
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成２２年第８回室蘭市教育委員会定例会 
 

会議録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 1 

平成２２年第８回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２２年８月５日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後８時３０分 
 
２  場  所      室蘭市役所３階１号会議室   
 
３  本日の議事日程   

日程 番 号 件      名 

第１   会議録署名委員の指名 

第２   会議録承認について 

第３ 報告第１号 室蘭市教育委員会８月行事予定の件 

第４ 報告第２号 教育機関等に対する寄附採納の件 

第５ 議案第１号 
平成２１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 

第６ 議案第２号 平成２３年度使用中学校用教科用図書採択の件 

第７ 議案第３号 平成２３年度使用小学校用教科用図書採択の件 

第８ 報告第３号 室蘭市立学校職員の訓戒措置に関する件 

第９ 報告第４号 室蘭市立学校職員の一般事故に関する件 

 
４  出席委員   西里委員長 芝垣委員 黒光委員 谷藤委員 山田教育長 
 
５  説明員 佐藤教育部長 酒井教育指導参事 堀総務課長 佐藤総務課主

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 星学校教育課主幹 高橋指導主事 萩原指導主事 小

西生涯学習課長 巻生涯学習課主幹[スポーツ] 松原生涯学習

課主幹[図書館] 山下生涯学習課主幹[図書館] 田中青少年課

長 真野学校給食センター所長 照井給食センター主幹 
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西里委員長      ただいまから、平成２２年第８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、山田委員を指名いたします。 

 

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２

２年第７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

ご異議ありませんか。 

 

（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８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。 

 

  

 

星学校教育課主幹   初めに、学校教育に係わります行事予定について、ご説明

申し上げます。小・中学校の２学期始業式が行われます。小

学校につきましては、白鳥台小学校が８月２０日、残る１８

校が８月１８日に行われます。中学校につきましては、星蘭

中学校が８月１７日、向陽中学校が８月１８日、東中学校が

８月２０日、残る７校が８月１９日に行われまして、２学期

が始まります。以上でございます。 

 

小西生涯学習課長   続きまして、生涯学習課に係る行事予定のうち、主なもの

についてご説明いたします。社会教育ですが、２０日に、社

会教育委員の会が開催します。次に、男女平等参画推進です

が、２６日～２９日まで、室蘭・登別・伊達三市合同女性国

内派遣研修が実施されます。東京で国会議事堂の見学や埼玉

県の国立女性会館で全国の女性リーダーと研修に参加します。

次に、女性センターですが、４日から４回、内職技術の向上

のため、棒針編みの技術講習会が開催されます。次に、市民

美術館ですが、絵画にみる室蘭の風景と街並みとして、室蘭
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ゆかりの作家９人による地球岬や測量山など油彩１１点を公

開しています。次に、青少年科学館ですが、１日は市民憲章

制定の日であり、入館料が無料となります。今年度の利用者

は４５６名でした。次に、民俗資料館ですが、１日から開館

３０周年企画展として故寺地健一さんの「ペン画と共に観る

『とんてん館の収蔵品』」を開催しています。次に、図書館

ですが、２６日と２８日にふくろう文庫ミニ特別展を開催し

ます。次に、スポーツですが、１日にミニアクアスロンが入

江プールを中心に開催され、小学生から社会人まで約５０人

が水泳とランニングでタイムを競いました。以上でございま

す。 

 

田中青少年課長    続きまして青少年課の８月分行事報告についてご説明いた

します。２日にだんパラ公園において市内５つの児童クラ

ブの交流会が行われました。当日は、２０１名の児童と各

児童クラブの指導員が参加しまして午前中はスタンプラリ

ー、午後からは公園内の池での水遊びなどで交流をしまし

た。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、ご質問等は、ありませんか。 

 

（なし） 

 

西里委員長      なければ、報告第１号は、終了いたします。次は、日程第

４報告第２号教育機関等に対する寄付採納の件を議題とい

たします。説明をお願いします。 

 

堀総務課長      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、ご説明申し上げます。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、３件でございます。６月２４日に室蘭市立海陽小

学校ＰＴＡ会長様より、大型テント１張 金額にいたします

と１８万９千円相当のご寄付がございました。このご寄附は、

児童の学習活動や今後の開校１０周年記念事業に活用させて

いただきます。次に７月２８日に日本製鋼所室蘭労働組合青

年女性協議会様よりＤＶＤソフト３本、プロジェクター１台、
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金額にいたしますと２１万８，４００円相当のご寄付がござ

いました。このご寄付は、子どものための視聴覚教育推進・

普及のために、活用させていただきます。次に、７月７日に

ふくろうの会代表様より、読書普及のため、図書１４冊、金

額にいたしまして、７万５千円相当のご寄附がございました。

このご寄附は、ふくろう文庫に収められ、市民の読書普及の

ために、活用させていただきます。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、ご質問等は、ありませんか。 

 

（なし） 

 

西里委員長      なければ、報告第２号は、終了いたします。次は、日程第

５議案第１号平成２１年度実績に係る教育に関する事務の

管理及び執行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２１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、ご説明申し上げます。下段の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、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、学識経験者の知見も

活用して、報告書を作成したものであり、本議案についてご

審議をいただきたいと存じます。それでは、このたびの報告

書の概要についてでありますが、別添の、議案第１号別紙教

育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書

（平成２１年度実績）をご覧いただきたいと存じます。報告

書の１ページをご覧いただきたいと存じます。ここでは、大

項目点検・評価制度の概要を記載しておりまして、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について記載してございます。次に、

２ページをご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条を記載いたしました。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、教育委員会が毎年その権限
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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、法的に義務付けられましたことから、今年度も、３回

目の点検・評価の報告書になりますが過去２回に準じまして、

平成２１年度の点検・評価に当たりましても平成２１年度教

育行政方針に、掲げられた重点項目に盛り込まれた施策・事

業の１９項目について、この度、点検及び評価を実施したと

ころでございます。次に、３ページをご覧いただきたいと存

じます。Ⅱ点検・評価の結果には、平成２１年度の教育行政

方針の３本の柱であります、第１活きた学力の育成と豊かな

心と健やかな体の育成について、第２安心、安全に学べる教

育環境の整備について、第３生涯学習の推進についての中か

ら、主な事務・事業１９項目を取り上げ、点検・評価の対象

としたものであります。具体的な内容につきましては、４ペ

ージから２９ページまで記述してございますが、平成２１年

度の取組状況、成果と課題、それを受け今後の展開の考え方

について、できるだけ具体的に、かつ、簡潔明瞭に心がける

とともに、難解な言葉には注釈をつけたりしながら、分かり

易さを心がけたところでございます。次に、３０ページをご

覧いただきたいと存じます。Ⅲ 学識経験者の意見でござい

ますが、５名の学識経験者からご意見や助言をいただきまし

たところであり、その内容は３１ページから３５ページの間

に点検及び評価に関する意見として記載しておりますが、点

検及び評価の客観性を確保したところでございます。 

また、いただいたご意見等につきましては、今後の施策、事

業等の展開に反映させて行く考えでございます。なお、今後

のスケジュールでございますが、本日の審議で議決をいただ

きましたら、引き続き、来月に開会されます第３回室蘭市議

会定例会の所管委員会に報告後に、本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。よろし

くご審議賜りたいと存じます。 

 

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

 

（異議なし） 

 

西里委員長     ご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６議案第２号平成２３年度使用中学校用教科用図

書採択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号平成２３年度使用中学校用教科用図書採択の件

についてご説明申し上げます。小中学校で使用する教科書は、

一度採択されますと法令上４年間、毎年度同一の教科書を採択

することとされてございます。法令の抜粋を議案第２・３号参

考に記載してございます。今年度使用している中学校の教科書

は昨年度採択されたものでございますが、本件は、この法令の

規定に基づきまして、平成２３年度も昨年度採択され、今年度

使用している教科書と同一の教科書、議案第２号別紙に記載の

教科書一覧のとおりを採択しようとするものでございまして、

ご提案申しあげるものでございます。ご審議のほどよろしくお

願い申し上げます。なお、只今申しあげましたように、中学校

で使用している教科書は、平成２１年度の採択され平成２２年

度から平成２５年度まで使用することになってございますが、

学習指導要領の改訂に伴いまして、今使用している教科書は平

成２４年度以降は発行されなくなりますので、平成２３年度に

新たな教科書の採択を行い、平成２４年度から新たな教科書を

使用する予定となってございます。 

 

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

         私からの質問ですが、今の説明にあった通りだとするとまた来

年度に中学校の教科書採択を行うということでしょうか。 

 

松村学校教育課長  今年度中には文部科学省の検定を受けた新指導要領に対応し

新たな教科書が各出版社から示されることとなります。それを

受けまして、来年度の多分今と同じくらいの日程で今年度小学

校で行います採択と同じ様な日程で行うこととなります。 

 

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
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り可決することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長     ご異議がありませんので、原案のとおり可決いたします。 

 

西里委員長     次の案件についてお諮りいたします。日程第７議案第３号平

成２３年度使用小学校用教科用図書採択の件につきまして、

採択にあたり、適切な審議環境の確保という面から会議を非

公開とし、採択事務終了後に議事録を公開することに御異議

ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長     異議なしと認め、これより非公開とすることを決定します。

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。 

 

（退場） 

 

（以下非公開） 

 

（退場者入場） 

 

 

西里委員長      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

から日程第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     異議なしと認め、これより非公開とすることを決定します。

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。 

 

（退場） 
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（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２２年第８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     山 田   進 

 

会 議 録 調 製 員       堀   敏 雄 


