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平成２１年第６回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２１年６月４日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後６時５０分 
 
２  場  所      室蘭市役所 ３階１号会議室   
 
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 松村学校教

育課長 根塚指導主事 高橋指導主事 森生涯学習課長 田中

青少年課長 真野学校給食センター所長 照井学校給食センタ

ー主幹 
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西里委員長     ただいまから、平成２１年第６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の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、續石委員を指名いたします。よろしくお願いいた

します。 

 

西里委員長     次は、日程第２の会議録承認についてであります。平成２１

年第５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     なければ、承認といたします。次に、日程第３報告第１号室

蘭市教育委員会６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  それでは、学校教育の行事につきましてご説明申し上げます。

まずは、小学校の運動会でございます。６月６日から２１日ま

での土日に開催されます。６日には小学校３校、７日には１校、

１３日が４校、１４日が４校、２０日が５校、２１日の最終日

は３校というような日程になっております。次に、教科書の展

示会でございます。６月１９日から始まりまして、４会場にて

展示をいたします。教科書センターでは、小学校、中学校、高

等学校の教科書について、土日を除きまして７月８日まで、他

の会場は、月曜、月末を除いて 7月５日までとなります。 

 

森生涯学習課長   続きまして、行事予定のうち、主なものをご説明いたします。

次のページをご覧ください。まず、社会教育の関係ですが、１

２日（金）に、社会教育委員の会を開催します。次に、文化振

興の関係ですが、２０日（土）、２１日（日）の両日、第５４

回市民音楽祭が行われます。２０日は、午後４時３０分から合

唱で２１団体が参加、２１日は、午後１時から吹奏楽で１７団

体が参加します。会場は文化センター大ホールで、入場料は、
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両日それぞれ前売り５００円、当日６００円です。次に、男女

平等参画推進の関係ですが、毎年６月２３日から２９日までの

男女共同参画週間にちなみまして、ミンクール内の男女平等参

画プラザを利用する７団体が、２３日（火）午後１時からと６

時からの２回、市民を対象にそれぞれの団体の活動について紹

介、報告し、その後、黒木和雄監督作品で宮沢りえさん、原田

芳雄さんが出演する映画「父と暮らせば」を鑑賞し、参加者み

んなで平和の大切さを考える「男女平等参画プラザ祭２００９」

を開催します。定員は各回５００人、団体紹介の資料代として

お一人１００円がかかります。 

次のページをご覧ください。体育施設の関係ですが２０日（土）

に体育館で、ニュースポーツを通して、多くの人達と交流を深

め、スポーツの楽しさと喜びを味わうことを目的として、「ニ

ュースポーツフェスティバル」を開催します。内容は、参加し

た市民に、バスケットピンポン、フロアカーリング、スリーエ

イなどのニュースポーツを楽しみながら体験していただくもの

で、定員は先着順で５０人、参加料はお一人３００円となって

おります。以上で、室蘭市教育委員会６月行事予定の件の説明

を終わります。 

 

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

      

（なし） 

 

西里委員長     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 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。次の頁の報告第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、５月７日に

本市出身画家、小島和夫様より、本市の美術振興のためといた

しまして、ご自身が描いた日本画「北の瀧」（３０号）、金額に

いたしまして３００万円相当の御寄附がございました。 

これは、むろらん広域センタービル１階ロビーに今月中に展
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示を予定しており、広く市民の皆様に鑑賞していただくことと

してございます。 

次に５月１９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１１冊、金額にいたしまして、２８万

４，０００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     ほかにありませんか。それでは、報告第２号は、終了します。 

次は、日程第５報告第３号公立高等学校等配置計画案（平成２

２年度～２４年度）に関する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３号公立高等学校等配置計画案に関する件について、

ご説明申し上げます。 

新聞などでも報道されましたが、６月２日、北海道教育委員

会から「公立高等学校配置計画案(平成２２年度～２４年度)」

と「平成２２年度公立特別支援学校配置計画案」が示されまし

た。 

公立高等学校配置計画案につきましては、平成１８年８月に

道教委が策定した「新たな高校教育に関する指針」に基づき、

提案されたものでありまして、今後３年間の具体的な計画とそ

の後４年間の見通しを示したものであります。また、昨年度決

定した平成２２年度・２３年度の計画の一部見直しと、新たに、

２４年度についての具体的な配置計画案、それから、２５年度

から２８年度までの４年間の見通しを示したものである。 

今年度示された計画案では、２２年度から２４年度までの３

年間で、本市を含む胆振西学区におきましては、学級減や再編

などは、昨年度決定された計画と変更はない計画案となってご

ざいます。従いまして、２４年度新たな学級減や再編は提案さ

れなかったということであります。 
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それでは、計画案の内容について、ご説明いたします。 

報告第３号別紙１をご覧頂きたいと存じます。まず、１ペー

ジから３ページまでは、本計画案策定の考え方が述べられてご

ざいます。「２の中卒者数の見込み」では、全道の中卒者見込

みについて、平成２２年は５１，４６５人、平成２３年は４８，

７６１人、平成２４年は４８，７９０人と見込んでおり、総じ

て減少傾向にあるといえると思います。 

「３の基本的な考え方」では、１８年に策定した新たな指針

に基づき「中卒者数の増減、教育水準の向上、地域の実情、私

立高校の配置状況等を考慮しながら定員の調整や学校の再編整

備等を行うこと。また、生徒の多様な学習ニーズに対応するた

め、（１）から（６）までに掲げる新しい高校づくり等を推進

するとしております。 

「４の配置計画案(平成２２年度～２４年度)」では、昨年度、

平成２２年度・２３年度の計画を決定してますが、これの一部

変更と、平成２４年度の配置計画を示してございます。また、

（１）では「１学級の定員は４０人」としております。（２）

では、昨年度決定した配置計画の変更内容を、（３）では、平

成２４年度の計画を示してございます。 

次に、「５の配置計画の変更」では、配置計画を変更する場

合の基準を示してございます。 

次に、４ページには、２２年度から２４年度までの計画案の

基本となります、中学卒業者数・高校の欠員状況・定員と中卒

者の割合が示されております。 

５ページから９ページまでは配置計画案の学校別内訳、１０

ページは各学区ごとの平成２８年までの中卒者数の推計表、こ

の中で胆振西学区の中卒者の推計では、前年との対比で、２４

年、２６年の中卒者は若干増えるものの、２８年までは全体と

しては、減少することを示しております。 

１１ページは昭和６２年から平成２１年までの中卒者数の実

数、２２年から２８年までの見込を示してございます。 

１２ページから最後の３１ページまでは各学区ごとの計画案

が示されてございます。以上が全体の構成であります。 

それでは、室蘭市内及び室蘭を含む胆振西学区の計画案につ

いてご説明申し上げます。 

まず、ページを戻って頂いて、９ページ上段の（７）職業学
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科の学科転換の表をご覧ください。「職業学科の学科転換」に

係って、室蘭工業高校が平成２２年度から、土木科と材料技術

科が募集を停止し、新たに環境土木科が募集開始となります。 

次に、ページが前後しますが、６ページをご覧ください。上

段の表の学区で上から７つ目に胆振西学区があります。昨年度

決定をしてございますが、伊達高校で２３年度１学級削減され、

４学級となることが示されてございます。 

次に、２６ページご覧ください。２４年度胆振西学区におき

ましては、学区内での平成２４年の中卒者数が、前年比で６３

人増加しているということもあり、学級減或いは、再編といっ

たことは計画されてございませんが、表の右下の欄ですが、２

５年度から２８年度までの４年間の見通しとしまして、この胆

振西学区におきましては、４年間で３～４学級相当の調整が必

要であること。そして、伊達市内の再編を検討し、周辺の町に

おいても配置検討が必要であるとされております。 

次に、報告第３号別紙２は、「平成２２年度公立特別支援学

校配置計画案」でございまして、１ページ目には、計画案策定

の基本的な考え方として、中学部等の卒業予定者のうち、高等

部への進学を希望する者の状況により学級を設定することが示

されております。 

５ページの表の下から５番目の室蘭養護学校ですが、来年度、

学級数及び定員は変更ないものです。 

最後に、報告第３号参考でございますが、この表は、今回の

公立高等学校の配置計画案のうち、本市に関係するものをまと

めたものでございます。先ほど申しましたととおり、公立高等

学校について、胆振西学区では、室蘭工業高校における学科転

換により、２２年度１学科の減、２３年度伊達高校が１学級減

になるという状況でございまして、昨年度の計画と変更はござ

いません。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     ほかにありませんか。それでは、報告第３号は、終了します。
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次は、日程第６議案第１号室蘭市特別支援教育推進協議会委員

の委嘱の件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

松村学校教育課長  議案第１号室蘭市特別支援教育推進協議会委員の委嘱の件

についてご説明申し上げます。 

本件は、人事異動等により欠員となっておりました委員の後

任者を委嘱したいため、室蘭市特別支援教育推進協議会条例第

３条の規定に基づき、次のページの議案第１号別紙の名簿とお

りご提案申し上げるものでございます。 

なお、委員の任期につきましては、同条例第３条第２項ただ

し書きのとおり、前任者の残任期間となってございまして、平

成２２年６月３０日までとなってございます。以上でございま

す。ご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。 

 
續石委員      この協議会の委員は現在何名いるのですか。 

 

松村学校教育課長  現在は４３名です。 

 

西里委員長     ほかにありませんか。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、原案のとおり可決いたします。次

は、日程第７議案第２号室蘭市教育用図書選定委員会委員の委

嘱の件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

松村学校教育課長  議案第２号室蘭市教科用図書選定委員会委員の委嘱の件に

つきましてご説明申し上げます。 

本件は、平成２２年度から中学校で使用する教科用図書の社

会（歴史的分野）の調査研究のため、室蘭市教科用図書選定委

員会条例第３条の規定に基づき、委員の委嘱をしたいため、議

案第２号別紙のとおりご提案したものでございます。 

なお、委員の委嘱期間につきましては、６月１６日から８月
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１５日までとなってございます。以上でございます。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

 

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      今まで１教科だけについて委嘱をするという事はなかったと

思いますが何か理由はあるのでしょうか。 
 

松村学校教育課長  新たに検定を通った教科書が「社会（歴史的分野）」しかな

かったので、1教科だけの委嘱ということになります。この検

定を通った教科書を採択していいかという調査になります。 

 

西里委員長     全国学力テストが行われましたが、その結果と採択された教

科書との関係性はあるのでしょうか。 

 

酒井参事      今回のテストに限っては、基本の部分のテストでありますの

で、教科書に左右されるということはないと思います。 

ただ、教科書によっては専門性の高い教科書会社があります

ので、今の学習指導要領以外の発展的な部分を教える事もある

と思うので、そういった面では教科書会社の特色が出る事はあ

りと思います。 

 

西里委員長     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） 

 

西里委員長     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３号室蘭市教科用図書選定委員会諮問の件

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３号室蘭市教科用図書選定委員会諮問の件につきま

してご説明申し上げます。 

教科用図書選定委員会委員の委嘱につきましては、ただ今御

承認を頂きましたが、本件は、室蘭市教科用図書選定委員会条
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例第２条の規定に基づき、平成２２年度から中学校において使

用する教科用図書の内、新たに文部科学大臣の検定を経た社会

（歴史的分野）の見本について調査研究することを選定委員会

に諮問したいため、ご提案いたしたものでございます。 

なお、諮問につきましては、６月１６日を予定いたしてござ

います。以上でございます。ご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３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、原案のとおり可決いたします。次

は、日程第９議案第４号室蘭市学校給食運営協議会委員の委嘱

の件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

真野学校給食センター所長 

          議案第４号室蘭市学校給食運営協議会委員の委嘱の件につ

いてご説明申し上げます。 

議案第４号別紙をご覧頂きたいと存じます。本件は、室蘭市

学校給食センター条例第４条及び同条例施行規則第８条の規定

に基づき、当協議会委員の任期満了に伴いますもので、小学校

長会、中学校長会、父母と先生の会連合会、室蘭市医師会、室

蘭歯科医師会、室蘭学校薬剤師会の学校及び関係団体の代表者

７名、北海道教育庁胆振教育局の行政機関の職員１名、また、

学識経験者として北海道栄養士会室蘭支部から１名の推薦を頂

いたところから、ご覧の方々を新委員に委嘱いたしたく、ご提

案申し上げるものでございます。 

なお、委嘱期間は平成２１年６月７日から平成２３年６月６

日まで委嘱いたしたく存じますので、宜しくご審議の程お願い
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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、議案第４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、原案のとおり可決いたします。次

は、日程第１０議案第５号室蘭市学校給食センター条例施行規

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。 

 

真野学校給食センター所長 

          議案第５号室蘭市学校給食センター条例施行規則中一部改

正の件についてご説明申し上げます。 

本件は、この度の学校給食法の改正に基づき、学校給食実施

基準の全部が改正されたことに伴い、議案第５号参考のとおり

室蘭市学校給食センター条例施行規則第３条に規定されている

学校給食実施基準の告示番号と、同条例施行規則第４条で学校

給食実施基準から引用している関連字句の訂正のため、本案を

提出するものでございます。以上でございます。ご審議のほど

宜しくお願いいたします。 

 

 

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      条項の変更のみで内容は変わらないのですね。 

 

真野学校給食センター所長 

          はい、そうです。 

 

西里委員長     ほかにありませんか。それでは、議案第５号は、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 
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（異議なし） 

 

西里委員長     御異議がありませんので、原案のとおり可決いたします。次

の案件についてお諮りいたします。日程第１１議案第６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

公開とすることにご異議ありませんか。          

 

（異議なし） 

 

西里委員長     御異議なしと認め、非公開とします。説明員及び記録員を除

くその他の方は、退場して下さい。 

 

（以下非公開） 

 

西里委員長     以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。これをもち

まして、平成２１年第６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。 

 

 

室蘭市教育委員会委員長   西 里  弘 二 

 

室蘭市教育委員会委員     續 石  和 徳 

 

会 議 録 調 製 員      川 本  修 

 

 


