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平成２３年第１回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２３年１月６日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後７時００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 第４回室蘭市議会定例会議事内容に関する件

第４ 報告第２号 室蘭市教育委員会 1月行事予定の件

第５ 報告第３号 教育機関等に対する寄附採納の件

第６ 報告第４号 室蘭市教育委員会事務局職員の人事発令の件

第７ 議案第１号 平成２３年度教育予算に係る意見書提出の件

第８ 議案第２号 室蘭市スポーツ審議会条例中一部改正に係る市長への申入れの件

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［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 矢元生涯学習課主幹[文化振興] 山下生

涯学習課主幹[図書館] 田中青少年課長 高木青少年課主幹

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２３年第１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、芝垣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

２２年第１２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 次は、日程第３報告第１号第４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４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。この度の、

第４回定例会は、１２月１日から１５日までの、会期１５

日間で開催されたところであり、本会議におきましては、

全体９人の質問議員の内、４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。それでは、各ページに沿い

ながら、簡潔に説明をさせていただきます。最初、１ペー

ジは、新政会の若林議員からで、３点の質問があり、１点

目は、「教員免許更新制」についてであり、対応状況などや

本市の 免許更新対象者数と更新見込みについての質問で

ありましたが、市教委として、法令等に基づき、適切に対

応している旨と来年３月末で、修了確認期限となるものは、

３９人でありますが、対象者全員が受講し、更新手続きが

完了する旨、お答えをさせていただきました。２点目は、

特別支援教育支援員の配置についてであり、支援員が業務

過多になっていないか、また、配置状況等、更には、今後

の活用方針と教育効果などの質問であり答弁では、次の２

ページに行きますが、支援員業務は、過剰になった状況で

は、無いことや３３人配置している現状と、採用につきま

しては、教員免許所有者などの中から公募により採用して
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いる旨等をまた、今後の支援員の活用方針は、必要に応じ

支援員の活用を図っていく考えと、教育的効果については、

各配置校からは、総じて高い評価を得ている旨お答えをし

たところであります。３ページに行きますが、支援員につ

いての、複数配置の考えについての再質問がありましたが、

実態に応じた支援員の配置を図っていくためには、国や道

による財政支援の拡充が必要な課題であり、今後とも、財

政支援については強く要望して参りたい旨お答えをしてお

ります。４ページに行きますが、３点目は、こどもの自殺

について、教育現場での自殺予防の研修についての質問が

あり、市教委では、国で取りまとめたマニュアル冊子を各

学校に、また、リーフレットも、全教職員に配布し、各校

における研修に活用するよう指導している旨を、また、児

童生徒が命を大切にする教育の質問については、特に、道

徳の時間や、特別活動や行事等、学校教育全体を通して児

童生徒の心に響く教育活動を行っている旨を、それぞれお

答えをしております。５ページでは、こどもの自殺とその

防止に関して、市教委の見解を求められた再質問がござい

まして、教育長から、学校教育で行うきめ細かな命の大切

さの指導のほか、家庭や地域社会との行動の連携が必要な

こと、今後とも、校長会等におきまして、命を大切にする

教育のきめ細かな指導と学校の指導体制の再確認、並びに

家庭や地域との連携について、引き続き指導を行い、子ど

もの自殺という痛ましい事件が起きないよう、取り組んで

まいる決意を表明してございます。次に、６ページから１

１ページにかけましては、民主・市民クラブの児玉議員か

らで、４点の質問であり、１点目は、「いじめの実態」につ

いて、３回に分けての質問であり、１回目は、アンケート

調査の効果と課題、認知件数などの質問であり、効果とし

ては、各学校の「いじめの実態」を把握でき、傾向や各学

校の取組状況について、「校長会」等において、対応策を協

議することにより、いじめに対する更なる取組の強化に、

つながっている旨をまた、課題としては、発見しにくい「い

じめ」もあることであり、この点を、今後も、強く認識し、

日常の観察やふれあい、また、保護者との連携等を密にす

ることが必要であること、次に、いじめの認知件数は、一
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学期末の統計では、１８３件であること、また、認知に至

った経緯について、小学校では、「アンケート調査等」から

が多く、中学校では、本人からの訴えが多い旨を、次に、

認知後の対応としては、「いじめ」が継続している場合は、

学校全体で「いじめ対策」にかかわる組織体制、指導計画

を作成し、場合によっては、「スクールカウンセラー」、医

療関係、保護者などとの連携を図りながら、被害及び加害

児童生徒の継続指導と、精神的なケアや援助を行い、早期

解決に向けて取り組んでいる旨 お答えしてございます。

７ページでは、２回目として、「いじめ」の認知の判断とそ

の検証の質問であり、平成１８年度に、従前までのいじめ

の定義を替えたことから、各学校では、いじめの報告時に

は、「本人が精神的・物理的な苦痛を感じているものすべて」

を取り扱うこととなっており、検証については、「いじめ」

であると児童生徒からあがってきたものすべてを、確認・

検証している旨、答えております。３回目で、市教委の見

解を求められたことから、教育長から、認知件数も増加し

ており、市教委としても深刻に受けとめているところであ

り、今後とも、学校と家庭の連携を密にしながら、未然防

止や早期発見・早期対応に、一層努め、いじめの根絶に向

け、全力を挙げ、取り組んでまいる決意を表明してござい

ます。８ページは、２点目の「児童生徒の虐待」について、

件数、把握方法、対応などの質問であり、まず、件数につ

いては、７件、１１名であり、また、虐待の把握につきま

しては、保護者から学校への連絡や本人からの相談等で把

握している旨対応については、各学校においては、児童相

談所と連携を図りながら、被害・児童生徒の安全確保を第

一に対応している旨、お答えをしてございます。９ページ

からは、３点目の「学力調査」について、各学校の取り組

みと効果や、学習塾との関連についての質問があり、小学

校と中学校での現状の取り組み状況とまた、学力向上への

効果については小学校、中学校それぞれ学力向上の成果が
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表れている状況を次に、学習塾との関係については、得点

差については、「プライバシー保護」の観点から分析はして

いないが、特に、進学を目的とする塾に通っている児童・

生徒は、相対的に学力が高い傾向にあると思っている旨と、

また、塾に通っている本市の児童生徒の割合については、

本年度実施の「全国学力テスト」の調査結果から、小学校

６年生が４０．９％、中学校３年生は、５４．８％である

旨を答弁してございます。１０ページでは、２回目として

「中学校放課後の学習支援に財政支援ができないか」との

質問でありましたが、教育長の方から、学力の向上にかか

わって、各中学校での取り組みにより、全体としては着実

に全国との差は縮小して成果は表れている現状とまた、教

員 OB の活用は、市単独として財政措置は難しいところで

あり、道教委事業として、引き続き、できるだけ多く活用

できるよう努めて参りたい旨をお答えしております。また、

これまでの全国学力調査や本市独自の標準学力テストでは、

小学校における国語、算数の基礎・基本をどう習得させる

か、また、生活習慣において学習習慣の醸成を高めるかが

大切であり、それが結果的に中学校での学力にいかされる

と考えており、そのためには、小学校側との協力の中、モ

デル的に、まず小学校での研究奨励校を選び、学習支援の

施策を、来年度の予算編成の中で検討して参りたいと考え

ており、子どもたちが、教育理念である「生きる力」を育

む、確かな学力を身につけるよう努力して参りたい旨、お

答えをしております。次、１１ページは、４点目の「地域

とともに歩む学校づくり」についてであり、主な事業内容

の成果と問題点、また、この事業を他の地域に広げる考え

についての質問であり、これまで、登下校の安全指導や防

犯教室の実施など、港北中学校区の各町内会の皆様より、

多くのご支援をいただいており、児童生徒の安心安全な環

境づくりや、学習指導面での支援のほか、豊かな心の育成
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や情操教育に大きな効果があったところであること、課題

としましては、授業内容や授業時数の関係から、地域の各

種支援に対し、日程などの調整に困難な場合があることな

どをまた、本事業を他の地域に広げる考えについては、本

事業につきましては、本年度で終了しますが、今後につい

ては、課題と成果を生かし、市内全地域において、拡大し

て参りたいとお答えしてございます。次は、１２ページか

らは、市政・創造２１の青山議員から子どもを取り巻く環

境づくりについてとして、２点あり１点目は、「小中学校適

正配置計画について」であり、残る３地区の進捗状況と地

元との協議を含めた今後の予定のご質問であり、現在、様々

な課題を整理しながら、それぞれの３地区の学校関係者や

学校 PTA 役員への説明を行い、意見交換をさせていただい

ており、更に、各地区の地域の方への説明を行う予定であ

ること、また、これら３地区の小学校統合の時期や場所な

どについて、本年度又は来年度、早々には、一定の方向性

を示す考えを答弁をさせていただきました。次、１３ペー

ジでは、東明地区の知利別小学校校区の取扱いについて、

再質問があり、東明地区は、３小学校全てによる統合での

学級数の推計では、本市の適正学級規模を大きく上回る見

込みであり、特に、知利別小学校の将来の児童数の動向に

ついては、現時点では不確定な要素がある状況にあること。

また、知利別小学校の校区は、地理的に、東明地区と中島

地区の中間に位置しておりますことから、今年度開校しま

した旭ヶ丘小学校と東明地区の統合小学校の地域バランス

等が挙げられること。これらの課題があることから、今後、

知利別小学校の校区の見直しを含め、総合的に検討を進め

ている旨、お答えをしたところでございます。次、１４ペ

ージからは、２点目の幼児教育について、幼児教育に対す

る市の基本的な考え方と小学校との連携への質問があり、

幼児期の教育の重要性から、本市においても、「私立幼稚園

協会」と定期的な懇談の場を持ちながら、連携を図るとと

もに、教育環境整備や特色ある教育等に対しまして、財政
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支援を行い、幼児教育の振興に努めているところであり、

今後におきましても、国の動向を注視しながら、私立幼稚

園・各園や PTA との連携を恒常的に進めて参りたい旨を、

また、小学校との連携でございますが、小学校に入学した

１年生の、いわゆる「小１プロブレム」といわれる新入学

児童の問題は、現在、指導上の大きな課題となっており、

１５ページに行きますが、このため、本年１月、４者によ

る初めての協議の場を設け、今後の新入学に向けた諸課題

について、連携して取り組むことを確認したところである

こと、また、その後も、「小学校校長会」と「私立幼稚園協

会」との間において、今後に向けた入学前の学校給食の試

食や小学校訪問などの具体的な協議が実施されたところで

あり、市教委としましても、これら連携した取り組みにつ

きましては、積極的に支援をして参る旨、お答えをしてご

ざいます。次、１６ページは、幼児教育についての再質問

があり、幼保一元化への不安解消と、加えて、教育行政方

針に幼児教育の考え方について明記する考えを求められて

いるところであり、教育長から、国の動向を注視し、幼稚

園協会とも十分情報交換を進め、意見を聞く中で、不安解

消に努めて参る旨と、また、教育行政方針の明記について

は、これまでも、教育行政方針では幼児教育の重要性を認

識する中で、幼稚園を含めた私学振興や支援について、触

れておりますが、幼保一体化の動向、幼児と小学校の連携

の高まりを受け、今後の教育行政方針での幼児教育の考え

方について、検討する旨、お答しております。次、１７ペ

ージからは、民主市民クラブの小田中議員から、ひきこも

り対策の現在の検討状況や課題と本市の取り組みなどの質

問があり、「子ども・若者育成支援推進法」が、本年４月か

ら施行され、各地方自治体においては、「子ども・若者計画」

の作成策定や、相談センター及び地域協議会の設置などに

ついて、それぞれ努めるものされたことから、本市として

は、国や北海道、道内他都市の動向などの情報収集と分析

に努め、庁内関係各課との連絡会議を開催し、共通認識と

情報交換を行っている状況をまた、課題については、計画

の策定や、相談センター及び地域協議会の設置についても、

いずれも努力規定であり、都道府県や市町村によっては計
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画策定の要否も含め、また、協議会を設置しないところも

あり、全国的にも温度差が生じていることから、今後とも、

北海道の検討結果や、道内他都市の状況などを総合的に判

断し、本市としての取り組みを進める考えを答弁させてい

ただきました。１８ページでは、２回目の質問として、ひ

きこもり対策を、もっと、積極的に取り組む考えの質問で

ありましたが、本市には、青少年の健全育成や非行防止に

関する総合的な調査と施策の推進を審議することを目的と

して、様々な青少年関係機関や団体の代表者などで構成さ

れる「室蘭市青少年問題協議会」が設置されており、今後

は、この「青少年問題協議会」におきまして、ひきこもり

に対する調査方法及び効果的な対応策について審議をして

いただき、この課題について、より一層取り組んで参りた

い旨お答えしてございます。以上が、第４回室蘭市議会定

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。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。

黒光委員 いじめのことについてなのですが、認知についてですが、

本人からあがってきたものを検証するとのことですが、対

策としては今までと何か変わってきているのでしょうか。

高橋指導主事 まずは認知に関しましては、答弁書にもございますよう

にアンケートだけではなかなか見えてこない部分もあると

いうことを先生方に周知しまして日常のふれあいをアンケ

ートとともに重視するよう呼びかけてございます。その後

の対応方法でございますが、アンケート等で浮かび上がっ

てきた問題については教育相談というのですが１対１ある

いは集団の中でその問題についてじっくりと話し合う機会

を作り１つ１つ丁寧に対応していただいているところでご

ざいます。アンケートが終わりではなく、アンケートを切

り口にして対応していくこととしております。

黒光委員 昨年も何人か自殺がありましたよね。その際に学校側が
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いじめが自殺の原因かどうかははっきりしないというよう

な対応があったように思いますが、今はこのように子ども

自身が何もないのに自殺するということはないように思え

るのですが。

酒井教育指導参事 なかなか影に隠れて見えない部分があるということで、

校長先生方については、市教委の方から日常の様子をしっ

かり見て少しでも様子が変であればすぐに躊躇せず指導し

ていただきたいということを伝えております。アンケート

に書くとなると小学校ですとクラスの３分の２程はいじめ

られていると書いてきます。これが高学年になるにつれて

成長していきますので、件数が少なくなっていきます。小

学校の低学年は、ほとんど全員といっていいほどいじめら

れていると答えておりまして、ただその中身についてはし

っかりと精査しております。

高橋指導主事 この数字の多くが小学校の低学年の件数となっておりま

して、ちょっと叩かれたとか１言悪口を言われたというこ

とをいじめられたとしておりまして、先生もそれらを全て

否定するということではなく、子どもが辛いと感じている

のであればいじめと認知しましょうということで、その結

果が数字としてあらわれております。

黒光委員 人権擁護委員の方でもＳＯＳミニレターというのが来ま

して私も回答を書いているのですが、小学生ですとか小さ

い子のものは可愛らしい内容なので、安心しているのです

が中学校になりますとなかなか難しいものもあり、もう１

度お返事くださいねと書くのですが次に来たらどのように

返事をしようかというものもありました。そういうのを見

ていますと先生方が一生懸命取り組まれていることもわか

るのですが何とかもう少し前の段階で対応できないのかと

感じます。以前にもお話しましたが、自分に対するプライ

ドというか自尊心というかこれは駄目だときちんと言える

ようにできる教育の仕方が何かないものなのかと思うもの

ですから、何か対策をできないかなと思うのですが。
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酒井教育指導参事 現場にいますと、陰口が１番堪えます。クラスの子ど

も達には言いたいことがあるのならはっきりと言うこと

も必要で、陰で隠れて集団で１人、２人を対象にして言

うのは良くない、もし気にいらないことがあるのならき

ちんと直接話し合いなさいという指導をしております。

子どもはやはり陰口ですとか、下駄箱に手紙を入れられ

るとか、画鋲を入れられるとかが傷つきます。直接話し

合いをさせることにつきましては、結構いい方向へ向か

うこともあります。我々が気にしているのは、お金を強

要するですとか暴力に走るというのは全くないという訳

ではありませんが、早期に対応しております。

黒光委員 ありがとうございます。

西里委員長 ほかにありませんか。ないようですので、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

１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。

堀総務課長 報告第２号室蘭市教育委員会１月行事予定の件のうち、

主なものにつきまして、ご説明申し上げます。 次のペー

ジの報告第２号別紙を御覧いただきたいと存じます。最初

に、学校教育課では、１４日（金）、１７日（月）に中学校、

１９日（水）に各小学校の３学期始業式が行われます。次

に生涯学習課所管の市民美術館では、欄中段に記載のとお

り４日（火）から２３日(日)まで、第一回女流作家展が行

われます。次に青少年科学館では、欄下段に記載のとおり

１６日（日）に夢工房のスポットサイエンスが行われます。

次に、図書館では、欄下段に記載のとおり、２２、２７、

２９日の木・土曜日にふくろう文庫ミニ特別展が図書館本

館で行われます。次に、青少年課では、９日（日）に成人

祭が室蘭市文化センターで行われます。当日の内容や駐車

場などについて、この後、高木青少年課主幹から説明をさ

せていだきます。私からは以上でございます。

高木青少年課主幹 青少年課の行事でございますが、１月９日（日）１３



11

時から文化センターにおきまして、成人祭が開催され

ます。対象となる新成人は９１１名で、新成人２６人に

よる実行委員会により企画・運営がされるものでござい

ます。第１部は式典、第２部は祭典として、新成人によ

る歌・ダンス、中学生時代の恩師によるビデオレター、

抽選会となっております。教育委員の方々には、出席の

ご案内を差し上げたところでございますが、来賓用の駐

車場を文化センター管理棟前に用意してございますので

ご都合の良い方はご利用いただきたいと存じます。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。

西里委員長 ないようですので、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。

堀総務課長 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、ご説明申し上げます。次のページの報告第３号別紙寄

附採納状況報告書をご覧いただきたいと存じます。寄附採

納につきましては、４件でございます。最初に、１２月６

日室蘭市立白鳥台小学校ＰＴＡ会長様より、プリンター1台、

電子レンジ 1台、金額にいたしますと 51,870 円相当のご寄

付がございました。このご寄附は、学校教育活動に活用さ

せていただきます。次に１１月２６日北浦晃様より、絵

画作品２点金額にいたしますと１４４万円相当のご寄付が

ございました。このご寄付は、市民美術館の美術収蔵品の

充実を図り、美術振興に活用させていただきます。次に

１２月１０日にふくろうの会代表様より、図書１７冊、金

額にいたしまして、２２万３千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。最後に、社団

法人登別室蘭青年会議所理事長様より、加湿器２台、金額

にいたしますと５万円相当のご寄付がございました。この

ご寄付は、児童館２箇所に設置して子どもの健康維持など
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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 それでは、報告第３号は終了します。次は、日程第６報

告第３号室蘭市教育委員会事務局職員の人事発令の件を議

題といたします。説明をお願いします。

堀総務課長 報告第４号室蘭市教育委員会事務局職員の人事発令の件

につきまして、ご報告いたします 次のページをご覧いた

だきたいと存じます。１２月３１日付けで生涯学習課[読

書活動推進]松原昭夫主幹が退職いたしましたことを報告さ

せていただきます。また、平成２３年１月１日付けで山下

春美主幹が、図書館長事務取扱となったことを併せて報告

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、ご質問等は、ありません

か。

西里委員長 ないようですので、報告第４号は終了します。次は、日

程第７議案第１号平成２３年度教育予算に係る意見書提出

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２３年度教育予算にかかる意見書提出の

件について、御説明申し上げます。本件は、提案理由に記

載しておりますが、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２９条において、市長が予算を作成する場合、教育

に関する事務については、教育委員会の意見を聞かなけれ

ばならない、とされておりますことから、意見書として本

案を市長に、提出しようとするものでございます。議案第

１号別紙をご覧いただきたいと存じます。教育予算に対す

る考え方を記載しており、平成２３年度の教育予算の重点

事項を別紙のとおり取りまとめたものでございます。概略
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をご説明いたしますと、次ページになりますが、大きく１

３項目に分類しております。なお、具体的な内容としては、

ただ今配布しました参考資料をご覧ください。ただし、た

だ今配布しました参考資料の主な事業項目、並びに、その

ことに係る数字は、予算要求時、または、現時点における

直近の査定の現況であり、今後も変動する可能性がありま

すので、あくまでも現時点における、参考とされるようよ

ろしくお願いします。また、平成２３年度当初予算の内示

（報道発表）は、例年どおり来月上旬を予定しており、最

終的には、３月議会で議決されるものでございます。まず、

１の「学校教育事業の促進」といたしましては、（１）の、

教育研究活動の充実、（２）として、私立の専修学校、高校、

幼稚園への補助など私学振興の充実、（６）として、特別支

援教育の推進、（９）として歯・口腔の健康づくりの推進な

ど９項目を、２の「学校施設・設備の整備」では、学校の

改修等環境整備事業の促進や、校教具の整備などの３項目

を、３の「武揚・絵鞆・桜が丘小学校建設事業」では、平

成２７年４月開校に向け、測量調査や基本設計を、４の「桜

蘭中学校整備事業」では、平成２４年４月開校の予定でご

ざいますが、校舎棟の増築、外構グラウンド整備ほか、備

品購入費を５の「北辰・港南統合中学校建設事業」では、

平成２５年４月の開校を目指して、校舎棟建設及び体育館

棟建設を６の「学校給食センター施設・設備の整備」では、

耐震診断調査や備品の更新を７の「生涯学習活動の推進」

では、学習情報提供事業の充実と学習相談体制の整備を、

８の「社会教育事業の推進」では、家庭教育支援の充実を、

９の「男女平等参画社会の推進」では、男女平等参画学習

の充実など３項目を、１０の「芸術・文化の振興」では、

文化活動の奨励と芸術文化事業の推進を、１１の「青少年

の健全育成と非行防止の推進」では、青少年団体活動への

支援及び地域住民活動の推進、放課後児童対策の充実など

４項目を、１２の「社会教育諸施設の整備」では、文化セ

ンター、青少年科学館、図書館の施設整備を最後でありま

す、１３の「スポーツの振興及び施設整備」では、市民ス

ポーツの普及促進および指導者の育成など３項目を、要望

するものでございますなお、本日、審議、決定された意見
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書につきましては、速やかに新宮市長に提出する予定でご

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、ご質問等は、ありません

か。

黒光委員 先ほどお話しました子どものいじめですとか虐待に関わ

ります子どもの安全対策というのは防犯ブザーだけなので

しょうか。子どもが生きていく上で、学力などは関係なく

まずは元気に通ってくれるかというのが保護者の切実な想

いが見てとれます予算の中には防犯ブザーしかないような

のですが。もう少し前もって何かできること、例えばＣＡ

Ｐの取り組みを取り入れるなどのそういった活動を行うた

めの予算は組めないのでしょうか。

酒井教育指導参事 防犯教室なのですが、各学校ではＣＡＰを取り入れてい

る学校もありますし、各学校の実態に応じて警察署から講

師を呼んだり、中学校では実際に護身術をやったり、声の

出し方などを学んでおります。また、学校によっては防犯

ブザーの他にホイッスルを配るなどもしております。市教

委の方では特に予算化しておりませんが、ＰＴＡ等の予算

を活用して学校の実態に応じて対策を行っております。

黒光委員 全額というのは難しいでしょうが、補助的にでも予算が

つけばと思います。

高橋指導主事 こちらの方には記載がございませんが、各校に総合的な

学習の時間ということで予算措置があります。総合的な学

習の時間の目標といたしましてはまさに生きる力というこ

とで、各校の児童・生徒の実態に応じたそれぞれの取り組

みを行っております。

黒光委員 それは、各学校でどのように使うかは自由に考えていい

のですか。
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高橋指導主事 そうです。例えば、地域のボランティア清掃や老人ホー

ムなどへの慰問活動を行ったり、様々なことを行っており

ます。

西里委員長 私の方からですが、放課後児童対策の充実ということで

スクール児童館などに１億３千万程予算措置がありますが、

この内訳はどのようなものになるのでしょうか。

山田委員 主に人件費になっておりまして、この他にも市が直接雇

用しております職員につきましては、別途職員課が人件費

の予算を計上しております。

西里委員長 ほかにありませんか。

（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

異議はありませんか。

（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号室蘭市スポーツ審議会条例中一

部改正に係る市長への申入れ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、室蘭市スポーツ振興審議会条例中一部改正

に係る市長への申し入れの件についてご説明いたします。

本件は、平成１８年１２月に約６０年ぶりに教育基本法が

改正されたことを踏まえ、平成１９年６月に教育関連三法

の改正、つまり「学校教育法等の改正」、「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の改正」、「教育職員免許法及び

教育公務員特例法」の改正があったところでありますが、

同時に、関連法律が附則において改正され、「スポーツ振興

法」も、参考のとおり一部改正があったところでございま

す。この一部改正で、従来の「スポーツ振興法１８条第５
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項」が「第６項」に項番号が移動したため、本市スポーツ

振興審議会条例の第１条で「スポーツ振興法の各条項を引

用しているため、この度、新旧対照表のとおり、規定の整

備をさせていただき、「室蘭市スポーツ振興審議会条例の一

部を改正する条例」として、市長への申し入れをするもの

で、ございます。よろしくご審議のほど、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、ご質問等は、ありません

か。私からですが、新旧対照表で見ますと改正後は当該市

町村が特定地方公共団体である場合との記載がありますが、

改正前は教育委員会とあります。何が変わったのかもう少

し説明してもらえますか。

佐藤教育部長 この法律の改正によって、教育委員会だけではなく市長

部局においてもスポーツなどに関わる事務ができるように

なりました。室蘭市におきましては、従来通り教育委員会

がスポーツを所管するということになっておりますが、法

律上は市長部局が所管することもできるということになっ

ております。

西里委員長 以前は所管できたのは教育委員会だけだったということ

ですか。

佐藤教育部長 その通りです。教育の地方分権ということから、文化で

すとかスポーツの事務を市長部局でも行うことができるよ

うになったということが教育３法改正の主旨となっており

ます。都道府県単位では行っているところもあるようです

が、市町村単位では今まで教育委員会で所管していたもの

を市長部局でというのはなかなか難しい状況です。

西里委員長 ほかにありませんか。

（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。

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２３年第１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 芝 垣 美 男

会 議 録 調 製 員 堀 敏 雄


