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平成２１年第７回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２１年７月２日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後６時４０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 市橋総務課

主幹［学校施設］ 國枝総務課主幹［施設適正配置］ 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 小

西生涯学習課主幹[文化振興] 佐藤生涯学習課主幹[スポーツ]  

高木青少年課主幹 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     それでは、ただ今から、平成２１年第７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、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。平成２１年

第６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。 

 

西里委員長     次は、日程第３報告第１号第２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    それでは、報告第１号第２回室蘭市議会定例会議事内容に関

する件について、ご説明を申し上げます。 

次の頁にありますように、１頁から３２頁にかけまして、第

２回定例会の質問要旨と答弁要旨を載せてございます。本定例

会は、６月１５日から２９日までの会期１５日間で開催された

ところでございます。本会議におきましては、全体９人の質問

議員の内、７人の議員から教育関連の質問があったところでご

ざいます。前回も説明をさせていただきましたが、今年の第１

回市議会定例会から、再質問からの質問方法として、従来の一

括質問方式に加えまして、１問１答方式が採用され、持ち時間

の範囲でテーマを絞って何回でも質問できる方式が導入になっ

た次第であり、質問議員は１問１答方式か、一括質問方式か、

選択することになります。それでは、各頁に沿いながら、でき

るだけ簡潔に説明をさせていただきます。 

１頁から２頁にかけましては、民主・市民クラブの児玉議員

からの質問であります。１問１答方式で、子どもを守るパトロ

ールについての質問を受けたところであります。１回目の、開

始時期、防犯ジャンバー等の貸与状況、企業からの寄付状況か

らはじまり、２回目・３回目では、関連の質問でございました。 

次に、３頁から１１頁にかけましては、市政・創造２１の立
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野議員からの多岐にわたるご質問であります。立野議員は一括

質問方式であります。最初は、３頁（１）学校教育環境の整備

であり、太陽光発電導入やＩＣＴ活用、更には理科教材の備品

整備についてであり、３頁から次の４頁にかけましては、更に

具体的な再質問もございました。 

次に、５頁をご覧ください。学力向上に向けた取組みとして、

本年度、初めて本市が独自に実施した標準学力調査の結果概要

の質問につきましては、答弁アにありますように、小学校３年

生は、国語が全国平均よりやや低く、算数は全国平均と同程度、

小学校５年生は、国語、算数とも、全国平均よりやや低い、中

学校２年生は、国語は全国平均と同程度、数学と英語は全国平

均よりやや高いという結果をお答えさせていただきました。 

次に、６頁でありますが、学校評価について、どのような方

法で実施しているのか、等のご質問でありましたが、答弁では、

目標等の設定し、児童生徒や保護者対象のアンケートや教師自

らの自己評価更には評価委員会での外部評価で報告している旨、

お答えしてございます。 

次に、７頁ですが、家庭教育の振興として、本市が取り組ん

でいる家庭教育セミナーの事業内容についてのご質問であり、

８頁では、文化芸術の振興としての支援のあり方や市民美術館

の運営・企画等、ジャズクルーズに対する評価・支援、更には

文化財の現状と新たな動きについてのご質問でありました。 

なお、再質問・再々質問も９頁から１０頁にかけてあり、特

に１０頁にある教育委員会庁舎の跡活用については、シにござ

いますが、地域の特性を生かした文化性の高い活動を行う施設

として、現在全庁的に検討して、早い時期に計画案を作成する

旨、お答えしてございます。 

１１頁は、生涯スポーツの振興についても、様々な角度から

質問もありましたが、特に、エ、学校の統合により、体育館が

減る状況と対応については、学校開放事業のことであり、答弁

にありますように、今後中学校についても開放校を増やしてい

くことも検討したい旨お答えしております。 

次は、１２頁から１４頁にかけましては、公明党室蘭市議会

の柏木議員からの質問です。一問一答方式であり、最初に小中

一貫教育についてであり、北辰中学校校区で実施していた研究

内容と成果、更には、小中一貫教育導入の考え方についてであ
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りますが、特に、導入については、小中一貫教育は、指導内容

や指導方法との連携を図ることで、効果的に基礎、基本の定着

が図られたり、異年齢集団による活動で豊かな人間性が育った

りするなどの教育効果があることから、北辰中学校校区での成

果や課題を踏まえて、検討する旨お答えしてございます。 

１３頁は、学校ＩＣＴ、特に地上テレビ設置については、地

域の中小企業の受注機会に配慮する発注方法と電子黒板の現状

と活用状況、更には教師の技能習得についての考え方について

質問を受けてございます。 

次に、１４頁は、新設統合校が増える中で、既存学校の修繕

予算や修繕対応でありますが、答弁では、学校からの改善要望

がありましたら、現地確認の上、危険箇所など緊急性の高いも

のから優先的に修繕対応し、大規模な工事が必要となる場合に

は、計画的な整備に努めている旨、お答えしてございます。 

次に、１５頁から１９頁にかけましては、市政・創造２１の

岡田議員からの質問であります。一問一答方式であり、最初に、

子どもの安全・安心を守る自主パトロールについてであり、活

動内容が、交通安全活動的にシフトしてきていることや高齢化

に対する見解や、またルールがあるのかという質問からはじま

り、２回目・３回目では、関連の質問でございました。 

次に、１６頁から１７頁にかけましては、体育施設に対する

今後の改修計画として、最初に、体育館と入江陸上競技場の利

用状況やスポーツ施設の安全対策などご質問があり、２回目・

３回目・４回目と中島公園野球場関連の質問があったところで

ございます。最後５回目は、中島公園野球場の移転改築も含め

た将来のあり方について、ご質問があったところであり、教育

長からは、キにあるように、移転改築については、財政上から

は難しいが、今後とも安全性を第一として整備を検討する旨、

お答えしてございます。 

また、１８頁は公園内における体育施設は、体育協会が管理

しているが、公園そのものは都市建設部が管理していることに

よる、市民からの要望や苦情処理の実態のご質問でありました。 

また、１９頁でありますが、小中学校統合後の土地・建物の

活用策についてであります、最初に、本市の基本的な考え方を

聞いて、２回目・３回目と関連質問が進み、最後に、ねやがわ

市の例をあげ、市民活動センターなど学校跡を多目的に活用す
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る考えについてでありましたが、答弁は、これから旧校舎や体

育館については、老朽化や耐震性などから、更には地域バラン

スやニーズなどを踏まえた検討が必要であり、活用事例も参考

にして、全庁的に検討していく旨お答えしてございます。 

次に、２０頁から２７頁にかけましては、新政会の若林議員

からの質問でございます。一問一答方式であり、最初の２０頁

は新学習指導要領に関連した多岐にわたる質問でございました

が、特に、教育先進市や学力上位市との対比分析の質問に対し

ては、オにありますように、全国学力調査などで上位に位置し

ている都道府県については、例えば少人数指導に伴う教員の定

数加配について、独自に定数の増加措置を行っているほか、本

市と同様の標準学力調査の実施を県で取り組むなど、学力向上

に向けて都道府県レベルでより具体性のある施策が実行されて

いる旨お答えしております。 

次に、２３頁ですが、国旗・国歌について、本市の実施状況

と教職員の国歌斉唱時の起立状況のご質問があり、特に教職員

の起立については、本年４月の入学式で５０％を超え、改善に

向けて起立する学校が増えてきている状況をお答えさせていた

だいています。 

次に、２４頁から２５頁にかけましては、携帯電話などの利

用実態についての様々な質問がありましたが、特に答弁のイに

あるように、本市の小学校では３５．２％、中学校では、７２．

８％と全国よりも高い所持率や、中学生においては、毎日、携

帯電話で通話やメールをしている割合が３７．９％であり、小

学校のおよそ３倍の状況をお答えしております。 

次に、２６頁と２７頁は、小中学校の適正配置の方針につい

ての質問であり、今回の方針案はあまりにも短期間でゆがみが

出ないかなどであり、２回目も関連質問でありました。 

次の、２８頁は、公明党室蘭市議会の砂田議員からの質問で

す。一括質問方式であります。適正配置計画として、ご覧の４

点の内容でありますが、特に、イの天沢小学校と大沢小学校の

統合時期への質問に対しては、児童数の今後の推移を見ながら、

平成３１年度まで天沢小学校は地球岬小学校に、大沢小学校は

海陽小学校にそれぞれ編入統合を検討している旨お答えさせて

いただいております。 

次の２９頁からは、民主・市民クラブの小田中議員からの質
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問であります。一問一答方式であり、最初はひきこもり対策に

ついてであり、児童生徒の中学校卒業後の進路と対応、高校進

学後、更には大学や社会に出てからの総合的な相談窓口や継続

的な支援策などのご質問がございました。答弁としては、主に

２９頁の一番下から３０頁にかけてあるように、現在、国会で

「子ども・若者育成支援推進法案」を審議中であり、今後、本

法案成立に併せ、本市における対応も検討して参りたい旨お答

えいたしました。 

３１頁は、向陽中学校が０.３を切ったため、蘭東中学校に

統合する点に関して、蘭東中学校の改修工事に対する質問であ

ります。１年間という期間での騒音・振動対策、更にはシック

スクール対策など、２回目・３回目・４回目と関連質問が続い

たところであります。 

特に、３２頁の２回目では、受験を控えた生徒は神経質にな

っていると思われるので、仮設校舎も検討してはどのご質問に

対しては、オにありますように、現時点では、基本的な設計を

はじめ具体的工事内容が不明であり、このため、今後、改修校

の工事規模、内容・工法、期間における状況や影響の確認を行

い、教育活動に可能な限り配慮をした対応策を関係所管課や学

校側と十分協議・検討して参りたいとお答えさせていただきま

した。 

以上が、第２回定例会におきます、主な内容につきまして、

説明させていただきました。 

                

西里委員長     ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

續石委員      不審者パトロールに関連する質問・答弁として、１５ページ

の２回目の質問に「パトロール活動中の事故に対する補償は。」

とありますが、今までにパトロール活動中に事故が発生したこ

とはあるのでしょうか。 

 

酒井参事      パトロール活動中の事故の発生は今までありません。ただ、

不審者の対応にあたっては、危害が及ぶおそれもありますので

保険に入って対応している状態です。 
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續石委員      ４ページと１３ページに、地域活性化･公共投資臨時交付金

というのが出てきますが、これというのは市町村に決まった額

でくる交付金なのですか。 

 

山田委員      地域活性化・経済危機対策臨時交付金というのは、枠配分で、

約２億７，２００万円交付されます。 

一方、公共投資臨時交付金ですが、一般的に補助事業をやる

場合には、例えば補助金が２分の１で、残り２分の１は市が負

担しなければならないところを、今回だけは、地域活性化のた

め、そのうちの４０％、５０％といろいろありますが、補助金

の裏負担として公共投資臨時交付金が交付されます。 

事業の量に応じて交付されるもので、市の負担が軽減される

ことになります。 

 

續石委員      ４ページは地域活性化・公共投資臨時交付金で、１３ページ

は地域活性化・経済危機対策臨時交付金で、この２つは違うも

のなのですね。 

 

山田委員      そうです。経済危機対策臨時交付金は、配分額が決まってい

る交付金で、２億７，２００万円交付されるほうです。わかり

ずらいですが、太陽光パネルの方は、公共投資臨時交付金で、

デジタルテレビの方は、経済危機対策臨時交付金です。 

 

續石委員      ８ページから９ページにかけての文化活動についての質問･

答弁についてですが、ジャズクルーズの活動は今年限りになる

のでしょうか。 

 

佐藤教育部長    来年までの活動になります。 

 

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号室蘭市教育委員会７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、告第２号室蘭市教育委員会７月行事予定の件につ

いてご説明いたします。学校教育課に係る行事予定といたしま

しては、７月９日でございますが、特別支援教育推進協議会が
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開催されます。午後３時から文化センターで開催されますけれ

ども、推進協議会の内容につきましては、後ほど、議案第２号

でもう１度改めてご説明をさせていただきたいと思います。そ

れから、次は小中学校１学期の終業式でございます。備考の方

にもございますが、蘭東中学校が７月２２日、本室蘭中学校が

７月２３日それぞれ終業式を行いますけれども、他の小中学校

２８校につきましては、７月の２４日に終業式を行います。小

学校につきましては２４日間から２５日間、中学校では２６日

間から２７日間の夏休みに入るものでございます。 

 

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

ご説明いたします。 

まず、社会教育の関係ですが、６日（月）、２７日（月）、

３１日（金）に、それぞれ大沢スクール児童館、水元スクール

児童館、日新スクール児童館で、高齢者と子どものふれあい交

流事業を開催します。内容は、高齢者の知識・経験を子どもた

ちに伝えることなどをとおして、世代間の交流や地域教育力の

向上図ろうとするもので、悠悠ライフの会員から、児童館等に

集う子どもたちに「子ども時代の暮しぶりや学校の様子など」

を話してもらい、一緒におはじき、こま回しなどの昔遊びやダ

ンス、ゲームなどで交流します。 

次に、文化振興の関係ですが、２０日（月・祝）に、「港の

写生会」を「みたら」周辺で開催します。対象は、小中学生で

参加料は無料です。また、２３日（木）から２６日（日）まで、

「市民美術館」で作品展示会を行い、最終日に表彰式を行いま

す。 

次に、男女平等参画推進の関係ですが、１８日（土）に、本

年度の男女共生セミナーをミンクールで開講します。内容は、

「女性と政治」～政治的リーダーに関する日米比較～と題して、

北翔大学副学長の相内眞子さんが講演をします。このセミナー

については、今年度も前・後期３回づつ、計６回開催する予定

です。定員は５０人、参加料は前期３講分で５００円です。 

次に、民俗資料館ですが、今月の寺子屋教室は、２６日（日）

に「土器の文様を紙に写そう」と題して拓本づくりの体験学習

会を行います。午前、午後にわけて２回行い、定員は各１０人

で、参加料は無料です。 
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次に、室蘭市民美術館ですが、先月から継続して伊藤正の所

蔵作品展を実施しており、１４日（火）からは女流書家として

有名な加藤寿牛さんの作品展をスタートします。 

次に、青少年科学館ですが、スポットサイエンス、科学クラ

ブに加え、７月後半から夏休みに入りますので、２５日（土）

から夏休み科学クラブを開催します。 

最後に体育施設の関係ですが、１１日（土）、入江運動公園

陸上競技場で「市民体力テスト」を行います。小学生から高齢

者までの健康な市民を対象に、握力、反復横とびや、６５歳以

上の参加者は開眼片足立ちなどで体力測定を行うもので、２０

歳以上の参加者には、体力年齢を判定します。８日まで参加者

を募集しています。 

以上で、室蘭市教育委員会７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     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    それでは、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。 

次の頁の、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、そのうち 3件は図書館に対するものでございます。 

１件目は、６月４日に室蘭ロータリークラブ会長様から読書

普及により青少年の健全育成を図るためといたしまして、図書

券を、金額にいたしまして５万円相当の御寄附がございました。

これにつきましては、青少年向け図書の購入に充てさせていた

だくこととしております。 

次の２件目は、６月１７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７５冊、金額にいたしまして、

３１万円相当の御寄附がございました。これらは、ふくろう文
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庫に収められ、市民に対する読書の普及のために、活用させて

いただくこととしております。 

次の３件目は、６月２６日に株式会社三愛興産代表取締役様

から読書普及を通して地域社会に貢献するためといたしまして、

現金２０万円の御寄附がございました。これにつきましては、

図書館の蔵書購入費用として活用させていただくこととしてお

ります。 

最後に４件目でございますが、６月３０日に木島建設株式会

社代表取締役様から文化施設の整備のために、現金２０万円の

御寄附がございました。これにつきましては、文化施設の整備

費用として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３号は、終了します。次は、日程第６報告

第４号室蘭市青少年問題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。 

 

高木青少年課主幹  報告第４号室蘭市青少年問題協議会委員の委嘱の件につき

まして、御報告いたします。「室蘭市青少年問題協議会委員」

は、地方青少年問題協議会法及び室蘭市青少年問題協議会条例

等に基づき委嘱されます委員でございまして、平成２１年６月

３０日をもって２年間にわたる任期が終了したことに伴い、平

成２１年７月１日付けで別紙名簿のとおり、市議会議員、関係

行政機関の職員、学識経験者合わせて１８名の方々へ委嘱を行

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４号は、終了します。次は、日程第７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
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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号室蘭市青少年問題協議会委員の委嘱の件につき

まして、御報告いたします。室蘭市青少年問題協議会委員は、

地方青少年問題協議会法及び室蘭市青少年問題協議会条例等

に基づき委嘱されます委員でございまして、平成２１年６月３

０日をもって２年間にわたる任期が終了したことに伴い、平成

２１年７月１日付けで別紙名簿のとおり、市議会議員、関係行

政機関の職員、学識経験者合わせて１８名の方々へ委嘱を行い

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、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８議案第２号室蘭市特別支援教育推進協議会諮問の

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２号室蘭市特別支援教育推進協議会諮問の件につい

て、ご説明申し上げます。本件は、室蘭市特別支援教育推進協

議会に対し、一つとしまして、障害等により教育上特別の支援

を必要とする就学予定者、児童及び生徒に係る障害の種類、程

度等の調査・審議及び適切な支援のあり方。一つとして、特別

支援教育の指導の改善及び推進に関すること、の２点に関して

調査・審議のため、同協議会に諮問いたすため、室蘭市特別支

援教育推進協議会条例第２条に基づき、ご提案申し上げるもの

でございます。 

対象となる幼児・児童・生徒数につきましては、現在、各施

設・学校からの数をそれぞれ集約中でありまして、この集約結

果をもちまして、諮問するものでございます。 



 12 

なお、本件諮問につきましては、こののち、４ヶ月程度の間、

調査・審議をしていただき、来年度の本市におきます特別支援

教育の推進のため、個々の子供たちの教育的ニーズに対し、ど

のような教育的支援が必要なのか、あるいは、適切なのかとい

ったこと等につきまして、答申を頂くものであります。先ほど

の行事予定の報告でもご説明申し上げましたが、今月９日、会

場は文化センターで開催予定の室蘭市特別支援教育推進協議

会の席上で行いまして、１１月１９日頃を目処に本件諮問に対

する答申を頂けるよう、業務日程を考えてございます。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９議案第３号室蘭市学校給食費等に関する諮問の件

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３号室蘭市学校給食費等に関する諮問の件についてご

説明申し上げます。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７条の規定に基づき、平成２２年度の

学校給食費等につきまして、室蘭市学校給食運営協議会に諮問

いたしたくご提案を申し上げるものでございます。また、学校

給食費の決定につきましては、この諮問に対する運営協議会か

らの答申後、教育委員会定例会にてご審議のうえ、決定いたす

こととなっております。なお、この諮問に対する運営協議会か

らの答申時期につきましては、平成２２年１月下旬頃を予定し

ておりますので、よろしくお願い申し上げます。以上でござい

ます。 
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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。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７回室蘭市教育委員会定例会を閉会いたしま

す。 
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