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平成２５年第７回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２５年７月４日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後６時４０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 

 
 
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 佐々木青少年課長 北川青少年課主幹 佐藤学校給食セン

ター所長  
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西里委員長       それでは、ただ今から、平成２５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、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

４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。 

 

高屋教育部長      それでは、私から、第２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２回定例会は、６月１０日から２４日まで、会期１５

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、６会派のうち１１人中７人の議員から、

教育に関わる一般質問がありました。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、

その内、教育行政に関する質問の概要を、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。最初は、公明党の砂田議員からで、

１ページから３ページですが、「学力向上に向けた取り組

みについて」の中で、今年度の全国学力テストの内容、

これまでの「室蘭市学力向上基本計画」の取り組み、学

力テストの小学校に対する学力向上への対応と目標達成

の見通し、次期計画の考えについて質問があり、次期計

画については、全国学力・学習状況調査や本市標準学力

調査の結果分析を行い、校長会と教頭会の代表の方々や

学識経験者である退職校長の方からの意見もいただきな

がら、１２月を目処に今後の方向性を示していく考えを
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答弁しております。４ページと５ページでは、「読書教育

の環境づくりについて」の中で「第２次子どもの読書活

動推進計画」についてと今後の図書館のあり方について

の質問がありました。続いて、６ページは、今後、旧向

陽中学校跡地に建設を予定している「複合公共施設」に、

絵本や児童書を揃えた、未来の子供たちを育てる場をつ

くる考えの再質問について記載されており、今後は、懇

談会やワークショップにおいて出される意見などを参考

に、複合公共施設における図書館機能のあり方について

検討すると答弁しております。次は、元風ネットの南川

議員の質問で、７ページでは、今後、閉校する学校の体

育館を耐震補強して活用する考えを質問されており、学

校の適正配置計画の進捗状況や今後の学校開放の利用状

況を見ながら、平成２６年度に見直し予定の「公共施設

跡地利用計画」に合わせて、検討すると答弁しておりま

す。８ページは、今後の統合による小学校の校舎や跡地

活用、現在の学校開放での利用方法の考えについて質問

がありました。続いて、９ページから１１ページは、市

政創造の古澤議員の質問で、学校、家庭、地域による学

校づくりについての質問がありました。一回目の質問で

は、保護者や地域との連携についての取り組み内容、海

陽小学校での「参画型協議会」とコミュニティー・スク

ールにおける「学校運営協議会」との違い、海陽小学校

以外での地域参画型の取り組み状況についての質問があ

りました。２回目以降の質問は、地域参画型の今後の考

え、三笠市視察の内容と視察結果の本市教育への活用の

考えについて質問がありました。次は、１２ページから

１９ページの市民ネット・むろらんの児玉議員の質問で

す。１２ページから１５ページは、文部科学省のいじめ

に関する通知についての質問で、犯罪行為に該当するい

じめの状況について、警察が関与した事例、１４歳以上

の生徒への対応、警察へ相談・通報をした場合の、加害

児童・生徒、保護者へのケアについての質問がありまし

た。続いて、１６ページですが、再質問で、いじめを出

さない取り組みの考えについての質問があり、「室蘭市い

じめ問題総合対策」に基づいた取り組みを、強く推進し
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ていく考えを教育長から答弁しております。１７ページ

から１８ページは、体罰の実態調査についての質問で、

本市の状況及び確認方法、犯罪行為に該当する過去の事

例の有無、文武科学省の「運動部活動での指導のガイド

ライン」についての考え方、外部講師の活用状況、外部

講師に対する体罰についての指導、犯罪事例に該当する

体罰が確認された場合の対応についての質問がありまし

た。１９ページは、子ども達からの助けのサインへの対

応の考え、外部講師に対する手引書や研修会の考え、外

部講師による体罰が確認された場合の統一的な対応の考

えについての再質問がありました。次は、市民ネットむ

ろらんの立野議員の質問です。２０ページですが、コミ

ュニティー・スクールを導入する考えについての質問が

あり、２１ページでは、モデル校を選定してスタートす

る考えについての再質問、２２ページでは、今後の学校

統合が進む中での取り組みの考えについての再々質問が

ありました。２３ページから２４ページでは、文化セン

ターの改修の中で、リハーサル室について、４項目の質

問があり、本市のリハーサル室の認識、改修のための協

議のあり方、どこまで検討したのか、利用者や利用団体

との意見交換の内容などについての質問があり、 続い

て、２５ページから２６ページの再質問、再々質問で、

リハーサル室の機能の認識について、改修の最終決定の

考え方などについての質問があり、教育長から、引き続

き協議を行っていくとの答弁をしたところであります。 

続いて、２７ページでございますが、旧プロヴィデンス

へ移転する「港の文学館」について、カフェコーナー、

文芸団体の冊子販売、移転スケジュールの質問があり、

カフェコーナーの運営方法、これまで通り出版物の販売

を続ける考え、１１月予定の開館までのスケジュールに

ついて、答弁しております。続いて、２８ページ、カフ

ェコーナーの運営について、併せて、「港の文学館」の展

示方法への再質問があり、 最後に、２９ページでは、「室

蘭文学館の会」との協議が必要ではとの再々質問があり、

現在も、開設に向け頻繁に協議を行っていること、今後

も、連携・協力を図り、より良い施設として開設して行
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く考えであるとの答弁をしております。次は、３０ペー

ジ、新緑会の早坂議員からの青少年研修センターについ

ての質問であります。移転について、町会等への説明の

実施と管理運営に関する質問があり、続いて、３１ペー

ジでは、青少年研修センターを何らかの方法で輪西地区

に残す考えについて再質問があり、全市的な公共施設の

整備等の考えの中で、いろいろ検討した結果、移転の方

向で考えを示しているとの答弁をしております。次は、

３２ページ、いじめ対策について、中学１年のいじめ認

知件数の内容と小中学校の統合における実態、調査方法

の変更ないようについての質問がありました。３３ペー

ジから３４ページは、いじめの根絶に向けて、「心の教育」

が行われているのか、今後の考えについて再質問があり

ました。３４ページは、指導者の体罰について、中学校

の部活動を教員以外が指導している状況、生徒や指導者

の負担についての実態、スポーツクラブや少年団に関し

ての指導上の問題点の把握状況についての質問がありま

した。３５ページは、平成２４年度に発生した体罰の内

容、少年団活動に関わっている教員への体罰についての

指導について、体罰を起こさないための考えについての

再質問がありました。最後は、市民ネット・むろらんの

高橋議員の質問です。３６ページから３７ページ、発達

障害を持つ子供への取り組みについての１回目の質問で、

学齢期の発達障害児の割合、保育所、幼稚園、小学校な

ど切れ目のない支援策と庁内関係部所の連携、各学校に

おける指導・支援の状況、教員の資質向上の取り組み、

中学卒業後の福祉との連携について質問がありました。

３８ページから３９ページは、２回目以降の質問で、学

齢期の発達障害児の割合が文部科学省発表とかい離して

いる理由、小学校入学前と入学後における発達障害児の

割合の減少の要因と診断項目、調査内容と方法、日常生

活に支障はないが、個々の内面に困り感を抱えているグ

レーゾーンの子ども達の悩みや課題、普通学級内での発

達障害児への指導についての質問がありました。以上で

ございます。 
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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。 

 

芝垣委員        質問というよりは要望になるのですが、文化センターの

改修に伴うリハーサル室を含む楽屋の移転について質問

があり教育長から答弁されておりますが、文化センター

の楽屋が耐震工事中に管理棟３階に移ることとなります。

工事を終えた後もリハーサル室や楽屋がこのままの管理

棟３階になる予定ですが、このような状態となると、文

化センターを利用する諸団体が北海道規模の大きな大会

などが出来なくなる可能性があるというような意見が新

聞等で出ており、教育長の答弁では関係団体と協議して

いきたいとのご意向ですので、是非関係団体と協議して

いただきなるべく文化センターのステージの近くにリハ

ーサル室や楽屋を設置するよう時間をかけて協議してい

ただきたいと思います。 

 

山田委員        現在の状況をお話しいたしますと、先日私から文化連盟

役員の方に３階への移転についての方向性の今時点での

考え方を説明いたしました。文化連盟としては今の場所

での改築といった要望も受けております。現時点での一

番のネックとなるのは、今のリハーサル室の改築は地下

駐車場から全て壊さないと新たに造ることが出来ないこ

とです。コストについては正確に把握しておりませんが

おそらく相当な金額がかかるのではないかということ。

また、以前に教育委員会が３階にいてそこが空いている

こと。さらに、改築した場合に２年間一切リハーサル室

が使用できなくなる状況の中で、それがないとホールの

利用も難しくなりそのような２年間があっていいのかと

いう中での現在の方向性です。３階にした場合に通常の

練習のリハーサルとして今よりも充実できないのかとい

うことは当然やる場合には考えなくてはならないことで

すし、芝垣委員から大会についてもお話も出ましたが、

導線についても出入り口の狭さや階段の問題、楽器を持

った場合のエレベータの使用などいろいろな課題があり
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ます。その場合の導線の確保についてもこれから詳細な

調査をしさらに詰めないと最終的な説明も出来ないので、

その辺を今後協議していくということで、まだ時間はか

かるかと思っております。今はそういった状況です。い

ずれにいたしましても方向性は示しましたがそれが最終

ではないということは伝えております。 

 

谷藤委員        コミュニティ・スクールについてですが、三笠市への視

察で課題として教職員の負担増加等とありますが具体的

にどういった増加なのでしょうか。 

 

高見指導参事      会合を開く際に一般の地域の方が集まるということで夜

に開催することが多くなるとのいうことです。そういっ

た意味で勤務時間が終わった後にさらに会合を開くとい

うことが負担になるということが三笠市の教育委員会の

お話の中でありました。 

 

山田委員        それと、コミュニティ・スクールは文部科学省の制度と

してあり、月１回の会合を開くなど学校単位の教育委員

会のようなものとなるので、その為の資料を揃えたりす

るは教職員が行うこととなりその辺が大変なようです。

一方、前の方で出ておりました海陽小学校が今年から参

画型協議会ということを始めており、こちらは法的に何

もなく独自に実施しているものですが、例えば夏休み前

などの期ごとに会合を開き学校の状況等について意見を

もらうということも声を聞くという意味ではいいのかと

考えております。今の海陽小学校動きを見たいと考えて

おりそのように答弁もしております。いずれにしても統

合により地区が広くなっていくので、学校の状況を地域

の方にどう知らせるかというのは大事なことなのでそこ

は考えていきたいです。 

 

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。 
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大谷総務課長      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。２４日から２６日にかけて各小中学

校で１学期終業式が行われます。次の、生涯学習課の社

会教育につきましては、２日と９日に２・３・４歳児と

親の家庭教育セミナーの５回目、６回目が蘭北児童セン

ターで開催されます。次の、女性センターでは、２日と

９日に和布小物作り（ミニ壁掛け）、こちらは２回１コー

スとなっておりまして、女性センター３階大講習室で開

催されます。次の、文化振興では、７日に『ピアノの万

華鏡』大人も子供も楽しめる音の玉手箱が登別市民会館

で開催されます。次の、民俗資料館では、２７日～３１

日に平成２５年度企画展『室蘭の消防（仮）』が開催され

ます。次の市民美術館では、２３～２８日に第１０回港

の写生会が開催されます。次の、青少年科学館では、６

日にお天気ひろば～室蘭の季節を楽しく学ぼう～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日と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、青少年

課では、１７日に平成２５年度第１回青少年問題協議会

が市役所本庁舎議会第一会議室で開催されます。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。 

 

西里委員長       社会教育の２・３・４歳児と親の家庭教育セミナーが蘭

北児童センターで２回行われておりますが、参加者は市

内のいろいろな地域から参加しているのでしょうか。ま

た、どれくらいの人数が参加するのでしょうか。 

 

山本生涯学習課長    市内から集まっており、親子で５組から６組くらい参加

しております。 

 



 9

西里委員長       以前も蘭北児童センターで開催していたような気がする

のですが、これはもっとたくさんの人に参加してもらう

のであれば会場を移した方がいいのではありませんか。 

 

山本生涯学習課長    蘭中児童センターとの２ヶ所で実施しております。 

 

西里委員長       ２ヶ所でやっていて集まり具合はどうなのでしょうか。 

 

山本生涯学習課長    大体同じくらいの参加となっております。 

 

黒光委員        一年間通してのどういったことを実施して何組参加した

分かるものをまとめた冊子を作っていましたよね。 

 

山本生涯学習課長    ナナカマドという冊子で実績を報告しています。 

 

黒光委員        あんまりたくさんは募集しないのではないのですか。 

 

山本生涯学習課長    セミナーによっては親子何組までというものもあります。 

 

山田委員        実際３歳児・４歳児などは幼稚園に通っており、時間的

に難しいかと思います。幼稚園などに通っていない子ど

もを対象としてやっており、毎年同じくらいの人数の参

加となっております。 

 

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。 

 

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、２件でござ

います。1件目は、中島町在住の溝渕千代子様より、現金

１００万円のご寄附をいただきました。このご寄附は、

大沢小・知利別小の２校の読書活動推進のため、室蘭ふ

るさと応援寄附金としてご寄附をいただいたものでござ

いまして、両校の図書購入に充てさせていただきます。
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２件目は、ふくろうの会代表者様より、図書１７冊、金

額にいたしまして２５９，７００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。 

 

芝垣委員        溝渕さんの寄付の目的は２つの学校にということで指定

されたのでしょうか。 

 

大谷総務課長      元教員の方で、自分の勤務されていた学校対してという

ことでご寄付をいただきました。 

 

西里委員長       ほかに、ありませんか。それでは、報告第３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 二西 里  弘 

二 

室蘭市教育委員会委員      山 田  進 

 

会 議 録 調 製 員       大 谷 裕 司 


