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平成２５年第３回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２５年２月２１日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後７時００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 萩原指導主事 高屋生涯学習課主幹[スポーツ振興] 山

下図書館長 高木青少年課長 佐藤学校給食センター主幹 
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芝垣委員長職務代理者  本日は西里委員長が所用で遅れるため、日程第４からの

出席となります。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、日程３まで

議事を進めさせていただきます。それでは、ただ今から、

平成２５年第３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、谷藤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２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） 

 

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平成２４年度胆振管内教育委員会委員研修会につ

いての報告をお願いします。山田委員お願いします。 

 

山田委員        胆振管内教育委員会委員研修会に行ってまいりました。

前日には講演会等がありましたが、教育委員会定例会が

あったため出席できませんでしたが、８日は参加してま

いりました。３つの部会に分かれている中で、私が参加

した教育行政部会についての内容を報告いたします。内

容でございますが、学力の向上がテーマで管内１１の市

町の出席者が説明しそれに対しての質疑応答という形で

ございました。私の方からは室蘭市学力向上基本計画と

平成２４年度全国学力学習状況調査の結果等を基に室蘭

市の状況についてお話しさせていただきました。その中

で特に学力が小学校で全国水準と比較しかなり低い事に

比べ中学校が全国水準並みであるという事を中心にお話

しさせていただきました。各市の状況といたしましては

資料にもあります通り、苫小牧市では教育支援ボランテ

ィア事業ということで平成２３年度から取り組んでおり、
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実績で各年代別で２４名のボランティアの方がそれぞれ

いらっしゃるようですが、内容を聞きますと学力支援と

いうよりはパソコンや柔道に対する支援が多く、学校の

求める支援の内容と異なっておりその辺のミスマッチを

今後どうしていくかということが課題という事でした。

もう一つといたしまして、研究・研修の充実ということ

で、教育研究所による研修講座を年２０回以上開催して

おり、その参加者が１，０００名を超えるなど指導力向

上に効果があるというお話でございました。登別市から

は学校間での学力の格差が激しいということでありまし

た。要因の一つとして未だ古い学習指導要領で授業が行

われており、今回の全国学力テストでは新学習指導要領

の沿っての問題であったため、無回答の項目があったと

いうことの危機感あるという事でございました。伊達市

からは小中学校の連携が必要ということで小学校の個々

の成績等について情報提供し、中学校での指導改善に役

立てているという事でした。壮瞥町・厚真町については

長期休業中に数日間補習授業を実施し足りない部分の授

業を補い、スクールバスを運行し対応しているとの事で

した。安平町では学校以外で公民館を利用し、子ども寺

子屋事業を夏休みに実施し、多くの子ども達が集まり好

評であったとのことで冬休みも実施したとのことであり

ました。最後に共通した取り組みとして家庭学習の定着

のため「家庭学習の手引き」を配布ということで室蘭市

は現在作成中ですが、各市町は活用しているという事で

す。小中連携した取り組みとして、先ほど伊達市の情報

提供でもありましたが、室蘭市と苫小牧市では小学校と

中学校の校長会が別にあり、小学校の個々の学習課題等

の提供は個人情報等の問題が難しい状況になっておりま

す。室蘭市と苫小牧市以外の市町ではこういった情報提

供を実施しており非常に役立っているとの話でした。室

蘭市でも今すぐというわけにはいかなそうですが今後小

中学校の校長会で議論をしていかなくてはと思っており

ます。また、他市町含めましてテレビ視聴やゲームの時

間が全国水準より長いという話もありました。報告につ

いては以上でございます。 
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芝垣委員長職務代理者  ありがとうございました。 

 

黒光委員        小学校でどういう状況であったかという事は中学校の方

には情報提供はないのでしょうか。 

 

山田委員        指導要録等については小学校から中学校に行きますが、

それ以上の情報については報告していない状況です。 

 

高見指導参事      現在小中学校の連携が言われている状況であります事か

ら、出来る限り小中学校の流れがスムーズに行くように

お互いにどこまで情報交換できるのか小中学校の校長会

で話していきたいと考えております。 

 

黒光委員        家庭などのいろいろなものが子どもの成長では大事だと

思いますのである程度情報の連携が取れている方がよい

のではないかと思います。 

 

西里委員長       次は、日程第４報告第１号室蘭市教育委員会３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      報告第１号室蘭市教育委員会３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１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。１４日に各中学校で、１６～２１日

に各小学校で「卒業式」が行われます。２５日には各小

中学校で「修了式」が行われます。次の、生涯学習課の

「女性センター」でございますが、２１日に「男性介護

と介護保険について」が開催されます。次の「民俗資料

館」でございますが、３月１９日まで整理休館となって

おります。次の、「市民美術館」では、５日～１０日に「北

海道教育大学・室蘭工業大学合同企画展 Action Note⇔
作用する地点」が開催されます。次の、「青少年科学館」

でございますが、２４日に「科学クラブ一日体験」が開

催されます。次のページにお進みいただきまして、次の、

「スポーツ」では、「平成２４年度スポーツ指導者講習会」
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の実技〈普通救命講習〉が 2日に消防署防災センターで、
講義〈水分摂取の必要性・スポーツと栄養〉が１２日に

室蘭市体育館の会議室で開催されます。次の、「図書館」

では、２、１６日に本輪西分室で、６日には本館で、１

９、２１、２２日に輪西分室で、それぞれ「おはなし会」

が開催されます。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１号は、終了します。次は、日程第５

報告第２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。 

 

大谷総務課長      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。次のページの報告第２号別紙

をご覧願います。寄附採納につきましては、３件でござ

います。１件目は、日胆地区測量設計協会様から、標高

板小学校１８枚中学校６枚、金額にいたしまして４５６，

０００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、小中学校の児童・生徒玄関付近に掲示し、

子どもたちの危機意識の啓蒙のため役立たせていただき

ます。２件目は、一般社団法人室蘭地区自動車協会 様

から、防犯ブザー７５０個、金額にいたしまして３００，

０００円相当のご寄附がございました。このご寄附は、

児童の登下校時の安全確保のため活用させていただきま

す。３件目は、ふくろうの会代表様より、図書４６冊、

金額にいたしまして３１３，３５０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。 
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（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６

議案第 1号補助執行事務に関する協議の件を議題といた

します。説明をお願いします。 

 

中澤学校教育課長    議案第１号補助執行事務に関する協議の件についてご説

明申し上げます。本件につきましては、平成２５年度に

予定している、スクールバスを利用した地域コミュニテ

ィ交通事業の実施にあたり、契約事務をスクールバス運

行事業に含めて教育委員会で行うことが必要となり、地

方自治法１８０条の２の規定に基づき、議案第１号別紙

１のとおり、平成２５年２月１８日付で、市長から補助

執行事務に関する協議がありましたことから、同意につ

いて本案を提出するものであります。具体的に申します

と、ご存じのとおり、教育委員会では、スクールバスを

運行しております。また、市では、地域コミュニティ交

通の施策を推進しております。このような中で、石川町

会から、スクールバスを住民の足として利用できないか

との提案があり、市と町会との間で検討が進んでまいり

ました。石川町に住む児童生徒は、本室蘭小学校と本室

蘭中学校にスクールバスで通学しております。人数は 20
人です。朝は１便、帰りは２～３便の運行となっており

ます。このスクールバスに住民も乗車できるようにしよ

うというものです。住民は買い物や通院、路線バスへの

乗り継ぎのため、白鳥台での下車・乗車となります。市

では、平成２５年５月から３か月間で２００便、地域住

民が乗車できる試験運行を行う予定です。なお、これま

でのスクールバスの運行日、便数、コースの変更はござ

いません。本件につきましては、本来、市が執行すべき

地域コミュニティ交通事業に関し、スクールバスの委託

契約の中に組み入れることから、今回の補助執行規則の

改正となっております。以上ですが、よろしくご審議を

お願いいたします。 
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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。 

 

谷藤委員        地域としては石川町だけの要望なのでしょうか。他の地

域はないのでしょうか。 

 

山田委員        スクールバスの利用に関しては石川町だけですが、地域

コミュニティ交通に関しては輪西地区でも実施します。 

 

芝垣委員        地域の人たちは有料なのでしょうか。 

 

中澤学校教育課長    町会が一部負担する形になります。乗る人が運賃を払う

という事はありません。 

 

西里委員長       時間帯が学校の登下校時なると思うですが、その時間帯

に利用する住民はいるのでしょうか。 

 

中澤学校教育課長    そういう利用をしたいという町会からの要望があるよう

です。 

 

山田委員        聞いている話によると、バスの乗り継ぎになるようです。

白鳥台から病院までのバスに乗り継いだり、買い物に行

ったりするようです。今回３カ月の実験になるのでそれ

でどのような使われ方をするのか町会としてもいろいろ

と検証してみたいということだそうです。 

 

西里委員長       事故などがあった場合の住民に対する補償などはどのよ

うになるのでしょうか。 

 

中澤学校教育課長    基本的には子どもたちが怪我した場合と同じ扱いになる

と思います。 

 

松村教育部長      バス会社が保険に入っているので保険の中でやっていく

ことになります。 
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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。

次は、日程第７平成２５年度教育行政方針（案）につい

て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、平成２５年度教育行政方針（案）についてで

ございます。前回の第２回定例会でのご審議において教

員の体罰問題について明記すべき等のご意見を踏まえ、

前回お示ししました平成２５年度教育行政方針説明(案)

に追記させていただきましたので、再度お配りさせてい

ただいております。前回の案では、教育行政方針の施策

について、「子どもたちの「生きる力」を育成する教育の

推進」、「子どもたちが安全・安心に学べる教育環境の整

備」、「人とまちが生きる生涯学習の推進」の大きく３つ

の柱から構成しておりましたが、６ページ目でございま

すが、「信頼される学校づくり」という柱を第２の柱とし

て加えまして、全体で４つの柱の構成といたしました。

新たに明記しました第２の柱「信頼される学校づくり」

の内容でございますが、教職員の資質・能力の向上のほ

か、体罰や交通違反等の未然防止を図っていくことなど

を明記し、教職員の服務規律について指導の徹底を図っ

ていく考えでございます。他には、細かな字句の訂正が

ございますが、前回お配りしましたものと大きな変更は

ございませんので、この（案）で、今月２６日から開催

予定の第１回市議会定例会において、教育長が議会に対

し説明したいと考えております。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。 
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芝垣委員        信頼される学校づくりの推進として１つ柱を増やしたわ

けですよね。前回の定例会で話し合った体罰の問題も入

っていますしいいのではないかと思います。 

 

松村教育部長      服務の関係では前回のものでは具体的に体罰という言葉

は出さずに服務の中で括っておりましたが、今回ははっ

きり言葉に出しましたのでわかりやすくなったのかと思

います。体罰については今日的な課題でもありますので

はっきりと教育行政方針には記載いたしました。 

 

西里委員長       ほかにありませんか。それでは、日程第７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、これより非公開とすることを決定し

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) 

 

西里委員長       それでは、日程第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を議題とします。説明をお願いしま

す。 

 

（以下非公開） 

 

 

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２５年第３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   谷 藤   豊 

 

会 議 録 調 製 員     大 谷  裕 司 


