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平成２３年第７回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２３年７月７日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後６時５０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２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７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 議案第１号 室蘭市特別支援教育推進協議会諮問の件

第８ 議案第２号 室蘭市立学校職員の懲戒処分内申に関する件

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 堀教育部長 酒井教育指導参事 山本総務課長 佐藤総務課主

幹［学校施設・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] 高屋生涯学習課主幹[スポーツ振

興] 山下生涯学習課主幹[図書館] 一戸生涯学習課主幹[読書

活動推進] 高木青少年課長 佐々木青少年課主幹 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 それでは、ただ今から、平成２３年第７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６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２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。

堀教育部長 それでは、報告第１号第２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２

回定例会は、工事請負契約締結の件（室蘭市立室蘭西中

学校校舎棟新築建築主体工事３本と室蘭市立室蘭西中学

校体育館棟新築建築主体工事１本）の議案と平成２３年

度補正予算などの審議を６月６日から６月２８日までの

会期２３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、５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、主に質問項目の説明

をさせていただき、質問要旨と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、５会派

中４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「市政創造」山

中議員からの代表質問でございます。確かな学力の向上

では、脱ゆとり教育と校長のリーダーシップ、安心・安

全に学べる教育環境の整備では、地震に対する社会教育
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施設と学校施設の安全確保、生涯学習推進におけるスポ

ーツ振興では、だんパラスキー場の取得などの質問がご

ざいました。４ページでは、確かな学力の向上の校長の

リーダーシップ、生涯学習推進におけるスポーツ振興で

は、入江運動公園芝生広場人工芝への切り替えについて

の再質問がございました。６ページからは「市民・ネッ

トむろらん」の佐藤会長からの代表質問でございます。

教育委員会の改革、児童生徒の学力向上では、学習内容

や学習習慣と学力向上基本計画等の質問を受けまして、

８ページの学ぶ環境では、新教科用図書の採択、教職員

の指導力向上などについての質問がございました。１０

ページでは、学力向上の漢字課題、学ぶ環境についての

再質問がございました。１２ページでは、公明党室蘭市

議会 細川会長より、生きる力の育成では、学習支援員

の内容、特色ある教育活動についての質問を受け、１４

ページの安心安全に学べる教育環境の整備では、いじめ

の問題、１５ページの生涯学習の推進では、スポーツ振

興への取り組みなどの質問を受けたところでございます。

１６ページでは、生涯学習の推進では、祝津テニスコー

トの改修について再質問がございました。１７ページで

は、日本共産党室蘭市議団の常盤井議員から新学習指導

要領では改定内容や具体的な改善点などの質問を受け、

１９ページの学校統廃合では、バス通学での児童生徒へ

の配慮、適正クラス数の根拠、２１ページの就学援助制

度では、本市の支給額、認定率、認定基準などについて

の質問と、２２ページの給食センターの民間委託では、

安心・安全な給食が守られるのか、栄養教諭の配置基準

と業務内容、２４ページの国旗掲揚、国歌斉唱では、大

阪府議会の条例化への見解の代表質問がございました。

２５ページでは、新学習指導要領では、これまでの反省

点をどのように改善を図って行くのか、２６ページでは、

学校統廃合によるマイナスイメージが出来るのではない、

２８ページの給食センターの民間委託では、食中毒が発

生した場合の補償責任などの再質問がございました。次

に、２９ページからは、一般質問でございます。今回は、

一般質問の９人中７人の議員から教育行政への質問を受
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けたところでございます。最初は、２９ページから３１

ページまで「元風会」の金濱議員から、室蘭リゾート開

発では、スキー場の取得に向けた補正予算の計上時期、

リフト等の設備が何時まで使えるかの質問を受け、31 ペ

ージでは、スキー場の取得の記載が無い市政方針と記載

のある教育行政方針の整合性がとれていないのではない

かとの再質問を受けたところでございます。３２ページ

から３６ページでは、市政創造の早川議員から、青少年

の健全な育成と環境では、いじめ・不登校に対する相談

体制、非行に対する取り組み、の質問を受け、夏休み、

お祭りの夜間における取り組みについての再質問を受け

たところです。３４ページでは、スポーツ施設について

設備整備と利用状況の質問を受けまして、３６ページで

は、祝津パークゴルフ場の夜間割引についての再質問を

受けたところでございます。３７ページから４４ページ

では、市民ネット・むろらんの立野議員から学校教育に

おける教育環境の整備では、室蘭西中学校の建設工事、

推進協議会の今後の予定と位置付けについての質問を受

け、４１ページでは室蘭西中学校として、部活動に対応

したスクールバスの運行についての考えの再質問を受け

たところであります。４２ページでは、社会教育の充実

では、社会教育推進計画と計画実施に伴う情報発信につ

いての質問を受け、４４ページでは、社会教育施設の耐

震診断に伴う今後の施設の在り方や利用者への説明につ

いての再質問を受けたところです。４５ページから４８

ページでは、公明党室蘭市議会の柏木議員から、教育環

境の整備として、小 1 プロブレムの防止や読書環境につ

いての質問を受け、４７ページでは、学校図書システム

の概要と効果についての再質問を受けたところです。４

８ページでは、社会教育の入江運動公園芝生広場を無料

で開放する考えの質問を受けたところでございます。４

９ページでは、日本共産党室蘭市議団の田村議員から、

公共施設跡地利用計画では、国の活用方針と方向、全国

及び道の活用状況の質問を受けたところでございます。

５０ページから５２ページでは、市民ネット・むろらん

の高橋議員から、防災教育の実施内容、各学校における
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避難訓練計画についての質問を受け、５１ページでは、

今後の防災教育の考えについての再質問を受けたところ

です。５２ページでは、子どもたちと留学生の交流では、

交流内容と具体的な学習内容についての質問を受けたと

ころでございます。５３ページからは、室蘭まちづくり

ネット南川議員から、子育て支援としての学校給食費の

助成、５４ページでは学校給食における安心・安全の考

え方、栄養教諭が保護者へ向けて行う食育の取り組み内

容の質問を受け、５６ページでは、子ども手当を廃止し、

給食費を無料化する考えについての再質問を受けたとこ

ろでございます。

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。

黒光委員 防災教育については、いつ頃からどのように具体的な教

育になるのでしょうか。

酒井指導参事 学校におきましては大きく２点、災害が起こった時点に

おいて児童生徒及び教職員も含めて、日々の生活の中で

培っておかなくてはならない防災への意識付けともう一

つは避難訓練の体制の整備についてです。学校において

は各教科においても防災教育に関連する指導内容が組み

込まれておりますが、来年度に地域防災計画が策定され

るのを受けて計画を策定いたします。当面夏休み明けに

暫定の防災計画指針を市教委から学校に示す考えです。

その中身については各学校が授業中や部活動時等の様々

な状況に応じて現在指針を作成しているところでありま

す。

黒光委員 いつ起こるかわからないのでとても不安ですが、暫定的

でもいいので、災害が起こった時に避難できる場所を指

定してくれれば若い親の人たちも安心できると思うので

すが。
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山田委員 そういったことは市全体の中でこれから進めていくこと

になっております。今年度中に道で大きな地震が起きた

際の津波の想定をまとめるのでそれに合わせた中で室蘭

市の場合は津波の高さは何メートルになるかというよう

なことを把握しながらそれよりも高いところを民間施設

も含めて避難場所を来年に向けて検討していくことにな

ります。それまでは教育の方は暫定的な指針の中で対応

していくこととなります。

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７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。

山本総務課長 報告第２号室蘭市教育委員会７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号別紙をご覧願います。はじめに、学校教

育課でございます。１２日（火）に、特別支援教育推進

協議会が開催され、２２日～２６日にかけまして、小中

学校１学期の終業式が執り行われます。次の、生涯学習

課の社会教育では、７日と２０日に地域家庭教育セミナ

ー」が、水元小学校で行われます。次に、民俗資料館で

は、２３日から懐かしの看板展が開催されます。次の、

市民美術館では、５日～１０日にかけまして、日曜画家

作品展が開催されます。次の、青少年科学館では、９日

（土曜日）に、お天気ひろば～地震・津波について学ぼ

うが開催されます。次のページをご覧ください。下から

２番目のスポーツでは、１０日日曜日に、市立体育館に

おいて、ニュースポーツフェスティバルが行われます。

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
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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。

山本総務課長 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願います。寄附採納につきま

しては、４件でございます。はじめに、６月１４日に、

室蘭ライオンズクラブ、室蘭東ライオンズクラブ、室蘭

北斗ライオンズクラブ様より、防犯用ベスト５０着、金

額にいたしますと１０万円相当のご寄付がございました。

このご寄附は、子供を守るネットワーク活動支援に活用

させていただきます。次に、６月３日に、小さな親切運

動の室蘭支部長石黒基様より、視聴覚教材ＤＶＤソフト

２セット、金額にいたしますと９５，２５５円相当のご

寄付がございました。このご寄付は、視聴覚教育に活用

させていただきます。次に、５月１３日に、澤田義明様

より、絵画船のある風景、金額にいたしますと６０，０

００円相当のご寄付がございました。このご寄付は、文

化振興のために活用させていただきます。次に、６月１

５日に、ふくろうの会代表様より、図書 ８冊、金額に

いたしまして、１９万３００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。説明をお願いします。

山本総務課長 報告第４号室蘭市教育委員会事務局職員等の人事発令

の件について、ご説明申し上げます。次のページ 報告

第４号別紙１をご覧願います。はじめに、１の課長職発
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令でございます。総務課主幹［施設適正配置担当］の國

枝信が室蘭市へ出向し、総務課長として私山本ほか、２

名が室蘭市から転入、総務課主幹［学校施設担当］の佐

藤学が、［施設適正配置担当］の発令も、受けたところで

ございます。また、佐々木礼子青少年課主査が、主幹へ

昇任となってございます。次に、３の係長職発令でござ

いますが、総務課主査［施設担当］の福島 英明が室蘭

市へ出向となってございます。次のページをご覧願いま

す。４．係員発令でございますが学校教育課 後藤卓之

ほか２名が室蘭市へ出向し、文字裕信が市立室蘭総合病

院へ出向となってございます。次に、南世絵奈ほか 4名

が室蘭市からの転入となってございます。なお、全て７

月１日付けの発令年月日となってございます。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。次に、日程第７

議案第１号室蘭市特別支援教育推進協議会諮問の件を議

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１号室蘭市特別支援教育推進協議会諮問の件つ

いてご説明申し上げます。本件は、障害等により教育上

特別の支援を必要とする就学予定者、児童及び生徒に対

し、教育的ニーズに応じた適切な教育的支援を行うため、

一つは「障害の種類、程度等の判断及び適切な支援の在

り方」について、もう一つは「特別支援教育の指導の改

善及び推進に関すること」の２点について調査・審議の

ため、同協議会に諮問いたすため、「室蘭市特別支援教育

推進協議会条例第２条」に基づき、ご提案申し上げるも

のでございます。対象となる幼児・児童・生徒につきま

しては、現在各施設・学校からの報告を集約中でござい

ます。この結果を持って、諮問するものでございます。

因みに昨年の対象者は１５９件を諮問いたしました。な
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お、今回の諮問の後、４か月程度の間、調査・審議をし

ていただき、どのような教育的支援が必要なのか、また、

適切なのかといったことにつきまして、答申をいただく

ものでございます。諮問につきましては、行事予定にあ

りますように、今月１２日開催予定の第１回室蘭市特別

支援教育推進協議会の席上で行い、１１月１1日を目途に

諮問に対する答申をいただけるよう、業務日程を考えて

ございます。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。

西里委員長 全体での判断ではなく一人一人で判断するのでしょうか。

星学校教育課主幹 その通りです。

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

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。

次の案件についてお諮りいたします。日程第８議案第２

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 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)
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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２３年第７回室蘭市教育委員会定例会

を閉会いたします。

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 山 本 一 弘


