

に多い状況で、兄弟、お兄ちゃん、お姉ちゃんが不登校であれば

下の子どもが不登校になるケースが非常に多いという状況です。 
 
西里委員長    不登校の子どもたちは、実際にどのような生活をしているんで

しょうか。 
 
酒井教育指導参事 引きこもりも中には見られまして、家庭の中では食事は取って

いますが、外に出たがらない、特に学校には心が向かないという

状況です。 
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佐藤教育部長   後で数字を確認しますけれども、８４名中３０名が小学生、残

り５４名が中学生という比率になっているようです。 
 
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。 

         次の案件について、お諮りいたします。日程第６、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） 

 

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３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    黒 光  ひ さ 

 

会 議 録 調 製 員     川 本  修 

                                             


