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平成２３年第２回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２３年２月３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

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２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 報告第３号
室蘭市教育委員会臨時代理の件

（室蘭市教育委員会事務局職員等の人事発令の件）

第６ 議案第１号 室蘭市・登別市に係る就学児童生徒の取扱いに関する協議書の更新の件

第７ 議案第２号 平成２３年度室蘭市学校給食費等の件

４ 出席委員 西里委員長 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 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 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２３年第２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、谷藤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

２３年第１回定例会ならびに、平成２３年第１回臨時会の

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号室蘭市教育員会２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１号室蘭市教育委員会２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１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、４日（金）から１８日（金）にかけて、

各小学校で初入学児童の 1日入学が行われます。次に生涯

学習課所管の男女平等参画推進では、５日（土）室蘭市男

女平等参画推進市民会議と市の意見交換会が行われます。

次に文化振興では、６日（日）にベートーベン交響曲第九

番演奏会が文化センターで行われます。次に、市民美術館

では、今月１日から３月６日まで冬の風景を題材とした展

覧会を開催しています。次に、青少年科学館では、中段に

あります、スポットサイエンスが金曜、土曜、日曜に定期

に行われます。次のページになりますが、図書館では、２

段目に記載のとおり、４日（金）、２０日（日）に英語のお

はなし会が図書館本館で行われます。次に、スポーツでは、

１３日（日）に「２０１１雪中キックベース IN むろらん」

がだんパラ運動公園広場で行われます。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
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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。

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、２件でございます。最初に、１月

２１日財団法人むろしん緑の基金理事長様より、樹木３４

本、金額にいたしますと５０万円相当のご寄付がございま

した。このご寄附は、学校の緑化推進に活用させていただ

きます。次に１月１８日 にふくろうの会代表様より、図

書２０冊、金額にいたしまして、１５万３千２５０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。

谷藤委員 樹木は特定の学校に寄附されたのでしょうか。

堀総務課長 翔陽中学校にご寄附いただきました。

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号室蘭市教育委員会臨時代理

の件（室蘭市教育委員会事務局職員等人事発令の件）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３号室蘭市教育委員会臨時代理の件（室蘭市教育

委員会事務局職員等の人事発令の件）につきましてご報告

申し上げます。本件につきましては、１月３１日付けの退
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職発令が、去る１月２７日にございましたが、本教育委員

会に付議するいとまがございませんでしたので、室蘭市教

育委員会教育長に対する事務委任等規則第３条第１項の規

定に基づきまして、１月２７日同日、教育長において臨時

代理いたしましたので、同条第２項の規定に基づき報告い

たします。報告第３号別紙を御覧いただきたいと存じます。

発令内容でございますが、生涯学習課［文化振興］高木智

子主査が退職したことを報告いたします。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。

（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議

案第１号室蘭市・登別市に係る就学児童生徒の取扱いに関

する協議書の更新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 議案第 1号室蘭市・登別市に係る就学児童生徒の取扱い

に関する協議書の更新の件についてご説明申し上げます。

本件は、登別市の一部の地域（美園町６丁目１２番地以北）

に居住する児童生徒を本市の小中学校に就学させるための

協議内容について、協議書の期間が平成２３年３月３１日

をもって満了となることから、この期間を 1年間延長する

ため、提出するものでございます。協議書の内容につきま

しては、議案第 1号別紙をご覧ください。第１条から第６

条までございますが、第２条第２項では、本市の受け入れ

として、小学校は水元小学校、中学校は東明中学校を規定

してございます。第３条では就学を認める期間を１年間と

定めております。第４条では、本市の受け入れに係る「経

費の負担」について、毎年５月１日現在の児童生徒数に基

づき、登別市の負担とする旨定めておりまして、具体的に

は議案別紙に添付してあります「就学に要する経費算定基

準」をご覧いただきたいと存じます。小学校・中学校が別々
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になっておりますが、区分Ａ欄は、室蘭市教育費児童一人

あたりの負担金として、「室蘭市の学校教育に係わる歳出総

額から歳入額を差し引いたもの」を、平成２３年５月１日

時点での「児童数で割って」算定し、さらに（Ｂ）欄で室

蘭市の普通交付税として措置されている需要額を出し、こ

れを差し引いた額が、登別市が負担すべき一人当たりの単

価としてございます。中学校におきましても、同様の考え

で算定しております。平成２３年度受入予定人数は、小学

校が「９人」、中学校が「３人」でございます。参考までに、

平成２２年度の受入れは、小学校は「９人」一人当たり単

価は「１１４,０００円」、中学校は「３人」受入れ、一人

当たり単価は「１２６,０００円」でございます。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。

谷藤委員 美園町６丁目の地区については昨年もこのようなお話が

あったように思いますが、この地区に住んでいる小・中学

校生がいれば毎年行っているのでしょうか。

星学校教育課主幹 該当地区で希望がある場合については、毎年行っており

ます。

黒光委員 この地区の子ども達は水元小学校・東明中学校を希望さ

れることが多いのですか。

星学校教育課主幹 多くの子ども達が水元小学校や東明中学校の方が近いの

で希望しております。

黒光委員 これはいつ頃から行われているのでしょうか。

星学校教育課主幹 現在の算出方法になったのは昭和４５年頃からと聞いて

おります。

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
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おり可決することに御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７議案第２号平成２３年度室蘭市学校給食費

等の件を議題といたします。説明をお願いします。

真野給食センター所長

それでは、議案第２号平成２３年度室蘭市学校給食費等

の件につきまして、ご説明申し上げます。平成２３年度の

学校給食費につきましては、昨年１１月１９日に室蘭市学

校給食運営協議会に諮問し、審議を重ねていただいたとこ

ろでありますが、最終的に、この度、参考５にございます

ように、学校給食費１食単価は、小学校では２１９円、

中学校では２６４円と、平成２２年度価格と同額での据え

置きが望ましいこと、また給食回数につきましても、平成

２２年度と同様に据え置きが望ましいとの答申を、去る１

月２８日にいただいた次第でございます。来年度の学校給

食費の１食単価の考え方でありますが、単価そのものは、

主食であるパン・米・牛乳などの基本物資と、副食・温食

で構成される一般物資の合算した価格で求められておりま

すが、基本物資については、北海道学校給食会で示された

価格を用い、また、一般物資については、提供回数を基本

として、本年度の消費者物価指数や食料品価格動向をもと

に、来年度の見通しを勘案して試算をしていくものであり

ますが、本年度は、物価の動向は穏やかなデフレ状況が続

いており、消費者物価は、２年連続の下落になりますが、

供給超過の縮小等により下落幅は 縮小し、来年度におき

ましては、景気は持ち直し、経済成長の好循環に向けた動

きが進むことが見込まれており、食料品の物価の上昇につ

いてはプラスと分析してございます。それでは、資料に基

づきまして、平成２３年度の学校給食費の試算案を説明さ

せていただきます。最初に、パンや米などの基本物資でご

ざいますが、参考１の平成２３年度と平成２２年度の基本

物資単価比較表をご覧ください。本年１月１４日に、基本
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物資として道内市町村に統一価格として提供していただい

ております財団法人学校給食会から、基本物資であります

基準パン（コッペパン）、黒糖パン及び米飯の来年度の価格

動向が示されたところでございますが、小学校の基準パン

につきましては、昨年度価格と比較しまして、原材料の小

麦粉などの値上がりが見込まれており、搬送・供給の経費

は昨年度と同額であるものの、加工賃の値上げが見込まれ

ており、示された来年度単価は、４７円２５銭から４８円

４９銭に値上げとなってございます。また、黒糖パンにつ

きましても、同様に、５３円７９銭から５５円０３銭に値

上げとなってございます。また、米飯につきましては、昨

年度価格と比較しまして、原材料の精米は値下げが見込ま

れ、加工賃が昨年度より値上げが見込まれておりますが、

示された来年度単価は、５４円１６銭から５２円５２銭へ

値下げとなってございます。中学校でも同様であり、基準

パンにつきましては、５３円５７銭から５５円０１銭に、

黒糖パンにつきましても、６１円３５銭から６２円７６銭

に、それぞれ値上げとなってございます。また、米飯につ

きましては、６０円９８銭から５８円７７銭へ値下げとな

ってございます。また、この資料では、牛乳の来年度価格

が示されておりませんが、この提供価格は北海道農政部か

ら、今年２月中旬頃に示される予定でございますが、昨年

度も同様でありますが、現時点では乳価の価格動向を予想

することが困難な状況にありますことから、昨年度並みと

見てございます。次に、参考２の学校給食費・平成２２年

度実施額及び平成２３年度試算額（小学校）と記載した資

料をご覧ください。２３年度の学校給食費の試算額の算定

に当たりましては、２２年度の実施額をベースとしまして、

２３年度の試算額を算出した表でございます。２３年度の

基本物資のうち、基準パン、黒糖パン及び米飯につきまし

ては、ただ今参考１で説明した学校給食会で示された供給

価格で算定しております。なお、パンの積算にあたりまし

ては、菓子パンも含まれておりますことから、学校給食会

で示された基準パン及び黒糖パンの平均値上がり率

（３．４％、金額２円３７銭）を、昨年度の菓子パンの単

価に乗じ積算してございます。また、パン･米飯の加工料並
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びにパン包装料などは、最低賃金の引き上げに伴い、増額

で見てございます。２３年度の学校給食費の考え方は、昨

年度と同様でありまして、週のうちパン食は週２回・米飯

は週３回提供するとした国の基準を遵守しておりますので、

年間のパンや米飯の実施回数は同様とし、パンについては、

基準パンや黒糖パン、また、特に、子ども達から希望の多

いメロンパン等の菓子パンについても、２２年度と同様な

提供回数を維持する考えでございます。また、パン・米飯

の加工料につきましても、こども達に人気のスライスパン・

背割り加工（コッペパンそのものでなくスライスして食パ

ンにすること。）の回数も、２２年度と同様の回数を維持す

る考えでございます。以上のような考えで、基本物資の１

食単価を試算いたしますと、９８円３４銭との試算結果で

ございます。２２年度と比較して２９銭の値下げ（０．２

９％のダウン）でございます。次に、温食、副食、いわゆ

る汁物とおかず類である一般物資でございます。２２年度

と２３年度の食料品価格の比較をさせていただくものであ

りまして、具体的には、２２年度の消費者物価指数の総合

指数と食料品指数の動向や、２３年度の消費者物価指数の

見通しなどを勘案し伸び率を求めた結果、０．５％増と試

算いたしましたことから、このアップ率を、２２年度の１

食当たりの単価である１２０円３７銭に対して乗じました

結果、２３年度の一般物資については、６０銭アップの１

２０円９７銭との試算結果でございます。以上のように、

小学校の２３年度の学校給食費の１食単価を算定しました

結果、基本物資が９８円３４銭、一般物資が１２０円９７

銭で、合計で２１９円３１銭との試算結果であり、以上の

結果、２２年度と同額の２１９円と試算したところでござ

います。続きまして、参考３の中学校をご覧ください。中

学校も小学校と同様な考え方で、２３年度の学校給食の１

食単価を算定しました結果、基本物資が１０６円６４銭、

一般物資が１５７円５９銭であり、合計で、中学校は２６

４円２３銭との試算結果であり、以上の結果、２２年度と

同額の２６４円と試算したところでございます。最後に、

参考４の平成２３年度室蘭市学校給食費及び学校給食回数

をご覧ください。ご覧のように給食回数は、小学校では１
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７５回～１８３回、中学校では１７０回～１８０回でござ

います。２２年度と同じ回数で試算したところでございま

す。なお試算にあたりましては、全小中学校で共通に消化

できる給食回数であるとの小・中学校長会の同意を得てい

るところでございます。また、２３年度の小学校、中学校

の学校給食費の１食単価につきましても、ご覧のように２

２年度と同様と試算したところでございます。以上でござ

います。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

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。

谷藤委員 確か現在の給食費になったのが２１年度からだったと思

いますが、当時も原油等が値上がりし野菜も値上がりして

いて現在の状況に近い中この金額に設定されたのは努力あ

ってこそと感じますが、野菜等の仕入れの場合にはあらか

じめ業者から見積もりなどをとっているのでしょうか。

真野給食センター所長

今、現在の段階で知りうる情報を用いて今回の金額を試

算しましたが、お話にあったように今後原油の値上がり等

から野菜等の値上がりも考えられます。ただ、そうなった

時には献立の工夫等で対応していきたいと考えます。

黒光委員 室蘭市の給食費は安い方でしたよね。

山田委員 全道の市町に比べて安い方です。

黒光委員 食材の関係で野菜等は特定の１社に決まっているのでし

ょうか。

真野給食センター所長

野菜は年度当初に青果卸売組合と安価で新鮮な野菜を学

校給食用に入れていただくという契約を結んでおります。

谷藤委員 この案件からは少し違うのですが、給食費の滞納を子ど
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も手当から差し引くというのが、新聞やニュースなどで報

道されておりますがどうなるのでしょうか。

山田委員 今の流れとしては給食費の場合については同意が必要に

なりそうです。

西里委員長 この表を見て感じたことですが、米が道産米で少し下が

っているからこそ前年と同額でおさまったように感じまし

た。

山田委員 これまでも、１円、２円程でしたら工夫してやりくりし

ております。

西里委員長 最近は気候や社会情勢も不安定な状態なので、読みにく

い部分も多くなっていますので難しいですよね。

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。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２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 谷 藤 豊

会 議 録 調 製 員 堀 敏 雄


