
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成２５年第４回室蘭市教育委員会定例会 
 

会議録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 1

平成２５年第４回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２５年４月２日（火） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後６時４０分 
 
２  場  所      文化センター ４階大会議室  
 
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   高屋教育部長 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 北野指導主事 山本生涯学習課長 矢元生涯学習課主幹

[文化振興] 加地生涯学習課主幹[スポーツ振興] 髙木図書館

長 高木青少年課長 佐々木青少年課主幹 照井学校給食セン

ター所長 佐藤給食センター主幹 
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西里委員長       それでは、ただ今から、平成２５年第４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、芝垣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

４年第３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１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。 

 

高屋教育部長      それでは、報告第１号、第１回室蘭市議会定例会議事内

容に関する件について、ご説明申し上げます。このたび

の、第１回定例会は、平成２５年の予算案などの審議を

中心に、２月２６日から３月２５日まで、会期２８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会派のうち４人の各会派の代表議員からの

代表質問と一般質問で９人中４人の議員から、教育に関

わる質問がありました。１ページから４８ページまでご

ざいますが、２８ページまでが代表質問、２９ページか

らが一般質問になります。質疑の議事内容は、各ページ

に質問要旨と答弁要旨を載せてございますが、時間の関

係上、主に質問要旨に沿って概略を説明させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。それでは、代表

質問からご説明申し上げます。最初は、市政創造の会長、

我妻議員からの質問ですが、１項目で３点の質問と関連

して１点の再質問がありました。１ページから２ページ

にかけて、１点目の教育行政についてですが、教育長の

市長ヒアリングへの同席と各部との議論内容についての

質問で、２点目の、子どもたちの「生きる力」を育成す
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る教育の推進については、新聞を活用したＮＩＥの学習

の対応の対応、３点目の、人とまちが生きる生涯学習の

推進については、社会教育施設の整備と再編についての

考え方の質問があり、３ページでは、１点目の教育行政

に関連して、教育長の政策ヒアリングの出席についての

再質問がありました。４ページから７ページは、市民ネ

ット・むろらん会長の佐藤議員からの質問で、１項目で

４点の質問があり、関連して１点の再質問がありました。

４ページから６ページは、１点目の新政権の重点教育施

策について、２点目の教職員の時間的余裕と裁量の自由

について、３点目の全国学力・学習状況調査と本市独自

の学力調査、全国学力・学習状況調査の講評についての

考えについての質問には、平成２５年度検討予定の「室

蘭市学力向上基本計画」の３年間の検証結果を踏まえ、

総合的な見地から実施の有無を検討していく考えである

こと、学力調査等の公表には、室蘭市のガイドラインを

作成し、それに即して、学校名や数値の公表は行わず、

一定の数値幅をもったポイントで示しており、学校間の

序列化や過度な競争をあおることのないよう十分配慮を

心がけていく考えであることを答弁しており、４点目の、

体罰に関する質問で、部活動における体罰の事例、体罰

で処分された教職員、体罰に関するマニュアルの有無に

ついての質問には、過去５年間は部活指導における教員

の体罰は派生していないが、部活動以外では過去５年間

で１件の懲戒処分事案が発生していること、体罰のマニ

ュアルについては、学校教育法により「校長および教員

は、教育上必要な場合、児童、生徒、学生に懲戒を加え

ることができるが、体罰を加えることはできない」とさ

れている。懲戒が、体罰に当たるかどうかは、懲戒を受

けた児童生徒や保護者の主観的な言動により判断される

ものではなく、諸条件を客観的に考慮し判断されるべき

との答弁を行っており、７ページでは、２点目に関連し、

教職員の負担軽減に関する対策についての再質問があり

ました。８ページから１８ページにかけ、公明党室蘭市

議会の会長、細川議員からの質問で、教育行政方針に関

して、大きく４つの項目があり、関連して６点の再質問
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がありました。８ページは、いじめの問題の取り組み状

況と今後の対応についての質問には、いじめ問題の未然

防止、早期発見、早期対応に関わる取り組みを行い、各

学校には、いっそうの保護者との連携と迅速・丁寧な対

応の指導行い、関係機関との連携を図りながらいじめ問

題について毅然とした対応を行っていき、相談委員の配

置拡大、「室蘭子供サミット」「いじめ問題」の講演を開

催するなど、いじめ問題の根絶に向けた取り組みを強化

していく考えであることを答弁しており、９ページは、

今後の「開かれた学校づくり」の推進と本市の体罰の現

状と今後の対応への考え、１０ページから１１ページは、

災害時の子供の安全確保の現状と今後の対応について、

また、今後の放課後児童対策についての質問で、八丁平

小学校敷地に新設する多目的ホールの児童館閉館時の有

効利用、市内一律の放課後児童対策の考え、学校の統廃

合で広がる校区に、スクールバスで通学する登録外児童

の来館に対する課題と対策についての考え、１２パージ

から１３ページは、ブックスタート事業の成果と課題、

また、市体育館の改築について、改築の施設概要、市民

要望や要望の取り込みと反映の考え、防災拠点としての

考え方、１４ページは、いじめ問題に関連し、いじめ問

題や体罰の増加に対する捉え方についての再質問、１５

ページは、開かれた学校づくりと体罰に関連し、学校の

説明責任と地域の教育力活用の取り組み、体罰の実態調

査後の対応についての再質問、１６ページは、放課後児

童対策に関連し、スクールバス通学の児童への方策の方

向性を示す時期についての再質問、１７ページから１８

ページは、読書活動推進と市体育館改築に関連し、読み

聞かせボランティア育成の取り組み、市体育館改築にお

けるサブアリーナについての再質問がありました。１９

ページから２８ページにかけ、日本共産党室蘭市議団の

常磐井議員からの質問で、教育行政方針について１項目

で５点の質問があり、関連して３点の再質問と２点の再

再質問がありました。１９ページから２４ページは、新

政権の教育再生政策についての考え、学力向上に関し、

数値目標を競わせることへの考えと全国学力・学習状況
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調査の必要性、いじめに関し、大津市のいじめ・自殺へ

の教育委員会や学校の対応への考え方とくみ取るべき教

訓、本市のいじめ総合対策での子どもの意見を取り上げ

る方策、児童生徒の声に教員が耳を傾ける時間的な余裕

と解決できる職場についての考え、教員が担当する児童

生徒数の適正について、子どもの権利救済のための学校

外での相談のための第３者機関の常設の考え、体罰に関

し、体罰の背景、定義と懲戒、肯定論への考え、アレル

ギー事故に関し、本市の取り組みと対象児童数、食物ア

レルギー疾患の種類、食物アレルギーに対する体制整備

と誤食の実態、２５ページから２８ページは、学力向上、

いじめ、体罰についての再質問と再再質問がありました。

次に、２９ページ以降は、一般質問でございます。最初

は、市民ネット・むろらんの小田中議員からで、２９ペ

ージは、本市の小中学校におけるがん教育に対する考え、

３０ページは、「子ども・若者育成支援推進法」の青少年

問題協議会における審議経過・内容と今後の具体的な方

向性についての質問がありました。次は、公明党室蘭市

議団の柏木議員で、大きく３つの項目があり、３１ペー

ジから３２ページは、確かな学力の向上について、道教

委の重点的取り組みと本市の取り組み、学習支援の取り

組み、３３ページから３５ページは、子どもたちが安全・

安心に学べる教育環境の整備についてで、八丁平小学校

多目的ホール棟建設について、多目的ホール建設で校舎

と別棟、木造平屋建築とした理由とスペースの考え方、

八丁平小学校区の住宅新築、世帯、児童の数、旧商業高

校跡地に住宅建設された場合の生徒数の推移と教室が不

足した場合の対応について、そして、通学路の安全対策

について、３６ページは、人とまちが生きる生涯学習の

推進についてで、白鳥大橋パークゴルフ場拡張整備につ

いて、質問があり、関連して、３７ページから４１ペー

ジは７点の再質問がありました。次は、市民ネット・む

ろらんの高橋議員で、１項目で３点の質問と関連して１

点の再質問がありました。４２ページは、生活保護基準

引き下げによる子育て世帯への影響について、準要保護

に係る児童生徒数、全体の割合及び最近の増減の傾向、
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本市の認定基準と道内他都市の状況、生活保護基準の引

き下げに伴い、平成２５年度に影響を受ける児童生徒数

と平成２６年以降の影響について質問があり、関連して、

４３ページは１点の再質問がありました。次は、市政創

造の山中議員で、縄文文化遺産について、３項目の質問

があり、４４ページから４８ページは、文化遺産を後世

に引き継ぐ考え、貴重な出土品のレプリカ、写真などの

資料を後世に引き継ぐ考え、閉校予定の絵鞆小学校につ

いて、文化資産としての活用、教育研究所・情報教育セ

ンター、また、「ふくろう文庫」の移転先としての考え、

学校開放、スポーツ文化の市民開放施設、地域複合型公

共施設としての活用の考えについての質問があり、さら

に、文化財に関連して５点の質問がありました。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        アレルギーの質問に対してですが、アレルギーの子供に

対しては毎年ある程度の期間をもって保護者と協議をさ

れているのでしょうか。 

 

佐藤給食センター所長  アレルギーに関しましては転入などで新たに入ってきた

場合でアレルギーのある方のみにアンケート調査を実施

しております。アンケートでどのようなものにアレルギ

ーがあるのかを調査を行っておりますが、アレルギーに

もいろいろな種類があり、今の給食センターの調理場の

関係では個別に対応するのは困難であることから毎日提

供している牛乳に対してのみアレルギーのある方につい

ては麦茶等に変更するなどして対応しております。 

 

谷藤委員        子どもの成長によって今まであったアレルギーが身体の

成長により治っていくこともあると思うのですが、毎年

アレルギーを持っている子供に対して学年の変わる時期

などに先生や保護者に対して調査をしたりはしていない

のでしょうか。 
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佐藤給食センター所長  アレルギーにつきまして成長に伴いずっと持ち続けない

ということもあります。一度提出がありましたら卒業す

るまで資料として持ってはおりますが、父兄などからこ

ういったものについてアレルギーがなくなったという届

け出があった場合は、それまでの対応とは違う形にして

いきます。 

 

芝垣委員        縄文文化遺産の項目の中で絵鞆小学校の施設にふくろう

文庫の移設する考えはという項目があります。私はふく

ろう文庫に関わっておりますが、ふくろう文庫は市立図

書館と一体のものであるので、いかがなものかと思いま

す。図書館の改築や改修のある程度の見込みなどを伺い

たいのですが。 

 

山田委員        図書館については向陽中学校跡地に複合施設の検討して

おり、平成２５年度は市民の声を聞きながらまとめてい

くのですが、順調にいっても平成３０年度に出来上がる

予定です。そこに今現在の声として図書館の一部機能を

ということもありますし、市としても検討しなくてはな

らない問題かと考えております。いろいろな方法がある

と思うのですが、その中で今のスペースを空けたり、時

期を見ながら耐震化やエレベーター設置やバリアフリー

化などいろいろなことを検討する中でふくろう文庫につ

いてもどのようにしていくかを検討していきたいと思っ

ております。 

 

谷藤委員        体罰についてですが、質問の中でなぜ、体罰容認論が根

強くあるのかとあるのですが、この体罰容認論について

は室蘭市のアンケートなどの結果についての質問なので

しょうか。それとも全国的な話なのでしょうか。 

 

中澤学校教育課長    ここで言う体罰容認論は一般的な社会のことであり、常

盤井議員が言う一般的なものというのは、たたいても仕

方ないじゃないかとか、著名人が体罰を容認するような

発言をしているのを受けて容認論ということでお話が出
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ております。 

 

西里委員長       教育行政方針の信頼する学校づくりの中で体罰に関する

ことをオブラートに包むような形で入れたのですが反応

はどうだったのでしょうか。 

 

中澤学校教育課長    現在体罰の全道調査を実施しており、調査中ではありま

すが、保護者と児童生徒を対象とし実施しております。

各学校からそれぞれ体罰がありと回答があったのが合計

で現在５０件程度把握しております。その中で個別に各

学校や市教委で調査をしているところです。本当に体罰

かどうかの最終判断は道教委となりますが、現在調査中

で４月４日までに胆振教育局に提出することとなります。

ただ体罰の問題があってからは、学校からも出ていませ

んし、各学校も強く指導しておりますので体罰に関して

は教員の認識もガラッと変わり、今後こう言ったことは

ないのではないかと思っております。 

 

山田委員        昨年の大阪でのああいった事件もあり、先ほど説明した

調査も実施しているので、教育行政方針に入れるのは当

然のことです。また、４月末に文科省のほうで調査の結

果を公表し、それを受けて北海道も公表すると思います。

我々としても議会を含めてこの問題については議論して

いくことになると思います。 

 

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４

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２号室蘭市教育委員会４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。本日、教職員の辞令交付式がここ文

化センターで先ほど行われました。８日に各小学校の１

学期始業式が、８～９日には各小学校、９日には各中学
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校の入学式が執り行われます。次の、生涯学習課の社会

教育につきましては、１２日に２歳児ちびっこクラブ（１

回目）が子育て相談ふれあいセンターで開催されます。

次の、女性センターでは、１７日に各サークル代表者交

流会が開催されます。次の、民俗資料館では、１４日に

とんてん館寺子屋教室『しいたけ植菌』体験学習会が開

催されます。次の市民美術館では、２日から２９日まで

季節をめぐる作品展が開催されます。次の、青少年科学

館では、７日に菊づくり講習会が、２８日に化学実験の

基礎操作が行われます。次の、スポーツでは、１３日～

１４日に、高砂テニスコートにおきまして平成２５年度

むろらんテニス大会が、２９日には中島公園におきまし

て第３８回市民健康マラソンが開催されます。次のペー

ジをご覧願います。次の、図書館では、１１日、２６日

に親子読書ふれあい事業（ブックスタート）が保健セン

ターで開催されます。次の、港の文学館では、本日から

６月３０日まで三浦清宏の多彩な世界が開催されます。

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。 

 

黒光委員        中学校で午後から入学式というところはあるのでしょう

か。 

 

高橋指導主事      午後からの入学式を組んでいるところもございます。 

 

黒光委員        午前中に授業を行ってから入学式をするのでしょうか。 

 

高橋指導主事      午前中に在校生の指導等を行い受け入れの準備をして午

後から新１年生を迎え入れる形になります。 

 

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。説明をお願いします。 
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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、３件でござ

います。１件目は、ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社室

蘭製油所所長様より、第４３回ＪＸ童話賞作品集『童話

の花束』２５０冊、金額にいたしまして１２５，０００

円相当のご寄附をいただきました。このご寄附は市内小

中学校２５校に配布し、読書環境充実を図るため活用さ

せていただきます。２件目は、室蘭市在住の画家、北浦

晃様のご寄附についてでございますが、申し訳ございま

せん、３点訂正がございます。まず、１点目ですが、採

納月日につきましては２５．２．２８となっております

がこれは寄附申込みの日でございまして２５．３．２７

の誤りでございます。次に、物品の欄でございますが、「黒

岳から朝・・」と「海辺の鏡」の２点のデッサン画とい

うふうに見えますが、これは「黒岳から朝・・」という

油彩画と「海辺の鏡」という絵画のための人物デッサン

画の計２点となってございます。最後に金額の欄でござ

いますが、１００，０００円相当とありますが、これは

寄附取扱上の金額の区分でございまして、北浦氏と同ジ

ャンル、同程度の経歴を持つ画家の販売価格を参考に評

価額を算定いたしますと４５５，４００円相当となって

ございます。大変申し訳ございません、訂正させていた

だきます。なお、このご寄附につきましては、これまで

同氏に何度か絵画のご寄附をいただいておりまして、そ

れらと同じく市民美術館の内容の充実化を図るため活用

させていただきます。３件目は、ふくろうの会代表者様

より、図書３５冊、金額にいたしまして４６１，４００

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） 
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西里委員長        それでは、報告第３号は、終了します。次に、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

令の件を議題とします。説明をお願いします。 

 

大谷総務課長       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。次のページの

報告第４号別紙１をご覧いただきたいと存じます。発

令内容につきましては、記載のとおりでございます。

はじめに、１．退職発令でございます。教育部長松村

隆三ほか８名の職員が退職となってございます。次の、

２．採用発令では、北野雄介が、指導主事兼職・教育

研究所主任所員の発令を受けたところでございます。

次の、３．部長職昇任では、高屋信孝生涯学習課主幹

が、教育部長へ昇任となってございます。次のページ

の別紙２をご覧願います。４．課長職発令では、加地

明ほか５名が異動し、そのうち２名が転入、１名が室

蘭市へ出向し、３名が部内での異動となってございま

す。次の、５．課長職事務取扱では、青少年課長の異

動に伴い、少年補導センター所長事務取扱の発令を行

うものでございます。次の、６．係長職異動では、若

林美恵ほか４名が異動し、このうち、２名が転入、２

名が室蘭市へ出向、１名が係長職へ昇任となってござ

います。次のページの別紙３をご覧願います。７．係

員発令では、石岡佳奈枝ほか１０名が異動し、このう

ち３名が室蘭市へ出向、１名が市立室蘭総合病院へ出

向、４名が転入、３名が新規採用となってございます。

なお、退職発令が３月３１日付け、そのほか全てが４

月１日付けの発令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
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７報告第５号室蘭市立学校職員の人事異動に関する件

を議題とします。説明をお願いします。 

 

中澤学校教育課長     報告第５号室蘭市立学校職員の人事異動に関する件

について、ご説明いたします。平成２５年度室蘭市立

小中学校教職員の当初人事に係っての道教委あて人事

異動内申につきましては、３月２９日の臨時会でご報

告させていただきましたが、いずれも、４月１日付け

で２９日にご説明申し上げた内申のとおり発令され、

本日午後２時、教育長から４４名に対しての辞令を交

付しましたのでご報告いたします。なお、市内異動の

一般教職員につきましては、当該学校長より辞令の交

付を行っております。異動の内容につきましては、報

告第５号別紙平成２５年度室蘭市立学校職員人事異動

報告書のとおりでございます。今年度は、北辰中学校

と港南中学校が閉校となり、新たに室蘭西中学校が開

校しましたので、学校数は小学校１８校、中学校７校

の、合わせて２５校となります。人事異動の特徴とし

ましては、管理職の異動が多かった一方、一般職員に

おいては、他市町との異動が少なかったことが上げら

れます。管理職の転入では、校長の転入者１５人のう

ち、５人が市内異動、４人が市外からの転入、６人が

市外からの昇任採用であります。教頭につきましては、

転入者１２人のうち、３人が市内異動、７人が市外か

らの転入、２人が昇任であります。一般教職員では、

期限付教職員を除き、小中合わせ、教諭、養護教諭、

事務職員が５４人転入しておりますが、このうち８人

が市外からの転入となっておりまして、今年度につき

ましては、一般教職員におきまして、市外から本市へ

の異動が大幅に少なくなってございます。なお、室蘭

西中学校の一般教職員の構成では、２４人中、北辰・

港南中学校からの異動者は２０人となりました。 こ

のほか、今年度の新採用者は前年同様９人となってい

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
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んか。 

 
（なし） 

 
西里委員長        それでは、報告第５号は、終了します。次に、日程第

８報告第６号港北・本輪西地区統合小学校基本設計の

件を議題とします。説明をお願いします。 

 

佐藤総務課主幹      それでは、港北・本輪西地区統合小学校建設の基本設

計について、配布しました資料に基づきご説明いたし

ます。はじめに、1ページをご覧いただきたいと存じ

ます。基本コンセプトでございます。８つの大きな柱

を掲げております。１番目としまして、自然採光を十

分に確保した明るく温かみのある学校、２番目としま

して、学習ゾーンの整備充実、３番目としまして、特

別支援学級ゾーン、通級指導教室ゾーンの整備充実、

４番目としまして、児童の安心、安全な学校、５番目

としまして、統合の歴史や伝統に配慮した学校、６番

目としまして、コスト管理を目指した学校、７番目と

しまして、時代や地域のニーズに即した学校、８番目

としまして、大規模改修による既存施設を活かした学

校。以上のように、これまでの統合新設校と同様に、

共通した認識をもちまして、計画に取り組んでいます。

次に、２ページの建築概要をご覧いただきたいと存じ

ます。統合校の学校施設は、既存の高平小学校の校舎

や体育館の大規模改修と一部増築を行なうことで計画

しています。ここでは要点のみご説明させていただき

ます。1番目の構造でございますが、既存の校舎棟は

鉄筋コンクリート造で、体育館棟は鉄骨造でございま

す。増築のエレベーター棟及び体育館増築棟は、鉄骨

造でございます。２番目の規模でございますが、クラ

ス数としまして、普通学級１２学級、特別支援学級２

学級、通級指導教室４学級でございますが、現在の設

計の中では、特別支援学級は３学級、通級指導教室は

５学級まで対応可能な設計としています。３番目の床

面積でございますが、校舎棟は既存校舎５，４１６．



 14 

７２平方メートル、エレベーター棟増築４８．９２平

方メートルの合計５,４６５．６４平方メートルでござ

います。体育館棟は既存９８０．５平方メートル、増

築棟２７８．００平方メートルの合計１，２５７.５平

方メートルとなっております。８番目の昇降設備でご

ざいますが、バリアフリー対策としまして、車いすと

視覚障がい者に対応したエレベーターの設置を行なう

とともに、すべての出入口にスロープを設置のほかに、

多目的トイレも新設いたします。次に３ページの配置

図をご覧いただきたいと存じます。建設地は現高平小

学校敷地でございます。統合校は、既存の校舎や体育

館を使用することで、敷地計画に制約はございますが、

児童の安全対策、駐車場の整備、グラウンド確保など

工夫しながら総合的に計画したところでございます。

グラウンド整備につきましては、体育館とグラウンド

の間にあります敷地内通路位置を体育館側に移動する

ことで、現在より７％程度広い面積を確保でき、現在

は取ることが出来なかった直線で１００ｍを確保した

ほか、1周１５０ｍのトラックも確保しており、野球

や少年８人制サッカーなどの球技も可能となっており

ます。外構整備につきましては、敷地内の歩車分離を

原則として計画しております。児童の通学路について

は、主な通学路になりますなかよし橋について、本年

度架け替えを予定しており、架け替え後の道路の幅は、

現在の約４．５ｍから約６．０ｍ確保することができ、

さらには道路に色分けを行ない歩車道の境界を明確に

することで、通学児童の安全を確保しております。車

両の出入口につきましては、現在のなかよし橋の１か

所を、新設の東駐車場を整備することで、合計２か所

出入口を確保するほか、駐車場の利用についても、保

護者など常時利用する方々は新設の東側駐車場を、学

校への来校者や給食車、ごみ収集車などの車両はなか

よし橋を利用していただくなどの対応を行なうことで、

車両の分散化することになり、なかよし橋の交通量を

低減でき、通学児童の安全も向上すると考えておりま

す。また、駐車台数は体育館側に１９台、通級指導教
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室玄関前に３台、新設の駐車場に５９台の合計８１台

確保しており、運動会や学芸会のイベント時には、新

設駐車場を隙間なく駐車することで、最大１２２台の

駐車場を確保しております。次に４ページの 1階平面

図をご覧いただきたいと存じます。主に管理部門、図

書室、体育館となっております。管理部門の職員室や

校長室、事務室からは、児童の登下校の様子やグラウ

ンドなどが見渡せる位置とし、児童の安全や来校者の

対応が十分できるように配慮しております。また、玄

関横には、統合校の歴史や資料などを保存、展示する

資料室も配置しております。体育館については、既存

体育館の大規模改修のほか、他の新設校にも整備して

おります多目的ホールや学習室などの増築をおこない、

学校開放等にも対応するため、専用玄関、便所や更衣

室、会議室などを配置しております。次に５ページの

２階平面図をご覧いただきたいと存じます。主に普通

教室の６学級と特別支援教室部門、通級指導教室部門

となっております。普通教室は、南面採光で３学年６

学級を２階と３階の同じ位置に計画しており、多用途

で利用します多目的スペースも隣接して配置していま

す。特別支援教室部門は、普通教室と隣接させ児童が

日常的に交流できる位置にしており、教室のほか、職

員室、プレイルーム、作業訓練室などを配置しており

ます。通級指導教室部門は、他校児童の利用も多いこ

とから、２階の玄関に近い位置に計画しており、指導

室のほか、職員室、プレイルームと観察室などを配置

しております。２階の玄関につきましては、特別支援

学級と通級指導教室が主に利用する計画で、玄関前に

は車いす対応も含めた駐車場も配置しています。その

ほか、放送室も配置しております。次に６ページの３

階平面図をご覧いただきたいと存じます。主に普通教

室の６学級と特別教室となっております。特別教室は、

家庭科室、視聴覚室、パソコン室、図工室、理科室を

配置しております。そのほか、児童会室やＰＴＡ室も

配置しております。次に７ページの４階平面図をご覧

いただきたいと存じます。主に特別教室の音楽室を配
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置しております。そのほか、教育相談室も配置してお

ります。次に８と９ページをご覧ください。校舎棟と

体育館棟の各方位の立面図でございます。今後の予定

でございますが、平成２５年度は実施設計と工事を予

定しており、実施設計につきましては、基本設計同様

「港北・本輪西地区小学校統合推進協議会」の学校関

係者や保護者、学校の設置場所の町会関係者に参加い

ただき、「実施設計小委員会」を新たに立ち上げ、基本

設計をもとにさらに詳細な検討を重ね、より良い統合

校を目指していくものであります。また、工事につき

ましては、なかよし橋の架け替え及び橋への連絡通路

の改修を行ないます。その後につきましては、平成２

６、２７年度の２か年で、既存校舎棟や体育館棟の大

規模改修のほか、エレベーター棟や体育館棟の増築を

行なう予定です。また、グラウンドや外構整備もおこ

なう予定です。開校につきましては、平成２８年４月

を予定しております。説明は以上でございます 

 

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         基本的には改築と増築になるのですよね。 

 

佐藤総務課主幹      改築というよりは大規模改修になりまして、平成２４

年度に開校した桜蘭中学校のような感じになります。 

 

谷藤委員         桜蘭中学校では工事期間中に旧日新小学校に移動し

たりしていたのですが、今回はどこかに移るのでしょ

うか。 

 

佐藤総務課主幹      工期を２カ年で計画しておりますが、今回の高平小学

校については児童がいる形で計画しており、教室の移

動計画などを基本設計の中でも入れて進めております。 

 

谷藤委員         ここの地域はスクールバスの対象となる児童はいるの

でしょうか。 
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佐藤総務課主幹      スクールバスについては本輪西地区が主な対象になる

と考えています。 

 

黒光委員         今回はグラウンドを広げたりする時に木を切るなどの

問題はないのでしょうか。 

 

佐藤総務課主幹      樹木に関しては調査をしておりまして、できるだけ木

は残しながら進めていきたいと思っておりますが、グ

ラウンドが少し狭いこともあり、そういったところは

実施設計を見ながら進めていきたいと思っております。 

 

芝垣委員         図面を見ますと、西側のほうのなかよし橋を広げて玄

関のほうへ行く車と、東駐車場に行くのには港北４丁

目２号通線を通って行くことになります。なかよし橋

側から東駐車場には行けないし逆もそうです。東駐車

場に行くには港北４丁目通線を通らなければならない

ということを周知しなければ運動会の際などに混乱す

ることがないようにしてもらいたいと思います。慣れ

れば問題ないのでしょうが。 

 

佐藤総務課主幹      東駐車場へはなかよし橋のもう一つ下側から行くこと

ができるのですが、最初のうちは慣れないこともある

と思いますので学校側から周知していきたいと考えて

おります。 

 

黒光委員         クラス数ですが、普通学級が１２学級で、特別支援が

２学級になっており、３学級まで可能となっており充

実しておりますが、特別支援対象となる児童が割とい

るということなのでしょうか。 

 

佐藤総務課主幹      将来の児童数はなかなか読めませんが特別支援の児童

が現場によっていろいろ変わってくるので現在知的と

情緒で設計しておりますが、変化に対応するため同じ

仕様で作っております。通級指導教室についても、こ

れから新設するみなと小学校にも通級指導教室があり
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ますが、こちらは２学級ですが１学級増やせるように

しており、増減に対応できるようにしております。 

 

中澤学校教育課長     通級指導教室につきましては、専門の教員を配置して

おり、ほとんどが他校のお子さんがこの時、この日だ

け高平小学校の通級指導教室に通ってくることになり

ます。教員を現在４名配置しておりますので、１人１

教室ずつ持って他校の生徒が通ってくる形となります。

特別支援学級につきましては、現在市内の多くの小中

学校で知的学級と情緒学級がそれぞれ１学級あるよう

な状況であり、人数も増えている傾向です。１学級８

人になりますが、多いところでは３学級配置している

ところもあります。肢体不自由学級なども考えられま

すので、最大３学級は必要ではないかと考えておりま

す。 

 

西里委員長        ほかにありませんか。それでは、報告第５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２５年第４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   芝 垣  美 男  

  

会 議 録 調 製 員     大 谷  裕 司 

 


