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平成２４年第１回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２４年１月１２日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後６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 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
室蘭市教育委員会臨時代理の件

（室蘭市立学校職員の人事内申の件）

第７ 報告第５号
室蘭市教育委員会臨時代理の件

（公有財産取得に係る市長への申入れの件）

第８ 議案第１号 平成２４年度教育予算に係る意見書提出の件

第９ 報告第６号 室蘭市立学校職員の懲戒処分に関する件

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 山本総務課長 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 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] 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２４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。

堀教育部長 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。１２月市

議会定例会は、１日から１５日まで会期１５日間で開催

され、一般質問１２人中６人の議員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。それでは、各議

員の質問要旨にそって簡潔に説明をさせていただきます

ので、後ほど、答弁要旨をご覧いただければと思います。

１項から５項にかけて、室蘭まちづくりネットの南川議

員からの質問であります。スクールバスの運行経費等の

質問と放課後児童対策における学校統合における学校か

ら離れた地区への対策などの質問があったところでござ

います。６項から７項にかけましては、市政創造の早川

議員からの質問であります。学校統合における児童生徒

の安全対策と、空き家マップへの情報追加などの質問が

あったところでございます。８項から１０項にかけまし

ては、公明党室蘭市議会の柏木議員からの質問でありま

す。視覚障害などで教科書を読むことが困難な児童生徒

へのデイジー教科書やデイジー図書活用の質問があった

ところです。１１項から１４項にかけましては、元風会
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の金濱議員からの質問であります。スクールバス運行に

よる安全対策やスクールバス対応の通学区域における生

徒の中学校部活動の土・日・祝日や長期休業中の登下校

について、無料で路線バスを使わせてはとの質問があっ

たところです。１５項から１７項にかけましては、市政

創造の山川議員からの質問であります。小中学校の統廃

合を進める上で、学校と地域との絆の構築と今後の統合

校整備におけるコンセプトについての質問があったとこ

ろです。１８項から３２項にかけましては、市民ネット・

むろらんの立野議員からの質問であります。地域と学校

との連携、特別支援教育、安心・安全に学べる教育環境

の整備、生涯学習、子供を守る仕組みづくりなどの質問

があっ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。

芝垣委員 デイジー教科書やデイジー書籍とはどういうものなので

しょうか。

松村学校教育課長 紙ベースの図書ではなくデジタル化された図書の事をい

います。字の大きさを自由に変更できたり、音が聞こえ

てくる等そういったツールを使用した図書になります。

例えば、いわゆる発達障害のお子さんは知的な遅れはあ

りませんが、字を鑑文字にしか見えない等、本を読むこ

とが困難なケースがあるのですが、本文を読み上げる機

能やスクロール機能等がついたデジタル版の本です。ICT

を活用した図書になります。

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１

月行事予定の件を議題といたします。

山本総務課長 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号別紙をご覧願います。はじめに、学校教
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育課・指導班でございます。１６日（月）に、各中学校、

１７日～２０日にかけ、各小学校におきまして、３学期

の始業式が執り行われます。次の、生涯学習課の社会教

育では、２０日（金）に２歳児ちびっこクラブが、子育

て支援センターらんらんで、行われます。次の、男女平

等参画推進では、２１日（土）に、平成２３年度室蘭市

男女共生セミナー（後期）第３構ガールズの元気なマチ

づくりが、ミンクールで行われます。次の市民美術館で

は、２６～２９日にかけまして、陶芸体験教室が開催さ

れます。次の青少年科学館では、１４日（土）に、スポ

ットサイエンス凧作り、１９日（木）には、ムッピーク

ラブ大豆の科学（豆腐づくり）が、行われます。次のペ

ージをご覧ください。図書館では、２０日（金）に、古

文書自主講座、２１日（土）に、図書館シアター、２１、

２６、２８日には、ふくろう文庫ミニ特別展が、図書館

本館で開催されます。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。

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

をご覧願います。寄附採納につきましては、２件でござ

いまして、１件目は、１２月１５日に、東京都の山﨑様

から、現金１０万円のご寄附がございました。このご寄

附につきましては、市民美術館のために、活用させてい

ただきます。２件目は、ふくろうの会代表様より、図書

７冊、金額にいたしまして、１３万５千円相当のご寄附

がございました。このご寄附につきましては、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
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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。

西里委員長 現金の寄付の場合は、寄付される方から美術館の為に等

意向があったりするのでしょうか。

矢元生涯学習課主幹 室蘭ふるさと応援寄付金を通じでご本人の方から美術館

の備品等に使用して欲しいとの事でありました。

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６報告第４号室蘭市教育委員会

臨時代理の件（室蘭市立学校職員の人事内申の件）を議

題といたします。説明をお願いします。

松村学校教育課長 報告第４号室蘭市教育委員会臨時代理の件(室蘭市立学

校職員の人事内申に関する件)について、ご説明申し上げ

ます。 本件につきましては、白老町立萩野中学校の古俣

博之校長が１２月２日付で退職１２月２日付することか

ら、一連の補充人事に伴うものでございますが、北海道

教育員会への人事内申・人事発令等の日程上の関係から、

臨時会を開催するいとまがないため、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、 １１月２８日付けで、教育長が臨時代理をいたし

たものであります。臨時代理の内容につきましては、報

告第４号別紙の室蘭市立学校職員人事異動報告書をご覧

頂きたいと存じます。表にございますとおり、東明中学

校教諭加賀靖朗が教頭に昇任して伊達市立長和小学校へ

転出するものであります。以上でございます。なお、発

令月日につきましては、１２月１６日付となってござい

ます。参考といたしまして萩野中学校の古俣校長につき

ましては１２月４日付で白老町教育長に。古俣校長の後

任には伊達市長和小学校の新谷教頭が採用されておりま

す。加賀教諭については新谷教頭の後任という形で奈川

小学校に転出をしております。
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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号室蘭市教育委員会臨時代理の件（公有財産取

得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。

高屋生涯学習課主幹 報告第５号、室蘭市教育委員会臨時代理の件についてご

説明いたします。公有財産取得に係る市長への申入れの

件につきまして、諸般の都合上、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、平成２３年１１月１６日付で、教育長が臨時代理を

いたしましたので、同条第２項の規定に基づき報告する

ものでございます。臨時代理の内容でございますが、報

告５号別紙をご覧いただきたいと存じます。本件は、室

蘭リゾート開発株式会社が運営する、だんパラスキー場

を市が買い取り、教育施設として平成２４年度より管理

運営をするため、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の第２８条第２項に基づき、地方公共団体の長へ、

教育委員会から、教育財産の取得の申し出を行うもので

ございます。なお、１１月の定例会で報告が漏れていた

ため今定例会で報告させていただきます。

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。

芝垣委員 教育施設だから教育委員会の申し出が必要ということな

のでしょうか。

山田委員 今回は教育施設として買い取る為必要となります。
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西里委員長 それでは、報告第５号は、終了します。次は、日程第８

議案第１号平成２４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。

堀教育部長 議案第１号平成２４年度教育予算に係る意見書提出の

件についてご説明申し上げます。提案理由でございます

が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条

の規定に基づく市長への意見聴取に対応するため本案を

提出するものでございます。次のページの議案第１号別

紙をご覧ください。平成２４年度教育予算に係る意見書

として次頁から趣旨を記載しているところでございます。

次の頁から、１．学校教育事業の促進。２学校施設・設

備の整備。３．武揚絵鞆桜が丘統合小学校整備事業。４．

高平・本輪西統合小学校整備事業。５．室蘭西中学校整

備事業。６．学校給食センター施設・設備の整備。７．

生涯学習活動の推進。８．社会教育活動の推進。次の頁

に参りまして、９．男女平等参画社会の推進。１０．芸

術・文化の振興。１１．青少年の健全育成活動及び非行

防止の推進。１２．社会教育施設の整備。１３．スポー

ツの振興及び施設整備。１４．開港１４０年・市制施行

９０年記念事業。という項目となっております。内容に

つきましては別添の資料に各主な事業の詳細事業と予算

要求額を記載している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。

黒光委員 放課後児童対策で、スクール児童館と児童館と名前が違

うのですが違いがあるのでしょうか。

高木青少年課長 スクール児童館は小学校の空き教室を利用して児童クラ

ブと児童館の機能を併せ持った施設となっております。

児童館は子供たちが自由に来館出来る施設となっており

ます。
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谷藤委員 スポーツ施設の整備の関係でこれとは違うと思うのです

が、市の体育館の駐車場の整備といった要望は上がって

きてないのでしょうか。私は近くに住んでいるのですが

体育館を改修してから全道大会が多く開催されるように

なりました。その際に駐車場が満車になり、体育館の周

りに駐車する事が多くなっています。前にプロのバスケ

ットの試合があった際に駐車場が満車になり野球場のジ

ョギングするコースまでに車が入ってました。それはお

そらく市が許可をして入ったのだと思うのですが、私の

見ている状況の中で近くにアスレチックの公園があるの

ですがそこの利用者があまりいないのと、夜になると高

校生等が集まっている事があるのであの辺を整備したら

どうなのでしょうか。そういう事が町会の中でも話が出

たのですが、そういった要望はないのでしょうか。

山田委員 以前市議会にも出た事があります。中島公園については、

体育館や野球場は教育委員会が所管しており、それ以外

の公園等については都市建設部が公園として所管してい

ます。都市建設部は公園が必要であると判断しておりま

す。

西里委員長 通学安全対策の充実で休校日の部活対応というのはどの

ような内容なのでしょうか。

松村学校教育課長 スクールバスは授業のある日、又は学校行事のある日の

み運行しております。ただ中学校に限った話ですが、土

曜・日曜日、祝祭日、長期休業期間中に部活動で生徒が

登校します。その際の登下校時の通学手段がこれまでは

保護者が車で送り迎えをしたり、路線バスで登下校して

いる実態があるのですが、保護者負担の軽減ということ

で以前からバスを運行して欲しいとの要望がありました。

来年度からは路線バスの事業者と契約をし、部活動で路

線バスを利用する生徒に関しては無料で乗れるよう今検

討しております。
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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９報告第６

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）

（退場）

（以下非公開）

西里委員長 それでは、報告第４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２４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 山 田 進

会 議 録 調 製 員 山 本 一 弘


