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平成２５年第８回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２５年８月１日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後７時１０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 
室蘭市教育委員会８月行事予定の件 

第４ 
報告第

２号 教育機関等に対する寄附採納の件 

第５ 
議案第

１号 

平成２４年度実績に係る教育に関する事務の管理及び執行の状況 

についての点検及び評価報告書の作成の件 

第６ 
議案第

２号 平成２６年度使用小中学校用教科用図書採択の件 

第７ 
議案第

３号 室蘭市立学校職員の懲戒処分内申に関する件 

第８ 
議案第

４号 室蘭市立学校職員の懲戒処分内申に関する件 

 
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   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８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

５年第７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号室蘭市教育委員会８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８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。１９日から２１日にかけて各小中学

校で２学期の始業式が行われます。次の、生涯学習課の

社会教育につきましては、８日に平成２５年度第４回社

会教育委員の会が市役所本庁舎２階大会議室で開催され

ます。次の、男女平等参画推進では、１０日に男女共生

セミナー開講講演会『女性が働きつづけるために―いき

いきと自分らしく』が胆振地方男女平等参画センターミ

ンクールで開催されます。次の、文化振興では、８日に

第８０回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール室蘭地区大会が

文化センターで開催されます。次の、民俗資料館では、 

１日～３１日に平成２５年度企画展『室蘭消防の歩み』

が開催されます。次の市民美術館では、２８～３１日に

第６３回市民文化祭第４８回室蘭日本画協会展が開催さ

れます。次の、青少年科学館では、本日から９日までか
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らくりおもちゃ展が開催されます。次のページをご覧願

います。次の、スポーツでは、２５日に胆振管内軽スポ

ーツフェスタ（ミニバレー・パークゴルフ）が室蘭市体

育館及び白鳥大橋パークゴルフ場で開催されます。次の、

図書館では、９日になつやすみおたのしみ映画会が、２

９日と３１日にふくろう文庫ミニ特別展『重要文化財唐

絵手鑑筆耕園』がそれぞれ図書館本館で開催されます。

次の、青少年課では、１日に児童クラブ交流会がだんパ

ラ公園で開催されます。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１号は、終了します。次は、日程第４ 

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、２件でござ

います。1件目は、ＪＲＡウインズ室蘭様より、書画カメ

ラ１台、ラミネーター１台、デジタルビデオカメラ１台、

デジタルカメラ２台、金額にいたしまして合計３０万２

００円相当のご寄附がございました。このご寄附は本輪

西小学校の教育振興のためご寄附をいただいたものでご

ざいます。２件目は、ふくろうの会代表者様より、図書

２７冊、金額にいたしまして２６１，６００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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黒光委員        ＪＲＡウインズ室蘭さんからの通算２９回の寄付は全て

本輪西小学校への寄付なのでしょうか。 

 

大谷総務課長      本輪西小学校のほかに地元である高平小学校、港北中学

校、また港北幼稚園があった頃には港北幼稚園の方にも

ご寄附をいただいております。 

 

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議案第１号平成２４年度実績に

係る教育に関する事務の管理及び執行の状況についての

点検及び評価報告書の作成の件を議題とします。説明を

お願いします。 

 

高屋教育部長      議案第１号平成２４年度実績に係る教育に関する事務の

管理及び執行の状況についての点検及び評価報告書の作

成の件について、ご説明申し上げます。下段の提案理由

に記載のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２７条の規定に基づき、その権限に属する事務の

管理及び執行の状況について点検及び評価を行うととも

に、学識経験者の知見も活用して、報告書を作成したも

のであり、本議案についてご審議いただきたいと存じま

す。それでは、このたびの報告書の概要についてであり

ますが、別添の、議案第１号別紙教育に関する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価報告書（平成２４年度

実績）をご覧いただきたいと存じます。報告書の１ペー

ジをご覧いただきたいと存じます。ここでは、大項目「点

検・評価制度の概要」を記載しておりまして、内容とい

たしまして、「１ 経緯」、「２ 目的」、「３ 対象事業の

考え方」及び「４ 学識経験者の知見の活用」について

記載してございます。次に、２ページをご覧いただきた

いと存じます。ここには、参考といたしまして、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第２７条を記載いた

しました。この改正法が平成２０年４月より施行された

ことを受けまして、教育委員会が毎年その権限に属する

事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うことが、

法的に義務づけられましたことから、今年度も、６回目
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の点検・評価の報告書になりますが、過去５回に準じま

して、平成２４年度の点検・評価に当たりましても平成

２４年度教育行政方針に、掲げられた重点項目に盛り込

まれた施策・事業の２２項目について、この度、点検及

び評価を実施したところでございます。次に、３ページ

をご覧いただきたいと存じます。「Ⅱ 点検・評価の結果」

には、平成２４年度の教育行政方針の３本の柱でありま

す、「第１ 生きる力を育成する教育の推進」、「第２ 安

心・安全に学べる教育環境の整備について」、「第３ 生

涯学習の推進について」の中から、主な事務・事業２２

項目を取り上げ、点検・評価の対象としたものでありま

す。具体的な内容につきましては、４ページから３７ペ

ージまで記述してございますが、「平成２４年度の取組状

況」、「成果と課題」、それを受け「今後の展開の考え方」

について、できるだけ具体的にかつ、簡潔明瞭に心がけ

るとともに、難解な言葉には注釈をつけたりしながら、

分かり易さを心がけたところでございます。次に、３８

ページをご覧いただきたいと存じます。「Ⅲ 学識経験者

の意見」でございますが、５名の学識経験者からご意見

やご助言をいただきましたところであり、その内容は３

９ページから４４ページの間に「点検及び評価に関する

意見」として記載しておりますが、このことにより、点

検及び評価の客観性を確保するとともに、いただいたご

意見等につきましては、今後の施策、事業等の展開に反

映させていただく考えでございます。なお、今後のスケ

ジュールでございますが、本日の審議で議決をいただき

ましたら、引き続き、来月、開会されます第３回室蘭市

議会定例会の所管委員会への報告後に、本市のホームペ

ージ等で公表する予定となってございます。以上でござ

います。よろしくご審議賜りたいと存じます。 

 

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       この評価はどこへ向けて報告するものなのでしょうか。 
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大谷総務課長      まず市議会に提出いたしまして、その後市のホームペー

ジ等で公表いたしまして広く市民の方に見ていたくもの

でございます。 

 

西里委員長       これ以上に詳しい評価等はしているのでしょうか。教育

行政方針や学力向上基本計画などいろいろなものを作成

しておりますが、それぞれの事業の評価として例えば学

校に対してこういった評価をしました。等ということは

学校などに提出したりしているのでしょうか。何かこれ

とは別の形でしているのでしょうか。 

 

高屋教育部長      今回の点検・評価につきましては法律で定められたもの

でありまして、それに従い提出しているものでございま

す。それぞれの事項につきましてはまた別の方法で実施

しているものもございます。 

 

西里委員長       これについては法律で定まっているものだからいいので

すが、教育委員会で決めた方針が教育委員会の中や学校

でこちらの意図する形でどこまでやれているのかを教育

委員会自ら評価や反省をもっと細かくし学校などに還元

していく形でならなければいけないと思います。そして

もう少し具体的なものを我々に示していただきたいと思

います。これまで学力向上の関係で学力テストなどの成

績のデータ等が毎年上がってきますが毎年同じようなも

のが上がってきてそれに対する評価や反省等がなかなか

示されておりません。平成２３年に室蘭市の学力向上の

施策を作ったのですが、今年が最終年になりますがこれ

までの中間報告等でも掲げた方針がどこまで進展してい

るのかということを示していただければこちらもいろい

ろな判断が出来るのですが。 

 

山田委員        学力向上については全国学力調査の結果がまだ出ており

ませんが、例年結果をまとめて１１月か１２月の定例会

で報告をしております。それで今回３年目になりますの

で今後どうしていくかという論議も今年は出来るかと思

っております。今回の点検・評価につきましては法律の
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中での報告になりますが、具体的なそれぞれの施策につ

きましては、今後の取り組みなどについてもこの場で報

告させていただきますし、現場ともいろいろお話をしな

がら現場の声を取り入れております。 

 

西里委員長       学力向上の件ついて今年の１２月に結果がどのような形

になるのかを見てから話ししたいと思いますが、私たち

が実際に学力向上等いろいろな施策に対して話すことは

たくさんしてきましたが、実際にはっきりした報告書を

今まで見たことがないので、私たち教育委員にはもっと

詳しいデータを示してもらいたいと思います。 

 

山田委員        それはその都度勉強会等の形でもやっておりますし、今

言われた事につきましても結果がまとまったら整理して

報告したいと思います。今回のものにつきましては、法

の中で行うもので、なおかつ前年度のやったことに対す

る実績となるので今後のことも書いてはおりますが具体

的なものになっていないのは事実です。 

 

黒光委員        生涯学習の中で男女平等参画社会を形成し、女性リーダ

ーを育成すると毎年書いておりますが、女性の登用率が

低くなっているというのは取組み方をもう少し画期的な

ものにしなければ無理なのでしょうか。今回の学識経験

者も全て男性ですし、なかなか見つからないのかもしれ

ませんが１人でも女性を入れることはできないのでしょ

うか。 

 

山田委員        ここに書いてあるリーダー育成はこういったものとは少

し違いまして、今言われたようにそういう人たちが育っ

ていろいろな審議会などに参加していただいて、女性の

割合が増えていくということが必要なのですが、女性の

割合で３０％という目標を持ちながら実際は２１～２２％

という状態でなかなかこちらは意識も含めて難しい現状

です。また、今回の学識経験者につきましても確かにそ

うなのですが、メンバーを退職校長会と社会教育委員の

会の会長と副会長にお願いしているため結果として男性
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となっております。社会教育委員の会につきましては結

構女性の方もいらっしゃいます。 

 

黒光委員        こういうところには必ず女性を１人は入れるというよう

に決められれば選びやすいのでしょうけど、大抵は会長

や副会長となると男性となってしまいますよね。 

 

芝垣委員        ただ昔と比べると小中学校の校長に女性がなっています

よね。以前は１０８人の教頭の会が集まったときに１０

８人の中に３人の女性がいるだけで話題になっていたの

ですが、今は教頭ではなく校長で女性が複数いらっしゃ

ります。そういった意味ではまだまだ少ないのでしょう

が少しずつは女性が出てきているのはいいことだと思い

ます。 

 

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６議案第２号平成２６年度使用小中学校用

教科用図書採択の件を議題とします。説明をお願いしま

す。 

 

中澤学校教育課長    議案第２号平成２６年度使用小中学校用教科用図書採

択の件についてご説明申し上げます。本件は、議案別紙

１及び別紙２にございますとおり、２６年度も引き続き

２５年度と同じ教科書を採択しようとするものです。小

学校では平成２２年度に採択し、２３年度から使用して

おり、中学校では平成２３年度に採択し、２４年度から

使用しているものでございます。また、教科書は、原則

として、４年間継続して同じものを使用することになっ

てございます。なお、高等学校分を含め、平成２６年度

に使用する教科書の展示会を６月１４日から７月３日ま

で、市内の４会場において開催し、全体で６２人が閲覧
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しております。以上でございますが、ご審議のほどよろ

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。 

 

黒光委員        実際に学校で使っていて先生方からの評価はどうなので

しょうか。以前のものより何割も内容が増えているので

教えにくいなどの意見は出てはいないのでしょうか。 

 

高橋指導主事      平成２３年度から使用を開始しました小学校の方におい

ては、国語の教科書の使い方等について一部の教員から

質問がありました。教育委員会としましても少しでもそ

のような先生方の疑問を減らすように、翌年の中学校の

教科書の利用が開始する最初の段階で特に大きく変わる

国語と数学について各学校から教科担任を呼びまして教

科書会社の方を招へいし効果的な活用方法について事前

に学習していただきました。それ以降小中学校ともに教

科書の活用について声が上がってくる事は今のところな

い状況であります。 

 

山田委員        逆に変えたことによって成果や効果の話はありませんか。 

 

高見指導参事      特に国語の教科書が光村図書に変わりましたが、この出

版社は非常に言語活動の部分を意識して作られていると

いうことで各校長先生から教員たちも言語活動を意識し

た授業に変えているということでお話を聞いております。 

 

黒光委員        言語活動とは具体的にはどういったものでしょうか。 

 

高見指導参事      具体的にいいますと書く活動では、教科書をまとめて黒

板を写すということだけではなく、小学校低学年から自

分の考えを書くような項目があったりであるとか増えて

おります。 

 

西里委員長       先ほどの点検・評価報告書の中で、数学が学校間でのば
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らつきが多いと書いてありましたが、数学の教科書が難

しいということもあるのでしょうか。 

 

山田委員        教科書というよりは学校の規模であるとかそちらの方が

大きいかと思います。 

 

高見指導参事      小学校は中学校と比べ学校の規模が小さいため、個人の

学力が全体の結果に大きく反映するためどうしてもばら

つきが出てします。規模の大きな学校についてはある児

童数が多いため程度ばらつきのない結果になります。 

 

 

西里委員長       ほかにありませんか。それでは、議案第２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７議案第３

号・日程第８議案第４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。 

 

 

 

（以下 非公開） 
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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８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が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 本  修 


