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平成２３年第６回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２３年６月２日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後７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６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 室蘭市教科用図書選定委員会委員の委嘱の件

第７ 議案第２号 室蘭市教科用図書選定委員会諮問の件

第８ 議案第３号 室蘭市特別支援教育推進協議会委員の委嘱の件

第９ 議案第４号 室蘭市外海岸の名勝指定に係る諮問の件

第１０ 議案第５号
地方自治法第１８０条の２の規定に基づく事務委任及び補助執

行同意の件

第１１ 議案第６号 室蘭市学校給食運営協議会委員の委嘱の件

第１２ 議案第７号 室蘭市学校給食費等に関する諮問の件

第１３ 平成２３年度教育行政方針（案）について
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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 堀教育部長 酒井教育指導参事 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 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
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西里委員長 それでは、ただ今から、平成２３年第６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、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２

３年第５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号室蘭市教育委員会６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。

堀教育部長 報告第１号室蘭市教育委員会６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。次の頁の

報告第１号別紙を御覧いただきたいと存じます。最初に、

学校教育課からの報告では、４日～１８日の土曜日にか

けて、小学校の運動会が行われます。教科書展示会も１

７日（金曜日）～教科書センターや図書館本館・分室で

７月３日間で行われます。次に、生涯学習課の社会教育

では、地域家庭教育セミナーや３・４歳児と親の家庭教

育セミナーが水元小学校と蘭北児童センターで行われま

す。次に、ページ下の文化振興では、１８日土曜日から

第５６回市民音楽祭が行われます。次のページをご覧く

ださい。青少年科学館では、１６日（木曜日）から１９

日（日曜日）にかけてさつき展が、２５日（土曜日）に

夢工房のロボットサッカーが行われます。次のページを

ご覧ください。スポーツでは、９日木曜日に楽しいラン

ニングが入江運動公園陸上競技場で行われます。

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。
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（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付採納の件を議題とい

たます。説明をお願いします。

堀教育部長 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、５月２日北海道日本ハムフ

ァイターズ稲葉篤紀様よりリレー用バトン４セット、金

額にいたしますと２１，８４０円相当のご寄付がござい

ました。このご寄附は、体育授業などで活用させていた

だきます。次に、６月２日日本製紙株式会社様、室蘭民

報社様からニュートンのリンゴの木、王林の木、それぞ

れ 1 本、説明板１基、金額にいたしますと９万円相当以

上のご寄付がございました。このご寄付は、青少年科学

館の中庭に植樹し、来館する青少年の育成に活用させて

いただきます。次に、５月１３日室蘭ロータリークラブ

会長様 より５万円分の図書券のご寄付がございました。

このご寄付は、読書普及に活用させていただきます。次

に、ふくろうの会代表様より、図書９冊、金額にいたし

まして、１１万６千５０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 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の人事発令の件）を議題といたしま
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す。説明をお願いします。

堀教育部長 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、５月１２日付け

の人事発令が、５月１１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、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、私が教育部長の拝命と総

務課長の事務取扱を行い、教育長が行っていた教育部長

の事務取扱がとかれ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、御質問等は、ありません

か。それでは、報告第３号は、終了します。次の案件に

ついてお諮りいたします。日程第６議案第１号につきま

しては、北海道教育委員会からの指導により非公開とす

ることにご異議ありませんか。

（異議なし）

西里委員長 御異議なしと認め、非公開とします。説明員及び記録員

を除くその他の方は、退場して下さい。

（退場）

（以下非公開）

（退場者入場）
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西里委員長 次に、日程第７議案第２号室蘭市教科用図書選定委員会

諮問の件を議題とします。説明をお願いします。

星学校教育課主幹 議案第２号「室蘭市教科用図書選定委員会諮問の件」つ

いてご説明申し上げます。本件は、室蘭市教科用図書選

定委員会条例第２条の規定に基づき、平成２４年度から

中学校で使用する教科用図書の選定について、調査研究

することを選定委員会に諮問したいため、ご提案申し上

げるものでございます。なお、諮問につきましては、６

月７日の第１回の室蘭市教科用図書選定委員会で予定し

てございます。諮問後の日程ですが、６月７日の第１回

教科用図書選定委員会ののち、行事予定にもありました

ように、６月１７日から１４日間、教科書の展示を行い、

７月４日に第２回の選定委員会を開催し、翌日の７月５

日に答申をいただく予定でございます。採択は、８月の

教育委員会定例会で予定してございます。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。

次に、日程第８議案第３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します。説明をお願いします。

星学校教育課主幹 議案第３号室蘭市特別支援教育推進協議会委員の委嘱

の件ついてご説明申し上げます。本件は、室蘭市特別支

援教育推進協議会条例第３条の規定に基づき、昨年６月

の定例会で委員の委嘱について可決され、平成２２年７
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月１日から平成２４年６月３０日まで、委員の委嘱を行

いましたが、人事異動等により欠員になりました委員の

後任の委嘱を行うため、次のページの議案第１号別紙名

簿のとおり、ご提案申し上げるものでございます。なお、

委員の任期につきましては、同条例第３条第２項ただし

書きのとおり、前任者の残任期間となっておりまして、

平成２４年６月３０日までとなっております。以上でご

ざいます。ご審議の程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。

次に、日程第９議案第４号室蘭市外海岸の名勝指定に係

る諮問の件を議題とします。説明をお願いします。

矢元生涯学習課主幹 議案第４号室蘭市外海岸の名勝指定に係る諮問の件に

ついて、ご説明いたします。 本件は、室蘭市外海岸の一

部が、文化財保護法による名勝として、国から指定の候

補とされていることについて、室蘭市文化財保護条例第

２０条第１項の規定に基づき、室蘭市文化財審議会に諮

問し意見を求めるものです。文化財保護法では、国にと

って、歴史上又は学術上価値の高いもの等を保存し、且

つ、その活用を図ることしており、名勝とは、風光明媚

で文芸の題材となるような、由緒のある景観に対し指定

されるもので、全国的には天の橋立や松島などが有名で

あります。北海道内では、網走市の天都山（てんとさん）、

函館市の旧岩船氏庭園の２か所となっております。議案

第４号別紙１をご覧ください。国は、将来北海道のアイ
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ヌ文化として世界遺産としたい構想をもち、名勝として

指定し保護していく計画から、国の文化審議会で名勝指

定候補地２１ヶ所が決定されました。本市は、アイヌ語

地名の意味をよく残している場として外海岸地域が候補

地となり、平成２１年に文化庁調査官が現地調査を行い

国指定名勝にふさわしいと評価をいただき、指定範囲の

調整、関係者の同意取得等を行ってきたところでありま

す。 指定候補地の概要でありますが、本市外海岸のう

ち景勝地として自然景観が残されており、保存管理上問

題がない箇所として具体的には、議案別紙２に示すとお

り、トッカリショ浜（アザラシ・岩）、地球岬（ポリチケ

ウェ 親である・断崖）、増市浜（マスイチセ 海猫の・

家）、ハルカラモイ（食料・とる・入江）の４箇所として、

５４３，５５４．６３㎡を指定範囲としております。指

定されることになれば、国の指定総体名称の名勝ピリカ

ノカ（美しい・形）の本市は 7 番目となる予定であり、

地点別状況は記載のとおりとなっております。また、今

後の予定としましては、６月中に市文化財審議会を開催

し、次回の定例会で、答申結果をご報告するとともに、

国への意見具申を行うかを改めて審議いただきたいと存

じます。ご審議を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、御質問等は、ありません

か。

谷藤委員 指定を受ければ国から補助等は出るのでしょうか。

矢元生涯学習課主幹 整備等には国の補助制度があります。

芝垣委員 範囲はどのように決めたのでしょうか。金屏風・銀屏風

については範囲に入っているのでしょうか。

矢元学校教育課主幹 範囲につきましては、陸から展望でき、景勝地であり景

観が望める範囲となっております。金屏風につきまして

は地球岬の範囲に入っておりますが、銀屏風については

陸から展望できないため範囲に入っておりません。
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西里委員長 トッカリショ等には漁業者などの住人もいると思います

がどうなるのでしょうか。

小西生涯学習課長 一般的な漁業行為には、全く制限はありません。海面も

指定しておりますが漁業行為につきましては海面上にで

る構築物を作るのでなければ、通常の漁業行為は制限さ

れることはありません。例えば漁網やウキを設置しても

全く問題はありませんが、海面上に出る恒久的な施設で

ある、護岸などの設置には法的な制限がはたらくことか

ら、室蘭漁業協同組合に趣旨を説明し、ご理解のうえ同

意をいただいております。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、議案第４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。

次に、日程第１０議案第５号地方自治法第１８０条の２

の規定に基づく事務委任及び補助執行同意の件を議題と

します。説明をお願いします。

高木青少年課長 議案第５号地方自治法第１８０条の２の規定に基づく事

務委任及び補助執行同意の件につきまして、ご説明いた

します。はじめに、本件の根拠となる地方自治法第１８

０条の２の規定につきまして、ご説明いたしますので、

６枚目の議案第５号参考１をご覧ください。この規定は、

市長の権限に属する事務の一部を、教育委員会との協議

を経て、事務委任することにより教育委員会の事務とし

て執行できること、また、補助執行することにより市長

の事務として教育委員会が執行できることを可能とする

もので、行政の能率的処理と一体性の保持に寄与するこ

とを目的として定められました規定でございます。戻り

まして、２枚目の議案第５号別紙をご覧ください。ここ

に添付されております市長からの協議書に記載のとおり、
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市長から事務委任を受けております「室蘭市青少年問題

協議会及び室蘭市少年補導センター」に関する事務を、

事務の実態から法的整合性を図るため、事務委任から補

助執行へ規定を整備するものでございます。次に、次の

頁をお開きください。「青少年及び青少年育成者表彰」は、

表彰に関する要綱に基づき室蘭市青少年問題協議会長か

ら表彰を行っておりますが、教育委員会が所管する「芸

術文化、スポーツ、生活文化伝承者表彰」は、表彰に関

する規則に基づき市長から表彰を行っております。この

たび、これらの表彰と同様の扱いとし、表彰の充実を図

ることを目的として「室蘭市青少年及び青少年育成者表

彰規則」が制定されましたため、他の表彰と同様に補助

執行いたそうとするものでございます。本件の協議にお

いて同意を受けることにより、市長部局では、室蘭市事

務委任規則及び室蘭市補助執行規則の一部を改正する予

定でございます。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５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。

次に、日程第１１議案第６号室蘭市学校給食運営協議会

委員の委嘱の件を議題とします。説明をお願いします。

真野給食センター所長 議案第６号室蘭市学校給食運営協議会委員の委嘱の件

について、ご説明申し上げます。それでは、議案第６号

別紙をご覧頂きたいと存じます。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８条の規定
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に基づき、当協議会委員の任期満了に伴うものでござい

ますが、当協議会の委員構成等につきましては、先の５

月６日開催の教育委員会定例会でご審議いただき規則の

一部改正をいたしましたことから、この度の委員構成区

分は任期満了前と若干変更となってございます。最初に、

学校及び関係団体の代表者といたしましては、小学校長

会１名、中学校長会１名、父母と先生の会４名、学校薬

剤師会１名、合計７名の推薦をいただいたところでござ

います。なお、今回から「父母と先生の会連合会」から

小学校及び中学校それぞれ２名ずつの推薦いただき４名

といたしたところでございますが、増員の理由といたし

ましては、学校給食に直接関係している児童・生徒の保

護者の意見を幅広く運営協議会に反映させ、学校給食の

充実を図ることがその理由でございます。また、行政機

関の職員としましては、室蘭市公設地方卸売市場の職員

１名。学識経験者としましては、「室蘭市医師会」、「室蘭

歯科医師会」、「北海道栄養士会室蘭支部」からそれぞれ

１名、合計３名の推薦をいただいたところでございまし

て、ご覧の１１名の方々を新委員に委嘱いたしたく、ご

提案申し上げるものでございます。なお、委嘱期間は平

成２３年６月７日から平成２５年６月６日まで委嘱いた

したく存じますので、宜しくご審議の程お願いいたしま

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６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。

次に、日程第１２議案第７号室蘭市学校給食費等に関す



12

る諮問の件を議題とします。説明をお願いします。

真野給食センター所長 議案第７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２４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２４年１月下旬頃を予定し

ております。ご審議の程宜しくお願いいたします。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７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。

次に、日程第１３平成２２年度教育行政方針案の件を議

題とします。説明をお願いします。

堀教育部長 今月、６月６日開催、第２回市議会定例会における、平

成２３年度、教育行政方針の提案説明に先立ち、本定例

教育委員会に、おいて、その内容についてご説明し、ご

意見等をいただきたく思ってございます。1ページ～２ペ

ージにかけましては、まえがきとして、本年度は、教育

推進目標を「２１世紀を切り拓く心豊かで主体的に学び
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つづける人づくり」とし、今日的な社会情勢や教育課題

に向けての考え、また、新学習指導要領完全実施にとも

なう、「生きる力」の育成の推進、生涯学習社会の実現に

向けた学校教育と社会教育の連携協力等の理念について

述べております。教育行政方針の内容につきましては、

大きく３つの柱から構成しております。１つ目の柱とし

て２ページから書かれております、「生きる力を育成する

教育の推進」であります。２つ目の柱として７ページか

ら書かれております、「安心・安全に学べる教育環境の整

備」であります。３つ目の柱とし１２ページから書かれ

ております、「健康で充実した生活を創る生涯学習の推進」

であります。この後、指導参事から詳しく説明させます

が、教育改革が一層進められる中、教育行政の果す役割

は、ますます重要との認識に立ち、学校教育では「子ど

も達が生き生きと輝く室蘭の教育づくり」を、社会教育

では「生涯にわたって主体的に学ぶ環境づくり」を、掲

げ鋭意努めてまいりますので、ご検討をよろしくお願い

申し上げます。

酒井指導参事 平成２３年度・教育行政方針説明（案）の内容につい

てご説明を申し上げます。本年度の本市教育推進の目標

を「２１世紀を切り拓く心豊かで主体的に学びつづける

人づくり」とし、この目標を具現化するために、学校教

育においては、校長のリーダーシップのもと、教育活動

の充実を図り、新学習指導要領の趣旨を踏まえた調和と

統一性のある教育課程の編成と実施に努めます。特に、

「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の３つの柱

の育成など「生きる力」を育む教育を一層推進するとと

もに、これからの時代に求められる教育の質的向上に鋭

意取組みます。また、社会教育においては、市民一人ひ

とりが、生きがいを持って充実した生活を送れる、生涯

学習社会の実現が求められております。そのためには、

心のふれあう地域社会や安全で安心して暮らせるまちづ

くりを基盤に据えた、生き生きと活気あふれる室蘭の教

育づくりを進めることが重要です。今後も学校教育と社

会教育が一層の連携協力を図りながら、未来への礎とな
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る教育環境づくりに向けて様々な教育施策の推進を通し

て、市民の信頼に応える教育行政を進めます。以下、そ

の施策の概要を申し上げます。第１の柱は、「生きる力」

を育成する教育の推進であります。「生きる力」の育成

のうち、「確かな学力」の向上については、全国学力学

習状況調査や本市独自の標準学力調査の結果分析から、

一定の学力の向上は見られるものの、小中学校ともに学

習内容の習得や学習習慣の改善に課題があることが明ら

かになっております。今後においても、児童生徒の学力

や学習状況の課題を的確に把握し、指導の改善を図りな

がら「学力の向上」に努めます。具体的な取組では、「学

習習慣の醸成」や「教師の指導力向上」、「授業改善」

における短中期的な考えと効果的な学力向上実践例をま

とめた「室蘭市学力向上基本計画」を策定し、学びの中

核となる「学校」、その基盤を支える「家庭」、また、

人間性や社会性を涵養する「地域社会」がそれぞれの役

割を果たすとともに、互いに連携し、社会全体で子ども

を守り育てていく教育環境づくりを進めます。教師の指

導力向上と授業改善の具体的な取組みでは、本年度は、

本輪西小学校と旭ヶ丘小学校の２校を研究奨励校に指定

し、指導方法の工夫改善などの研究実践を行うとともに、

新たに学習支援員を配置した学力向上のモデル事業を展

開します。さらに、若手教員の指導力向上を目指す、道

教委の巡回指導教員活用事業に取組みます。本市教育研

究所の取組みとしては、教職員の指導力向上を目指した

公開授業を開催するほか、各種研修講座の通年実施と保

護者・地域も対象としたパイロットスクール公開研究会

について、大沢小学校と本室蘭小学校、港南中学校で開

催します。また、平成２４年度から中学校で完全実施さ

れる新学習指導要領に伴い、使用する新教科用図書の採

択を行います。次に、「豊かな心」を育む教育について

は、自他の生命を尊重する心や思いやりの心など豊かな

心を育てるために、児童生徒の理解に努めるとともに、

自然体験や社会体験の機会を活かしながら、子どもの良

さや可能性を伸長させ、人間関係づくりや自己の生き方

の自覚を深める道徳教育を教育活動全体を通して推進し、
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その要となる「道徳の時間」の充実を図ります。次に、

児童生徒の望ましい運動・食事・休養など「健やかな体」

を育成する教育については、新体力テストの実施や学校

ごとに取組んでいる体力向上に向けた活動を一層推進す

るとともに、栄養教諭を各学校に派遣し、食育について

の特別授業を実施するなど、家庭と連携した「望ましい

食習慣」と「食に関する自己管理能力」を身に付けさせ、

「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進と基本的生活習

慣の改善を図り、健やかでたくましい体の育成に努めま

す。また、小中学生のむし歯予防を目的としたフッ化物

洗口については、平成２４年度の全小中学校実施に向け、

本年度は市内小中学校７校で実施します。次に、特別支

援教育については、特別支援諸学校の協力を得て、教育

相談や学習支援の取組みを継続して進めるとともに、引

き続き特別支援教育支援員を配置します。また、就学相

談員を増員するなど障がいのある子ども達への適切な指

導と支援に一層取組みます。次に、特色ある教育活動に

ついては、本年度から小学校の外国語活動が本格実施に

なることから、外国語指導助手の派遣回数を見直し、学

校規模による適正配置を工夫するなど、コミュニケーシ

ョン能力や国際理解教育の充実に努めます。また、もの

づくりのまち室蘭に関連する事業として、室蘭工業大学

との連携や職場体験学習を通して、児童生徒の生き方や

望ましい職業観・勤労観を育む学習を引き続き充実させ

るとともに、環境保全に主体的にかかわる姿勢を育成す

る観点から、市内７校の小中学校に設置している太陽光

発電設備を活用した特設授業を行うなど、環境教育の充

実に努めます。次に、幼児教育は、生涯にわたる人格形

成の基礎を担うものであり、学びと育ちを支える環境づ

くりを推進するため、家庭教育セミナー事業を継続実施

し、新たに、子育て相談ふれあいセンターと連携した親

子遊びや育児相談などを行う「２歳児ちびっこくらぶ」

を開催するなど、家庭教育への支援充実に取組みます。

また、小学校入学後における小１プロブレムの防止など

に向け、本年度においても関係者による会議を開催して、

幼保小の協議連携を進めます。次に、私学に対する振興
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ですが、本年度も引き続き、幼稚園、高等学校・専修学

校への支援の他、園舎の老朽化に伴う大規模改修事業に

対する支援を行います。第２の柱は、安心・安全に学べ

る教育環境の整備であります。本市の不審者被害件数は、

ここ数年減少傾向に転じているものの、引き続き学校関

係者や保護者などに不審者などの情報をメールで知らせ

る不審者防犯システムによる注意喚起に努めるとともに、

関係機関の協力を得ながら、防犯教室や防犯訓練の他、

地域安全パトロール隊への情報提供と行動連携を一層進

めます。いじめ問題については、「いじめの根絶」に向

けて、本年度から、いじめアンケート調査を年３回以上

実施するなど、未然防止や早期発見・早期対応の取組み

を一層進めます。不登校や虐待の問題については、とも

に件数は増加傾向にあり、定期的な調査の回数を増し、

要保護児童対策地域協議会とも連携しながら、未然防止

と早期発見・早期対応に向けた取組みの充実を図ります。

また、不登校児童生徒の早期学校復帰に向け設置してい

る適応指導教室市内３箇所に、新たに学習支援員を増員

し充実に努めます。次に、規範意識の低下が叫ばれる中、

心に寄り添う生徒指導として、非行などの問題行動の防

止や薬物乱用防止教室、ネット使用に関わるマナー教室、

性に関する指導を推進するとともに、学級経営や教育相

談体制の充実に努めます。次に、学校での事故対応等に

ついては、学校危機管理マニュアルに則した未然防止や

初期対応、事故後のケアなど、状況に応じた適切な運用

と研修に努めます。次に、港北中学校区をモデルとして

実践研究して来た「学校を地域が支える体制づくり」に

ついては、その成果と課題を総括し、現在、各中学校区

で展開している同様の活動が円滑に進むよう、情報提供

や助言に努めるなど、地域とともに歩む開かれた学校づ

くりを推進します。次に、子どもの安心・安全を地域で

守り育てる体制の整備や啓発活動については、青少年健

全育成推進協議会や保護司会など関係諸団体との連携を

引き続き進めてまいりますとともに、ひきこもり、ニー

ト、不登校など、子ども・若者の抱える問題の深刻化に

対処するため、室蘭市青少年問題協議会の再編を行い、
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ひきこもりなどへの具体的な取り組みについて検討しま

す。次に、放課後の児童対策としては、八丁平地区児童

クラブの旧室商会館への移設と知利別スクール児童館の

登録児童数の増加に対応して、指導員の増員と教室の増

加など、状況に対応した放課後児童対策の充実を図りま

す。また、学校適正配置計画に対応した放課後児童対策

を図るため、学校や関係団体との協議を進め方向性を示

します。次に、学校給食については、安心・安全な学校

給食の提供に努めるとともに、滞納対策についても、引

き続き法的対応の強化を進めます。また、給食調理業務

で民間業者の知識・技術を取り入れた徹底した衛生管理

などの運用を行うための学校給食センター調理業務の民

間委託については、平成２４年度からの実施に向けて検

討を進めます。本年度は、給食センター施設の耐震診断

を実施して施設の安全を確保するとともに、学校給食衛

生管理基準を順守するため、調理備品の更新と購入を行

い、安心・安全な学校給食の提供に努めます。次に、学

習環境の整備ですが、平成24年4月開校予定の桜蘭中学校

については、増築工事のほか外構整備に着手します。ま

た、平成25年4月開校予定の室蘭西中学校については、校

舎棟及び体育館の建設工事に着手します。更に、平成27

年4月開校予定の中央・港南地区統合小学校の基本設計に

着手するほか、本年３月に策定した「第３期学校適正配

置計画」に基づき学校の適正配置を進めます。第３の柱

は、健康で充実した生活を創る生涯学習の推進でありま

す。本市の社会教育を推進する上での指針となる「室蘭

市社会教育振興計画」に基づき、本市の持つ地域特性を

活かしつつ、市民の学習ニーズに対応した学習機会や指

導者、団体・サークル、社会教育施設に関する情報の提

供など、生涯学習に関する環境づくりや施策を総合的に

推進します。文化振興につきましては、市民美術館にお

いて「ぐるっと美術館」を開設するほか、文化センター

において三市合同文化事業の演劇公演を開催するなど、

関係諸団体と連携協力をしながら、市民に優れた美術作

品や音楽・演劇などの鑑賞機会を提供します。また、本

市の歴史的遺産を大切にする取組みとして、国のアイヌ
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語地名・名勝地指定や、南部陣屋史跡の整備、縄文文化

の保護と活用により、市民意識の啓発を醸成するととも

に、民俗資料館の利用促進につきましては、魅力ある展

示の充実に努めます。次に、読書活動推進につきまして

は、学校・家庭・地域などと連携協力を図りながら、子

どもが読書に親しむ機会の充実に努めるとともに、図書

館ボランティアの拡充や読み聞かせ講座の開催など、豊

かな感性や創造力を育む読書活動の推進と定住自立圏図

書館システムの更新により室蘭市・登別市・伊達市の利

用者の利便性の向上拡大を図ります。また、港の文学館

では、名誉市民で芥川賞作家である八木義徳生誕100年記

念事業として、特別展や記念講演会などを開催します。

次に、男女平等参画社会に向けた取組みにつきましては、

推進団体と協働した啓発活動と共に、男女共生セミナー

の開催など、男女平等意識への醸成を図ります。次に、

スポーツ振興につきましては、入江温水プールの配管等

改修のほか、今後とも、安心・安全に利用できるよう施

設整備に努めるとともに、スポーツ関係団体と連携を図

りながら、市民の健康増進の機会拡大や各種大会などの

誘致のほか、今後、スキー場の取得など、冬のスポーツ

のあり方を検討します。次に、社会教育施設における耐

震診断については、昨年の文化センター管理棟に引続い

て、教育部で所管する７施設の耐震診断調査を行い、そ

の調査結果を受けて、施設の在り方について検討します。

また、スポーツなど各種社会教育施設の指定管理者とは、

定期的な協議を行い利用者のニーズにこたえる魅力ある

施設運営に今後とも努めます。以上、平成２３年度教育

行政方針について、申し上げました。教育改革が進めら

れる中、教育行政の果たす役割は、ますます重要との認

識に立ち、「子ども達が生き生きと輝く室蘭の教育づく

り」と「生涯にわたって主体的に学ぶ環境づくり」に努

めてまいりますので、議会並びに市民の皆様のご理解と

ご協力を心から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。
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黒光委員 地震対策等の関係は盛り込まないのでしょうか。

山田委員 教育委員会としては児童・生徒の安全を最優先に考えま

すが、避難所等の対策となると市政方針もありますので

そちらと合わせていく形となります。

谷藤委員 子どもが小学校に通っている為感じますが、今までとは

宿題の量などもかなり違って増えてきていると感じられ

ます。また、給食センターの民間委託についてですが、

どのような業者の方になるのでしょうか。

真野給食センター所長 衛生管理基準等が厳しくなってきておりますので、そう

いったことを確実に順守できる業者の方を選定し委託し

たいと考えております。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、日程１３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６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


