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平成２４年第１０回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２４年１０月１日（月）

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 別紙のとおり

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 松村教育部長 高見教育指導参事 大谷総務課長 佐藤総務課

主幹［学校施設・施設適正配置］ 中澤学校教育課長 高橋指導

主事 山本生涯学習課長 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] 山下図書館長 真野図書館

主幹 高木青少年課長 照井学校給食センター所長



2

芝垣委員長職務代理者 西里前委員長の任期が９月３０日で満了となり、現在委

員長が不在となっておりますので、室蘭市教育委員会会

議規則第３条の規定に基づき、委員長職務代理者として

私が、議事を務めさせていただきます。それでは、ただ

今から、平成２４年第１０回室蘭市教育委員会定例会を

開会いたします。

芝垣委員長職務代理者 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。

芝垣委員長職務代理者 次は、日程第２会議録承認についてであります。平成２

４年第９回定例会の会議録は、先日、委員の皆様に、案

として配布いたしております。配布案のとおり、承認す

ることに御異議ありませんか。

（異議なし）

芝垣委員長職務代理者 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選挙第１号室蘭市教育委員会委員長選挙の件 を

議題といたします。平成２４年９月３０日付けをもって、

任期満了となります委員長の職につきまして、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第１２条及び室蘭市教

育委員会会議規則に基づき、選挙を行います。はじめに、

選挙の方法について、お諮りいたします。何か提案はご

ざいますか。

黒光委員 選挙の方法につきましては投票によらないで指名推薦の

方法とすることでいかがでしょうか。

芝垣委員長職務代理者 ただいまの提案について他の委員は、御異議ありません

か。

（全員異議なし）

芝垣委員長職務代理者 御異議なしと認め、提案どおりといたします。それでは、

委員長の指名をお願いします。
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黒光委員 私は委員長につきましては、西里委員を指名させていた

だきます。

芝垣委員長職務代理者 他に指名推薦はございませんか。

（なし）

芝垣委員長職務代理者 それでは、只今、西里委員が指名推薦されましたが、御

異議ありませんか。

（全員異議なし）

芝垣委員長職務代理者 御異議なしと認め、西里委員を委員長とすることに決定

させていただきます。

西里委員長 それでは、ここからは私が進行いたします。次は、日程

第４指定第１号委員長職務代理者の指定の件 を議題と

いたします。私が委員長に選出されたことによりまして、

室蘭市教育委員会会議規則第３条の「委員長が事故ある

とき、又は欠けたときは、先任の委員が委員長の職務を

代理する。」という規定により、芝垣委員を委員長職務代

理者として指名させていただきます。よろしくお願いい

たします。それでは、指定第１号は、終了します。

西里委員長 次の案件についてお諮りいたします。日程第５議案第１

号につきましては、教育委員の人事に関する案件となる

為、非公開及び該当する教育委員に退席いただく事に御

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、これより非公開とすることを決定し

ます。山田委員と説明員及び記録員を除くその他の方は、

退場して下さい。
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（退場）

（以下非公開）

（退場者再入場）

西里委員長 ただいま山田委員を教育長に任命することに決定たしま

した。

西里委員長 次は、日程第６報告第１号第３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。

松村教育部長 それでは、報告第１号「第３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。次の

頁にありますように、１頁から３７頁まで、第３回定例

会の質問要旨と答弁要旨を載せてございます。本定例会

は、９月１０日から２８日までの、会期１９日間で開催

されたところでありまして、本会議におきましては、全

体１３人の質問議員の内、８人の議員から教育関連・教

育行政についてのご質問があったところす。市議会一般

質問におきましては、再質問からの質問方法として、一

括質問方式と、１問１答方式があり、一括質問方式では

再質問は２回まで、１問１答方式では持ち時間の範囲で、

テーマを絞って、何回でも質問できるものであり、質問

議員は、一括質問方式か、１問１答方式か、選択するこ

とになります。それでは、各頁に沿いながら、できるだ

け簡潔に説明をさせていただきます。まず最初に、１頁

から４頁にかけましては、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。一問一答方式で、１ページ

の「だんパラスキー場の運営について」と３ページの「放

課後児童対策について」のご質問とを受けたところであ

ります。だんパラスキー場の質問では、１１月から予定

している指定管理者による運営委託について、その選定
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経過について、また、今後の事業運営についてのご質問

であり、それぞれ答弁要旨の通りお答えいたしました。

関連して、市民意見を聞く考えについての再質問があっ

たところであります。「放課後児童対策について」のご質

問では、７月に八丁平の児童クラブで発生しました「や

けどの事故」について、事故の概要と原因の分析、保護

者への対応、ガイドラインやマニュアルの有無のご質問

と関連して再質問があったところです。答弁としまして

は、これまで事故対応マニュアルが整備されていたかっ

たことから、９月中のマニュアル作成や、マニュアルに

盛り込む具体的な内容について、お答えいたしました。

次に、５頁はから１０頁にかけましては、公明党室蘭市

議団の柏木議員から「教育行政について」の一括方式に

よるご質問であります。５頁から８頁は「非構造部材の

耐震化について」のご質問であります。非構造部材の耐

震点検及び耐震対策の調査結果が文科省から公表された

ことを受けてのご質問で、関連して再質問があったとこ

ろです。答弁としましては、今年度中に学校職員による

点検と、専門職員による机上点検を実施する旨お答えい

たしました。また、９頁・１０頁の「学校通学路の安全

対策について」のご質問ですが、８月末までに通学路の

安全点検を行ったことや、さまざまな課題があるが、通

学路の安全確保に向け、それぞれ関係機関と連携を図り

対応する旨お答えいたしました。次は、１１頁の、公明

党室蘭市議団の細川議員からのご質問であります。細川

議員は、公共施設の再編の質問の中で、複合公共施設へ

の機能の移転を検討している青少年研修センターについ

て、利用者への説明内容と確保すべき機能につてのご質

問であり、答弁要旨の通りお答えいたしております。次

は、１２頁から１７頁にかけまして、市民ねっと・むろ

らんの児玉 議員から、一問一答方式によるいじめ問題に

ついてのご質問です。児玉議員は、７月に出されました、

いじめに関する文部科学大臣の談話をうけての市教委の

対応や、学校と警察の連携強化、いじめに関する学校評

価と教員評価についてなど、多岐にわたる質問と、関連

しての再質問があり、それぞれ、答弁要旨のとおりお答
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えいたしましたが、最後に教育長から、いじめ問題につ

いての総合的対策の中にいじめ根絶の市教委メッセージ

を組み込むなどして、いじめ根絶の発信をする考えを述

べております。次は、１８頁から２８ページは、市民ネ

ット・室蘭の立野議員からの一問一答方式によるご質問

であります。立野議員からは、教育行政についてのご質

問で、大きく３点、①「学校教育の歴史について」②「放

課後児童対策について」③「文化振興について」の詳細

な質問と関連して合わせて２０項目の再質問があり、そ

れぞれ答弁要旨のとおりのお答えをしましたが、最後に、

市長・教育長から文化振興に対する所見を述べておりま

す。次に、２９頁から３４頁かけましては、市政創造の

山川 議員からの教育行政についてのご質問であります。

一括質問方式によるご質問で、教育行政についてのご質

問が４点で、１点目は、生涯学習の在り方についてのご

質問で、首長部局と教育委員会との連携の考えや市民要

望への取り組の考えのご質問であり、関連しての再質問

では、今後、首長部局と教育委員会と権限・機能の分担

を整理したうえで、一部を首長部局が担うことの検討の

必要性について見解のご質問で、それぞれ、答弁要旨の

通りお答えをいたしました。２点目は「コミュニティス

クール」導入の考え、３点目は「小中一貫教育、小中連

携の取り組み状況」、４点目は「ものづくり教育について

の考えと取り組み」についてのご質問と、関連しての再

質問がございした。答弁としましては、答弁要旨のとお

りでありますが、「コミュニティスクール」と「小中一貫

教育」については、最後に教育長から、それぞれお答え

をいたしました。次に、３５頁と３６頁は、市民ネット・

むろらんの小田中議員からの一問一答方式による、子育

て支援策のご質問の中で、ひきこもりに関連してのご質

問で、１回目のご質問では３項目のご質問であり、不登

校生生徒の卒業後の対応や、ひきこもりの庁内各課の対

応状況など、青少年問題協議会での協議内容について、

それぞれ、答弁要旨の通りお答えをいたしました。また、

関連しての再質問で、それぞれ答弁要旨の通りお答えさ

せていただきました。最後は、元風会の金濱議員のから
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のご質問で、市長の政策目標のうち、「世界に通じる子ど

もたちの育成」に関する具体的な事業検討についてのご

質問で、答弁要旨のとおりのお答えをさせていただきま

した。以上が、第３回定例会におきます、主な内容につ

きまして、説明させていただきました。

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 非構造部材の耐震化については、新設校ではきちんとな

されているのでしょうか。

佐藤総務課主幹 基本的には、問題ないと考えておりますが、天井や家具

なども含めて調査しようと考えております。

西里委員長 小中一貫教育に関する質問が出てきていますが、小中一

貫教育や中高一貫教育についての何か考え方があるので

しょうか。

山田委員 小中一貫教育の中で中学校の免許を持っている教員が小

学校の高学年に行って教えることで小学校の学力のレベ

ルアップを図ったり、小学生が中学校に行ったときに環

境が変わる事での、いわゆる中１ギャップの解消を図る

等の効果が考えられます。しかし一方で教員免許の問題

や学校間の教職員の問題などがいろいろあり、現在北海

道で実施しているのは三笠市のみとなっております。本

州ではいくつかありますが、北海道では進んでいない状

況です。コミュニティ・スクールと小中一貫教育につい

ては１１月に指導班で視察に行ってきます。コミュニテ

ィ・スクールは今の学校評議員制度をもっと拡大して、

地域や保護者から委員を選んで、教育委員会でいう定例

会を学校レベルでやるようなものなのですが、それは統

合校ではいいのかと思っています。これも三笠市が実施

しております。

西里委員長 室蘭市教育委員会としてや日本の教育としてかなった場
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合に教育の流れとして小中を一貫とした方がいいのか中

高を一貫とした方がいいのか、受験のためとしては中高

の方が多いと思いますが、これからの教育としては、中

１ギャップの問題等ではなく教育の流れとしてどのよう

な形で持って行った方がいいのか。以前にも話したこと

があると思いますが。

山田委員 現在小中一貫は法的に教育特区にならないと出来ないこ

とになっています。結局年次を変えることになるのです

よね。

高見指導参事 学習内容自体を変えることになります。例えば英語など

は小中一貫の方がスムーズな場合もありますが、先ほど

教育長がおっしゃったとおり、小学校の教員免許がない

と小学生を教えることができないため中学校の免許しか

人が小学校にいって教えるなどいろいろな問題が出てき

ます。

西里委員長 教育特区ではそのような形でやっていると思うのですが、

特区ではどのような効果が出ているかなどの話は出てき

ているのでしょうか。

山田委員 北海道では三笠市しかまだやっていないため、効果など

を含めたフィードバックはまだないです。ただ本州では

効果はあるような話は聞きますが、いずれにしても教員

の問題があります。

西里委員長 それは、考え方として小中一貫教育の方がいいとなれば、

法律的にも変えなければならないことが多くなるのでし

ょうが、小中高として、どういう形で一貫としてやれば

よいのでしょうか。

山田委員 私は義務教育として小中一貫の方がいいと思います。そ

こで流れがスムーズにいくことがいいと思います。

黒光委員 以前に常盤小と北辰中でやりましたよね。
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山田委員 研究をしたことがあります。平成１７年１８年の２年間

で研究いたしました。結果もまとまっております。

黒光委員 結果では、やった方がいいような内容なのでしょうか。

山田委員 そのようにはなっております。その研究に実は三笠市が

視察に来ておりました。

高見指導参事 内容としては小中一貫というよりは、交流といった程度

のものでした。

西里委員長 こういった話が出たときに室蘭市教育委員会として、そ

れを推進していくのかという話に今後なっていくのかと

思いますし、もう少し他の県とか市の事案を集めて協議

する必要がありますね。

山田委員 まずは１１月の視察を報告させていただきます。

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７報告第２号室蘭市教育委員会１

０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。

大谷総務課長 報告２号室蘭市教育委員会１０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、総

務課でございます。２８日に室蘭市開港１４０年・市制

施行９０年記念事業「むろらんキッズタウン」が室蘭市

体育館で開催されます。次に、学校教育課でございます。

６日から１１月１７日にかけて各小学校で学芸会が、１

０日から１１月２９日にかけて陣屋小、喜門岱小を除く

各小学校で「就学時健康診断」が開催されます。次の、

生涯学習課の社会教育でございますが、４日に「平成２

４年第５回社会教育委員の会」が大会議室で開催されま

す。次の、男女平等参画推進でございますが、６日に「男
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女共生セミナー第３講報告会＆ミニ講演会」がミンクー

ルで開催されます。次の、女性センターでございますが、

２３、２４日に、「第４２回作品展示会」が開催されます。

次の、文化振興でございますが、室蘭市開港１４０年・

市制施行９０年記念事業「第６２回市民文化祭」として

６～７日には「いけ花・陶交流展」が文化センターで、

８日には「三曲演奏会」が市民会館で、１５日には「第

９９回室蘭民謡連合会発表大会」が市民会館で、次のペ

ージにお進みいただきまして、２８日には「『合唱のつど

い』室蘭合唱連盟創立６０周年演奏会」が文化センター

で、３１日には「第４７回日本画協会展」が市民美術館

でそれぞれ-開催されます。次の民俗資料館でございます

が、２１日に「とんてん館寺子屋教室『焼いもとコース

ター作り』が開催されます。次の、市民美術館では、２

日～２１日に「室蘭市開港１４０年・市制施行９０年記

念事業 室蘭市民美術館特別展『輪島進一展―疾走する

ストローク―』」が開催されます。次の、青少年科学館で

ございますが、６～８日に「第３６回発明工夫展」が開

催されます。次の、スポーツでは、８日に、「室蘭市開港

１４０年・市制施行９０年記念事業白鳥大橋ハーフマラ

ソン」が入江運動公園陸上競技場で開催されます。次の

ページにお進みいただきまして、次の、図書館では、４，

６，１１，１３，１８日に「ふくろう文庫ミニ特別展『高

松宮御蔵御手鑑』日本古典文学会／編」が図書館本館で

開催されます。一つとびまして、次の、青少年課では、

２６日に「少年補導委員研修会」が青少年研修センター

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８

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
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たします。説明をお願いします。

大谷総務課長 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、１件で

ございます。ふくろうの会代表様より、図書１５冊、金

額にいたしまして２１８，６４０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９

報告第４号室蘭市芸術文化表彰の件を議題といたします。

説明をお願いします。

矢元生涯学習課主幹 報告第４号、室蘭市芸術文化表彰の件についてご報告い

たします。本件は、多年にわたり芸術文化の振興発展に

貢献し、その功績が顕著な個人又は団体に対し表彰する

もので、今年はお二人を室蘭市芸術文化表彰規則第２条

に基づき、表彰者として１１月３日の文化の日に表彰し

たいと考えてございます。次のページの報告第４号別紙

をご覧ください。最初は、室蘭市芸術文化功労賞を受賞

します伊藤セツ子さんですが、平成１０年から室蘭バレ

エ協会会長に就任し、加盟団体を総括されるなどの活動

が評価され室蘭文化連盟功労賞を受賞されています。ま

た、多くの市民にバレエを普及し、後進の育成や「白鳥

大橋完成イベント」、「三市スポーツ・文化交流会」な

どのバレエ公演をはじめ、本市の舞台芸術の発展、文化

振興に貢献していることから、この度、文化連盟からの

推薦も受けまして表彰者となったものでございます。次
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に、室蘭市芸術文化賞を受賞します黒田佳奈子さんは、

室蘭市出身で高校まで室蘭に居住し、桐朋学園大を卒業

後、現在ザルツブルクモーツァルテルム大学大学院に在

籍しております。今年度オーストリアで開催された「第

１９回ヨハネス・ブラームス国際コンクール」ピアノ部

門において、第２位を受賞され国際的に高い評価を受け

られました。今回の受賞を契機に、将来にわたり、優れ

た技術と音楽性を兼ね備えた演奏家とし活躍されること

を期待しております。これらのことから、この度、表彰

者となったものでございます。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１

０報告第５号室蘭市スポーツ表彰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、室蘭市スポーツ表彰の件についてご説明い

たします。本件は、室蘭市スポーツ表彰規則に基づきま

して、スポーツの振興発展に顕著な功績があった方を表

彰するものでございます。報告第５号別紙に、平成２４

年度表彰者として決定しました方々の功績等をお示しし

てございますのでご覧ください。はじめに、スポーツ功

労賞の２名でございます。功労賞は、多年にわたりスポ

ーツの振興発展に貢献し、その功績が特に顕著な個人ま

たは団体を表彰するものでございます。佐藤螢一さんは、

昭和３８年から現在まで室蘭体操連盟の理事、副会長を

歴任し、高校体操界の指導者として、室蘭市の体操競技

の向上に多大な貢献をされ、本市における数多くの体操

大会の開催にも、尽力いただくなど、室蘭市の体操競技

の普及発展に大きな寄与をされております。続きまして

八島秀俊さんは、昭和４１から現在まで室蘭卓球協会

の理事、副理事長、理事長、副会長、会長を歴任し、
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協会役員として長年にわたり卓球の普及振興にご尽

力されており、現在も室蘭卓球協会の会長として、

卓球の普及発展に大きく貢献されています。また、高

校卓球部の監督として、選手の育成にも力を注ぎ、全道

でも活躍する多くの優秀な選手を室蘭から輩出しており

ます。続きまして、スポーツ奨励賞でございます。スポ

ーツ奨励賞は、スポーツの分野において奨励するのにふ

さわしい活躍をした個人または団体を表彰するもので、

全国大会規模の大会で３位入賞した方が対象となってお

り、今回は、1名が対象者となっております。須崎大輝 さ

んは、今年の、２月に開催された千葉国際クロスカント

リー大会のジュニア男子４千メートルで３位入賞してお

ります。なお、参考といたしまして、室蘭市スポーツ表

彰規則を添付しましたので、ご参照いただきたいと存じ

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５号は、終了します。次は、日程第１

１報告第６号室蘭市青少年及び青少年育成者表彰の件を

議題といたします。説明をお願いします。

高木青少年課長 報告第６号室蘭市青少年及び青少年育成者表彰につい

てご説明いたします。本件は、室蘭市青少年及び青少年

育成者表彰規則に基づきまして、広く青少年の模範とな

る行い及び青少年の健全育成活動に対する献身的な行い

に対し、青少年の誇りと自信を高め、また、青少年活動

及び育成意識の高揚を図ることを目的として表彰するも

のでございます。報告第６号別紙をご参照願います。は

じめに、青少年団体活動者表彰の受賞者４名について、

ご説明いたします。青少年団体活動者表彰は、青少年団

体に所属し、２年以上の活発な活動を行った方を表彰す

るものでございます。黒滝理華さんは、スポーツ少年団
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のリーダー養成講習会等に積極的に参加し、他の団員の

模範となっていることにより、室蘭市スポーツ少年団か

ら推薦されています。垣原芽衣さん、野夢叶さんは、

地区子ども会、単位子ども会のリーダーとして行事の企

画実施をするなど、他の会員の模範となっていることか

ら、室蘭市青少年健全育成推進協議会から推薦いただい

ております。小野雄介さんは、テニポン室蘭ネット青少

年の部の活動の企画・実施をし、生涯スポーツの楽しさ

を内外に伝えておりますことから、テニポン室蘭ネット

の会長より推薦されております。次に、優良勤労青少年

表彰の受賞者４名についてご説明いたします。優良勤労

青少年表彰は、職場において職務に精励し、地域社会へ

の奉仕など、勤務年数が概ね３年以上の方を対象に表彰

するものでございます。五十嵐淳さん、浦上光さん、冨

澤彰亮さん、小林哲也さんは、職場で精度を要求される、

機械加工、組立溶接などに従事するとともに、清掃活動

などのボランティア活動を行うなど地域社会にも貢献し

ていることから、各々の勤務先から推薦いただいており

ます。続きまして、青少年育成者表彰の受賞者２名につ

いてご説明いたします。青少年育成者表彰は、青少年育

成関係団体において、１５年以上にわたり青少年の健全

育成に貢献している方を対象に表彰するものでございま

す。大谷郁子さん、中村慶子さんは、地区青健協の役員、

子ども会の役員として活躍され、青少年の健全育成に貢

献していることから、室蘭市青少年健全育成推進協議会

から推薦いただいております。なお、参考としまして、

青少年及び青少年育成者表彰規則を添付しておりますの

で、ご参照いただきたいと存じます。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。

谷藤委員 テニポンとは詳しくわからないのですがどのようなもの

でしょうか。

高木青少年課長 あまり聞きなれないかと思いますが、テニスと卓球を合



15

わせたスポーツということで、平成１７年から室蘭市内

で普及しまして現在７０人の会員の方がおられて毎週土

曜日に活動していると伺っております。

黒光委員 昨年も言ったような気がするのですが、いつも同じよう

な会社や町会の人ですよね。もう少し全市に広げるよう

な方法があればよいかと思うのですが。

高木青少年課長 お話の通り、我々も同じような会社や地域から選出され

ているということで、勤務先については商工会議所であ

ったり町内会などいろいろな方面をあたっているのです

が何分推薦をいただけないと選出できないため我々も苦

慮しているところであります。

西里委員長 ほかに、ありませんか。それでは、報告第６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１０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 黒 光 ひ さ

会 議 録 調 製 員 大 谷 裕 司


