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平成２３年第４回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２３年４月４日（月）

開会 午後６時００分

閉会 午後６時４５分

２ 場 所 文化センター ４階大会議室

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１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４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等の人事発令の件

第７ 報告第５号 室蘭市立学校職員の人事異動に関する件

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 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

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]

高木青少年課長 真野学校給食センター所長 照井給食センタ

ー主幹



2

西里委員長 それでは、ただ今から、平成２３年第４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、黒光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２

３年第３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。次は、日

程第３報告第１号第１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。説明をお願い致します。

堀総務課長 それでは、報告第１号、第１回室蘭市議会定例会議事内

容に関する件につきまして、ご説明を申し上げます。第１

回定例会は、平成２３年度予算や室蘭西中学校の設置に向

けた条例改正などの審議を中心に、２月２８日から３月２

３日までの会期２４日間で開催されたところでございます。

今回の本会議における質問は、４会派の会長からの代表質

問と、各議員からの一般質問とに分かれてそれぞれ質問が

ございました。私からは時間の関係上、主に質問要旨に沿

って概略の説明をさせていただき、答弁内容については省

略させていただきますので、後から、各ページの記載内容

をご覧いただければと思います。代表質問では、４会派中

３会派の会長から教育行政についての質問があったところ

でございます。最初は、１ページ目の新政会大友会長から

の代表質問でございます。大きく３項目についての質問を

受けました。最初の教育行政と予算編成のあり方では、教

職員人事と財源を教育委員会に委譲させることについての

教育長の見解と学力向上に向けた教育長の所信を求められ

まして、５ページでは、学力向上対策と今後の展開として、

学力向上対策に向けた様々な観点から５項目の再質問がご



3

ざいました。９ページでは、民主・市民クラブの水江会長

からの代表質問でございます。大きく６項目についての質

問がございました。最初の新学習指導要領の全面実施では、

全面実施に向けて行った配慮について、不登校児童生徒対

策では、現在の状況と地方自治体の義務および本市の基本

的な考え方などについて質問を受けまして、１２ページで

は、学力向上の取組について、今後の学習支援員の増員の

考え方と学習習慣の確立についての再質問がございました。

１４ページでは、公明党室蘭市議会の細川会長からの代表

質問でございまして、新宮市長に教育への思いについての

質問、再質問がございました。次に、１６ページからは、

一般質問でございます。今回は、一般質問の８人中７人の

議員から教育行政への質問を受けたところでございます。

最初は、日本共産党の田村議員から、大きく２点、学力向

上策では、学力向上策の効果と学力テストの中止の考えに

ついて質問を受けたところでございます。１８ページでは、

市政・創造２１の立野議員から大きく３点、新学習指導要

領による伝統や文化及び音楽の指導及び学校統合に向けた

児童交流についての質問を受けまして、２０ページでは、

学校統合について、中央・港南の学校統合時に閉校校舎を

活用した仮称学校歴史博物館の設置に向けた考え、文化・

芸術振興では、夏のだんパラを活用したワークショップの

開催などの再質問を受けたところでございます。２２ペー

ジでは、公明党室蘭市議会の砂田議員から、大きく２点、

新学習指導要領の実施に向けた学校への周知と支援などの

質問を受けまして、２４ページでは、新学習指導要領の実

施に当たり、新聞活用についての再質問を受けたところで

ございます。２５ページからは、新政会の金濱議員から、

特別支援教育についての今後の取り組みについての質問を

受けまして、２７ページでは、特別支援教育における従事

する教員などの人材確保についての再質問を受けたところ

でございます。２８ページでは、民主・市民クラブの花釜

議員から、大きく３点、フッ化物洗口では、実施に向けた

進捗状況、学力向上策では、全国学力・学習状況調査の見

解などの質問を受けまして、３１ページでは、教職員の服

務規律等の実態に関する調査などで、国歌斉唱時の起立を
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強制する根拠など３点の再質問を受けまして再々質問の３

５ページでは、教職員の服務規律等の実態に関する調査な

どを受け主体性を持った教育行政に向けた教育長の決意を

求められたところでございます。３６から３８ページにか

けては、民主・市民クラブの佐藤議員から、学校給食の調

理業務の民間委託について、メリットなど様々な観点から

質問・再質問・再々質問を受けたところでございます。４

０ページからは、新政会の桜場議員から大きく３点、学級

編制の標準見直しでは、改正標準法案の記載内容や学校施

設を活用したスポーツ振興についての質問を受けまして、

４３ページでは、学校体育館暖房についての再質問を受け

たところでございます。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、御質問等は、ありません

か。私からですが、今年度から新学習指導要領が実施され

るということで議員の皆さんも関心が高いようですが特に

どのような内容の質問が多かったのでしょうか。

酒井教育指導参事 中身について数点細かく質問がありました。まずは、新

学習指導要領への移行期間において学校にどのように留意

点等について指導しているのかという点がありました。ま

た、教科についての質問がございまして音楽科ではどのよ

うな点が改訂されるのかですとか、学習指導要領の中で新

聞を活用した指導への留意点についてなどのご質問があり

ました。相対的には本市の学力の向上に関わって学習指導

要領の移行期間における取り組みの状況や現段階での成果

また今後望まれる施策などについてのご質問もありました。

西里委員長 新学習指導要領について新聞等を読みましたが、社会性

を重視している子どもに対して社会との関係を重視してい

るということなのでしょうか。

酒井教育指導参事 将来社会に生きていくための力、生涯学習を続けていく

ための力の土台となる基礎・基本の学力を子ども達には養

っていかなければなりません。現在、社会が定年までずっ

と勤め続けられる状況ではなくなってきており、いつ転職
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などが待ちうけているかもしれない状態で再スタートを切

るためには一定の学力を身につけなければならないという

ことで基礎・基本の定着に力をいれております。とりわけ、

理科・算数・数学につきましては、内容が更に増えており

その他の教科につきましては内容も若干増えておりますが

指導時間も増やしよりきめ細かな指導を行うようになって

おります。理科・数学につきましては、今まで高校での学

習となっておりました数学の方程式の解の公式が中学校に

戻されたり、元素記号ですとかゆとり教育で高校の内容と

なった部分が再び中学校での学習となっております。

西里委員長 先日も少しお話ししましたが、一般教養というのが段々

となおざりにされてきているようにも感じられるのですが

どうなのでしょうか。

酒井教育指導参事 学校教育は学校教育の責任のもとに特に義務教育につき

ましては基礎・基本の定着、その他に学校教育の中では社

会性や心の教育、豊かな心を育むということで学校だけで

は難しいので地域や家庭の協力を得ながら様々な体験の機

会を作るように各学校で工夫しております。また、道徳性

を養うということが非常に重要でしてなかなか恵まれない

子ども達は心が荒んでしまうこともありますので心のケア

が大切だと感じております。企業さんの方でも独自の取り

組みがありまして高校などではインターンシップ等にも取

り組んでいるところもございます。

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４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４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

教育課からの報告では、６日(水)から７日（木）に各小中学

校で一学期始業式と入学式が行われます。また、６日には、

翔陽中学校の開校式と武揚小学校と旧常盤小学校の統合式
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が行われます。次に、生涯学習課の社会教育では、１２日（火）

２歳児ちびっこクラブが中島子育てセンターで行われます。

次に、女性センターでは、１９日（火）に各サークル代表者

交流会が女性センター大講習室で行われます。次のページを

ご覧ください。次に、図書館では、９日（土）本輪西おはな

し会が本輪西分室で行われ、他地区でもそれぞれおはなし会

が予定されてございます。次に、港の文学館では、１７日（

日）に「八木義徳生誕１００年記念特別展」オープニングセレ

モニーが港の文学館で行われます。次に、スポーツでは、２

９日（金）第３６回市民健康マラソンが中島公園トリムコース

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、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。

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。 次の頁の報告第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、１件でございます。３月９日にふくろうの会代表様

より、図書１４冊、金額にいたしまして、３４万１千４４０

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、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。次は、日程第６報告第４号室蘭市教育委員会事務局職

員等の人事発令の件を議題といたします。説明をお願いしま
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す。

堀総務課長 報告第４号室蘭市教育委員会事務局職員等の人事発令の件

につきましてご説明申し上げます。報告第４号別紙１をご覧く

ださい。はじめに１の退職発令でございますが定年退職８名、

早期退職２名の計１０名でございます。次に４月１日より教育

当面の間教育長が教育部長の事務取扱を行います。次に３の課

長職発令でございます。髙木康青少年課主幹が青少年課長と係

長職の少年補導センター長事務取扱を行います。次のページを

ご覧ください。係員の発令として４名の採用を行います。なお、

発令年月日でありますが退職につきましては３月３１日、それ

以外は４月１日でございます。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、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報告第

５号室蘭市立学校職員の人事異動に関する件を議題とします。

説明をお願いします。

松村学校教育課長 報告第５号室蘭市立学校職員の人事異動に関する件について、

ご説明申し上げます。本件につきましては、平成２３年度の当

初人事にあたりまして３月３１日に開催されました教育委員会

臨時会にてご報告したとおりに４月１日付けで発令されまして、

本日午後２時より行われました辞令交付式にて教育長よりそれ

ぞれ辞令が交付されました。本日の辞令交付式に際しましては、

校長・教頭、また市外より転入して参りました教諭・養護教諭

にそれぞれ辞令を交付致しました。市内異動の一般の教職員に

つきましては当該校の校長より辞令が交付されました。異動の

内容につきましては別紙のとおりでございます。全体的に申し

ますと今年度は常盤小学校と武揚小学校の統合があったこと、

また鶴ヶ崎中学校・東中学校の閉校に伴い新たに翔陽中学校が

開校しましたことから、学校数につきましては小学校・中学校

合わせて２７校となってございます。今年度の人事異動の特徴
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としましては市外からの転入者が多いということがいえます。

校長人事に関しましては異動者１１名中市外からの異動が５名、

教頭人事に関しましては１４名中市外からの異動が１３名とな

っております。一般の教職員につきましても異動者９０名中市

外からの異動が３５名で市外からの異動者の割合が３８．９％

となっております。ちなみに昨年度の市外からの異動者の割合

は１８．３％でしたので今年度は倍増しております。この要因

の１つとしましては、積極的に市外との人事の交流を進めると

いうことがあります。もう１つは、本市もそうですが児童・生

徒数の減少や学校の統合が進んでいることから他の市町への転

出が増加しております。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。

私からですが、室蘭市では新規採用者はいたのでしょうか。

松村学校教育課長 ２３年度は小学校で５名、中学校で４名合計９名を新規採用

者がおります。

山田委員 昨年度の新規採用者は何名でしたか。

松村学校教育課長 昨年度は小学校で４名、中学校で４名の計８名でございまし

た。

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、報告第５号は終了します。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４回

室蘭市教育委員会定例会を閉会いたします。
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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 黒 光 ひ さ

会 議 録 調 製 員 堀 敏 雄


