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平成２８年第１回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 

１  日  時      平成２８年１月７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

第１

第２

第３ 報告第１号

第４ 報告第２号

第５ 報告第３号

第６ 報告第４号

第７ 議案第１号

第８ 議案第２号

第９ 議案第３号

第１０ 議案第４号

第１１ 報告第５号

件　　　　　　名

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

会 議 録 承 認 に つ い て

平 成 ２ ７ 年 度 全 国 体 力 ・ 運 動 能 力 ・ 運 動 習 慣 等 調 査の 結果 の件

市 立 室 蘭 図 書 館 条 例 施 行 規 則 中 一 部 改 正 の 件

室蘭市教育委員会公共施設予約システムの利用者登録、運用等に関する規則の一
部改正の件

第 ４ 回 室 蘭 市 議 会 定 例 会 議 事 内 容 に 関 す る 件

室 蘭 市 教 育 委 員 会 １ 月 行 事 予 定 の 件

教 育 機 関 等 に 対 す る 寄 附 採 納 の 件

平成２８年第１回室蘭市議会定例会に議案として付議する条例改正等の件

平 成 ２ ８ 年 度 教 育 予 算 に 係 る 意 見 書 提 出 の 件

陣 屋 ・ 本 室 蘭 ・ 白 鳥 台 小 学 校 統 合 新 設 校 の 校 名 の 決 定 の 件

 

 

４  出席委員   西里委員長 谷藤委員 前田委員 奈良委員 山田教育長 

 

５  説明員 杉本教育部長 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］ 中野学校教育課長 本田指導

主事 杉野指導主事 髙木生涯学習課長 髙橋生涯学習課主幹

[施設] 北川生涯学習課主幹[文化振興・青少年] 加地生涯学習

課主幹［スポーツ］ 髙橋生涯学習課主幹[スポーツ施設] 小田

桐図書館長 佐藤学校給食センター所長 
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西里委員長       ただ今から、平成２８年第１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、奈良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

７年第１２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） 

 

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４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。 

 

杉本教育部長      それでは、報告第１号第４回室蘭市議会定例会議事内容

に関する件についてご報告申し上げます。このたびの第４

回定例会は、１２月１日から１６日まで、会期１６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会派から１１人で、そのうち７人の議員から教育

に関わる質問がありました。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、時間の関係

上、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、市民ネット・むろら

ん、立野議員から、社会総がかりでの教育の推進について、

学校と保護者・地域とが連携・協働するシステム構築が必

要であり、具体的な指針や取組内容についての質問で、仕

組みの一つとして、学校運営協議会制度、コミュニティ・

スクールの導入も有効な手段と考えており、平成２８年

度・２９年度の２か年計画で「小中連携コミュニティ・ス

クール導入促進事業」を、室蘭西中学校とみなと小学校を

研究指定校として、合同の発足委員会を設置し、平成３０

年度にコミュニティ・スクールの設置校に指定していく考

えを答弁してございます。次に５ページから６ページまで
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は、新緑会の早坂議員からの質問で、児童生徒の非行問題

についての質問でございます。小中学校での危険薬物の指

導と暴力行為の実態、発生した場合の学校側の対応につい

ての質問では、市内全中学校と１１の小学校で警察署の職

員や学校薬剤師の方を招いての薬物乱用防止教室を実施し

ており、平成２６年度の暴力行為は、小学校では０件、中

学校では１５件発生しており、加害者側への指導と両者の

保護者への経過説明を行い、暴力行為を繰り返す生徒には、

警察署や児童相談所とも連携を図りながら対応している旨

を答弁してございます。７ページから９ページまでは、市

民ネット・むろらんの児玉議員からの質問で、いじめ問題

が教育委員会定例会で、定期的に取り上げることが必要で

あり、総合教育会議も合わせての見解と、大綱の策定状況

について、文化センターの工事完了後にリニューアルオー

プンを記念したイベントの実施を検討すべきとの質問につ

いて、いじめ問題は、説明内容や質疑が公開されると、学

校や個人が特定されるおそれがあり、教育委員会定例会後

に勉強会を開催し報告しており、また議会の質疑内容など

を教育委員会定例会に報告するなど、年間を通して取り上

げられており、総合教育会議でも、市長と教育委員会が協

議調整や意見交換を行うことが必要であり、個別の事案に

ついては慎重な取扱いが必要である旨を答弁してございま

す。また大綱の策定状況につきましては、２月に第３回総

合教育会議を開催し、第１回市議会定例会の総務常任委員

会で最終案として報告する旨を答弁してございます。文化

センターにつきましては、工事完了後にすべての機能が再

開されることから、記念的な事業の実施について文化連盟

とも協議し、検討していく旨を答弁してございます。９ペ

ージの、教育委員会定例会は公開が原則であり、個人情報

に該当しない案件は公開の場で議論されるべきとの再質問

では、市民の方々にわかりにくいことから、公開すべき部

分は定例会の議事の中で行うなど、定例会におけるいじめ

問題の取扱いについて検討していく旨を答弁してございま

す。次に１０ページから１４ページまでは、市民ネット・

むろらんの佐藤議員からの質問で、学校行事等の貸切バス

についての質問があり、市教委が負担している貸切バスの
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前年度の実績と、新料金で値上げ後の実績についての質問

で、スクールバスの運行経費は点検時間の加算により増額

となったものの、その空き時間に実施している総合的な学

習の時間などの市教委が予算措置している貸切バスの運賃

は、前年度から変化がないなど、バス運行の効率化と経費

節減が図られている旨を答弁してございます。また、バス

料金値上げによる学校現場の声についての質問では、学習

内容や行先、必要性等を判断し、保護者の負担増が必要と

なる場合も理解が得られるよう検討が必要である旨を答弁

してございます。中体連等での保護者のマイカー活用に対

する市教委の見解と指導についての質問では、各中学校の

判断となるが、負担軽減と明確な説明、公共交通機関の活

用等について、各中学校に要請を行っている旨を、貸切バ

ス料金について、負担のあり方についての質問では、道教

委が定める道立学校の基準で、学校行事で必要となる貸切

バス料金は私費負担が基本であり、本市小中学校でもこの

基準を参酌している旨を答弁してございます。１５ページ

から１８ページまでは、市政協同の鈴木議員からの質問で、

男女平等参画の特徴的な取組みや課題の分析についての質

問があり、男女共生セミナーは、他都市に比べ、開催回数、

内容が充実していることのほか、男女平等参画情報誌「ア

バンセ」の発行や「男女平等参画推進プラザ」を設置して

いること、課題につきましては、参加者の固定化、高齢化、

女性が多いことがあり、今後広く市民の参加ができるよう

工夫が必要である旨を答弁してございます。幼稚園、保育

所等への出前講座の実施の考えについての再質問では、家

庭教育セミナーの児童センターでの実施や、男女共生セミ

ナーでの講演などを実施、庁内各課に推進員を配置しての

連携の再質問では、男女平等参画推進本部や、課長職によ

る幹事会を設置し、今後も計画の推進を図る考えを答弁し

てございます。第３子以降の給食費の軽減措置についての

質問では、法令により食材費は保護者の負担とすることが

定められており、生活保護世帯など就学援助により公費負

担しており、第３子以降の給食費についてもその考えであ

る旨を答弁しております。次に１９ページから２１ページ

までは、市政協同の徳中議員からの質問で、環境科学館・
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図書館整備の取組みの考え方と、進捗状況の質問では、体

験学習型の環境科学館、あらゆる世代にとって利用しやす

い図書館として整備を予定し、来年３月までに基本計画と

してまとめる旨を答弁してございます。科学館の管理運営

体制についての質問では、今後施設整備内容や事業手法の

検討と併せて、運営体制についても検討を進めていく考え

を答弁してございます。入札制度についてのうち、複合公

共施設の整備事業では、ＤＢＯ方式により市内業者の受注

機会が少なくなるのではとの質問では、提案事業者へ義務

的なＳＰＣ（特別目的会社）の組成を求めないほか、建設

業務については、市内事業者を１社以上含めることとして

おり、今後も情報提供を行うなどの配慮をしていく旨を答

弁してございます。また、類似施設がないことから、事業

実績要件により地元企業が参画しづらくなるとの質問では、

設計・建設業務は同種施設の要件を設けず、同等規模以上

の実績要件とし、維持管理業務は民間を含めた実績のみと

し、運営業務は事業実績を求めないなど、地元企業の参画

に配慮していく旨を答弁してございます。最後に、２２ペ

ージから２７ページまでは、公明党室蘭市議会の柏木議員

からの質問で、修学旅行でフェリーを利用することのメリ

ット・デメリットについての質問では、メリットとして交

通費が低く抑えられること、生徒同士の交流時間、場所が

確保できること、デメリットとしましては移動時間が長い

ことから、研修等の時間を確保することが難しいこと、船

酔いなど健康面での懸念があることを答弁してございます。

教育委員会絵鞆庁舎についての質問のうち、学校歴史資料

室の開設時期及びコンセプトについての質問では、来年の

秋頃の開設を目指し、３階の３教室を閉校した学校の歴史

や思い出に触れられる施設を目指している旨を答弁してご

ざいます。展示物や展示スペースについての質問では、校

舎の写真や絵、校章などを展示し、必要なスペースは確保

されている旨を、未展示資料の保管や、保存資料のデジタ

ル化、円形校舎の外観とともに祝津地区の観光振興への寄

与についての質問では、統合校の資料室等での保管・展示

を基本とし、一部を学校歴史資料室の資料とし、隣接の会

議室の活用も併せて検討することとし、絵鞆庁舎の１階は
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適応指導教室を開設していることから、建物内への出入り

は配慮する必要があることから観光振興への寄与は難しい

と考えているが、保存資料のデジタル化はスペースの有効

活用などに有効であることから、内容の充実を図る中で検

討していく考えを答弁してございます。以上でございます。 

 

西里委員長       いまの説明に対しまして何か質問はありませんか。なけ

れば報告第１号は終了いたします。次は、日程第４報告第

２号室蘭市教育委員会１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１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

でございますが、中学校では１３日から１５日に、小学

校では１８日から２０日に３学期始業式が執り行われま

す。次に、生涯学習課文化振興・青少年では、１０日に

平成２８年室蘭市成人祭が文化センターで開催されます。

次の民俗資料館では、２０日から３月１９日まで資料整

理休館となっております。次の青少年科学館では、９日

から１１日に冬休み科学館祭が開催されます。次のスポ

ーツでは、３１日に「２０１６雪中キックベースｉｎむ

ろらん」が室蘭岳山麓総合運動広場で開催されます。次

の図書館では、９日に「ふゆやすみ木工教室」が図書館

本館で開催されます。次の港の文学館では、５日から３

月３１日まで「企画展 ことばと日本の心～文語・古典・

詩歌を読む～」が開催されます。以上でございます。 

 

西里委員長       いまの説明に対してなにか質問はありませんか。なけれ 

ば報告第２号は終了いたします。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３件でございます。 
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１件目は、室蘭中央飲食店組合様より現金５万円のご寄附 

がございました。このご寄附はみなと小学校の読書普及の 

ため、図書整備等に活用させていただきます。２件目は、 

群馬県に在住の山﨑れい子様より油彩画（西村貴久子作 

「羊を飼ふ家族」）、評価額１００万円相当のご寄附がござ 

いました。このご寄附は作家の生地である室蘭市民の皆様 

に広く長くご覧いただけるよう室蘭市民美術館の収蔵作品 

としております。３件目は、ふくろうの会様より図書７５ 

冊、金額にいたしまして 400,000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、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       いまの説明に対してなにか質問はありませんか。なけれ

ば報告第３号は終了いたします。次は、日程第６報告第４

号平成２７年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査の結

果の件を議題といたします。説明をお願いいたします。 

 

杉野教育指導主事    それでは、平成２７年度全国体力・運動能力・運動習慣

等調査結果についてご説明申し上げます。報告第４号別紙

１の資料をご覧下さい。はじめに、１の調査対象について

は記載のとおりとなっており、本年度１学期に調査を実施

しております。続きまして、２．調査内容の（１）児童生

徒に対する調査として、実技調査を記載の８種目で実施し

ておりますが、中学生はシャトルランと持久走のいずれか

を選択、実施しており、学校としては８種目の実施となり

ますが、集計上は９種目となっております。これらの実技

調査とともに、運動習慣等の状況、体育授業の状況に関す

る質問紙調査についても実施しております。また、（２）

学校に対する調査として、体力向上の取組の状況等に関す

る質問紙調査を実施しております。２ページをご覧下さい。

３．体力調査結果の概要となります。最初に、小学５年生

男子の状況でございますが、体格については記載のとおり

となっており、若干肥満傾向の出現率が高くなっておりま

す。続いて体力の状況でございます。レーダーチャートで

示しておりますのは、各種目の記録や体力合計点の本市の
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立ち位置を、全国平均を５０とした場合の偏差値であるＴ

得点により表しております。また、２つのレーダーチャー

トのうち左側が今年度の結果、右側が昨年度の結果でござ

います。グラフの下に記載しておりますが、今年度は４種

目において、全道・全国平均ともに上回っております。全

道・全国との比較のそれぞれで見ますと、種目は異なりま

すが、全種目で全道平均または全国平均を上回っておりま

す。なお、右下のグラフは体力合計点の立ち位置を過去３

年間で比較したものでございますが、小学５年男子では、

昨年度からさらに向上し、全国平均を超えた結果となって

おります。３ページをご覧下さい。小学５年生女子の状況

でございます。体格については記載のとおりでございます

が、肥満傾向については、高度の肥満傾向にある児童の出

現率が、全道・全国の出現率よりもやや高くなっておりま

す。続いて体力の状況でございますが、レーダーチャート

の下に記載しております４種目について、全道・全国平均

ともに上回っております。全道・全国ごとに見ますと、６

種目で全道平均を上回り、５種目で全国平均を上回ってお

ります。全道・全国平均ともに下回っている種目は５０ｍ

走のみとなっておりますが、その下に記載のとおり、全国

との差がやや大きい状況となっております。体力合計点に

つきましては、全道を上回り、全国を若干下回っておりま

す。なお、過去３年間で比較したものでございますが、右

下のグラフのとおり、昨年度より向上し、全国との差が縮

まっております。４ページをご覧下さい。中学２年生男子

の状況でございます。体格については記載のとおりでござ

いますが、中学２年生男子につきましては、やせている生

徒の割合が全道・全国平均と比較して若干高い状況となっ

ております。 続いて体力の状況でございますが、レーダ

ーチャートの下に記載している６種目で全道平均を上回っ

ておりますが、全国平均を上回った種目はございません。

その下に記載しております握力とハンドボール投げでは、

全国との差が大きい結果となっております。また、体力合

計点につきましては、全道・全国を下回っておりまずが、

右下のグラフのとおり、過去３カ年の比較を見ましても昨

年度より向上し、全道とほぼ同じ、全国との差も縮まって
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おります。続いて５ページをご覧下さい。中学２年生女子

についてでございます。体格については、記載のとおりで

すが、やせている生徒の割合が全道・全国平均と比較して

若干高い状況となっております。続いて体力の状況につい

ては、レーダーチャートの下に記載の７種目で全道平均を

上回っておりますが、全国平均を上回っている種目はござ

いません。その下に記載の握力、持久走、２０ｍシャトル

ランでは全国との差が大きいものであります。また、体力

合計点につきましては、全道を上回り、全国を下回ってお

ります。なお、経年比較でございますが、右下のグラフの

とおり昨年度より向上し、全国との差が縮まっております。

６ページをお開き下さい。４．運動習慣等の調査結果をか

いつまんでご説明いたします。まず、小学５年生の状況に

ついてですが、○の１つ目と２つ目に記載のとおり、「運

動が好き・得意」または「体育の授業が楽しい」と回答し

た児童の割合は、男子が全道・全国平均を若干下回ってい

るものの、女子は上回っております。○の４つ目ですが、

１週間の総運動時間は、男子は全道平均を下回っておりま

すが、全国平均を上回っております。女子は全道・全国平

均を下回っております。○の５つ目ですが、運動部等、小

学生はスポーツ少年団になりますが、所属していない児童

の割合は、男女ともに全道・全国平均を上回っております。

次に、中学２年生の状況についてでございますが、○の１

つめに記載のとおり、「運動が好き」または「得意」と回

答した生徒の割合は、男女ともに全国を上回っております。

また、○の２つ目の「体育の授業が楽しい」と回答した生

徒の割合についても、同様の傾向がございます。○の４つ

目ですが、１週間の総運動時間は、男女ともに全道平均を

上回っておりますが、全国平均を下回っております。○の

５つめですが、運動部等へ所属していない生徒の割合は、

男女ともに全国平均を上回っております。その下の２つの

グラフでございますが、中学２年女子を例に、左側のグラ

フは部活動等への加入状況、右側がそれぞれの所属生徒の

体力合計点の平均を示しております。この２つのグラフを

見合わせていただきますと、部活動等の加入状況が体力調

査結果に大きく関係していることがわかります。７ページ
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をご覧下さい。５の学校に対する調査結果の概要について

でございます。（１）は体力・運動能力向上の目標設定の

状況、（２）が体力・運動能力向上に係る取組の状況とな

っておりますが、小中ともに、今年度の実施率は全道・全

国より高くなっております。また（３）をご覧いただきま

すと、授業以外での運動時間確保の取組も全国より高くな

っております。８ページをご覧下さい。（４）の生活習慣

改善の取組の状況については、小中学校ともに、全道・全

国を上回っております。（５）の授業の目標を児童・生徒

に示す活動や（６）の授業の学習内容を振りかえる活動で

は、授業改善が図られております。９ページをご覧下さい。

今後の取組についてでございます。（１）課題として、①

の体格面では、全体的に肥満傾向の出現率が全国より若干

高いこと。②の体力総合評価、これは体力合計点を良い方

からＡ～Ｅの５段階に分けたものですが、小中学校・男女

ともに、体力の評価が低いＤ・Ｅの割合が全国より高く、

中学生では、全国との差がまだ大きいこと。③は運動機会

についてですが、小中学校・男女ともに運動部等への所属

率が低く、全体的に全国に比べて運動機会が少ない現状が

見られること。④の種目別では、過去の結果も含め、５０

ｍ走、持久走など、全市的に課題となっている種目がある

こと。などが主な課題となっております。最後に（２）今

後の取組についてでございます。これまでご説明いたしま

した今年度の調査結果及び課題を踏まえ、体力や運動能力、

運動習慣等については、小・中学校の９年間を見通した継

続的な取組及び家庭や地域との連携を図った取組が必要で

あり、昨年度策定した別紙２の「室蘭市児童生徒の体力向

上プラン」に基づき、今後も継続した取組を実施していく

ものといたします。以上で説明を終わらせて頂きます。 

 

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        体力合計点について、平成２５年から見ると、小学校も

中学校も上がっていますね。学校の取り組みがこのような

結果に繋がったのでしょうね。 
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杉野教育指導主事    それも一因かと思いますし、運動が好き、または得意と

回答している児童生徒が多いことも要因の一つなのかなと

思っています。 

 

谷藤委員        学校としても以前の結果を見て、意識して取り組んだと

いうことなのでしょうか。 

 

杉野教育指導主事    そうですね。はい。 

 

西里委員長       そのほかどうですか。小学校も中学校も走る部分が低い

ようですが、体育の授業ではどれくらいやっているのでし

ょうか。 

 

杉野教育指導主事    中学校では、１学期に陸上の授業を実施しており、陸上

記録大会もあります。球技についても、バスケやサッカー

などを実施しております。 

 

西里委員長       走力をつけるとなると、授業でどのような形をとってい

ったらいいのでしょうかね。それと、柔道を授業に入れた

ことによって、体力的に上がったことはあるのでしょうか。 

 

杉野教育指導主事    今のところは、ちょっとわからないです。 

 

西里委員長       ほかにありませんか。なければ、報告第４号は終了しま

す。次は、日程第７議案第１号平成２８年度教育予算に係

る意見書提出の件を議題といたします。説明をお願いしま

す。 

 

杉本教育部長      議案第１号平成２８年度教育予算にかかる意見書提出の

件について御説明申し上げます。本件は、提案理由に記載

しておりますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２９条において、市長が予算を作成する場合、教育に

関する事務については、教育委員会の意見を聞かなければ

ならないとされておりますことから、意見書として本案を

市長に提出しようとするものでございます。それでは、議

案第１号別紙をご覧いただきたいと存じます。表紙をめく
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っていただきまして 1ページ目でございますが、平成２８

年度の教育予算に対する考え方を記載しており、２ページ

から３ページについては、平成２８年度の教育予算の重点

事項を取りまとめたものであり、大きく１１項目に分類さ

れております。なお、具体的な内容につきましては、ただ

今配布しました参考資料をご覧ください。ただし、参考資

料の主な事業項目、並びにそのことに係る金額などの数字

は、予算要求時または現時点における直近の査定の状況で

あり、今後も変動する可能性があることや、当初予算につ

きましては最終的には３月議会で議決されるものでありま

すことから、あくまでも現時点における参考としていただ

きますようよろしくお願いいたします。それでは、重点項

目の１１項目についてご説明していきます。１の「学校教

育事業の促進」といたしましては、（１）の教育研究活動

の充実、（２）としていじめ・不登校問題等の生徒指導対

策の充実、（４）として世界に通じる子どもたちの育成と

国際理解教育の推進、（８）として通学安全対策の充実な

どのほか、（１０）として新規事業でありますコミュニテ

ィ・スクール導入促進事業など１０項目を、２の「学校施

設・設備の整備」では、学校の改修等環境整備事業の促進

や、グランド、校教具の整備などの３項目を、３の「統合

校整備事業」では、（１）に記載しております「陣屋・本

室蘭・白鳥台小学校統合校」では、平成３０年４月開校に

向け、校舎の一部解体等の工事費、校舎棟、体育館棟の建

設費を、（２）の高砂・水元・知利別小学校統合校では、

平成３２年４月開校に向けて、測量調査、基本設計委託を、

４の「学校給食センター施設・設備の整備」では、食缶等

の備品の更新のほか、洗浄室グレーチング周辺改修に係る

施設整備を、５の「読書活動の推進」では、図書館図書等

の整備を、６の「社会教育事業の推進」では、社会教育推

進体制の充実を、７の「男女平等参画社会の推進」では、

男女平等参画学習の充実や女性指導者の養成、男女平等参

画推進団体への支援など３項目を、８の「芸術・文化の振

興」では、文化活動の奨励と芸術文化事業の推進や文化財

の整備活用を、９の「青少年の健全育成及び非行防止の推

進」では、青少年団体活動への支援及び地域住民活動の推
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進、青少年の健全育成や少年非行防止体制の充実など３項

目を、１０の「社会教育施設の整備」では、文化センター

耐震改修事業や(仮称)環境科学館・図書館整備、複合公共

施設整備のほか民俗資料館整備の４項目を、最後でありま

す、１１の「スポーツの振興及び施設整備」では、市民ス

ポーツの普及促進及び指導者の育成や地域における生涯ス

ポーツの普及促進のほか、スポーツ施設の整備を要望する

ものでございます。なお、本日審議、決定された意見書に

つきましては、速やかに青山市長に提出する予定でござい

ます。説明は以上でございます。ご審議を賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

 

西里委員長       いまの説明に対して、なにか質問はありませんか。中学

生のピロリ菌の分は入れるのですか 

 

杉本教育部長      衛生費となり、保健福祉部となります。 

 

谷藤委員        「(仮称)室蘭市総合体育館整備」の内容は、どのような

ものなのでしょうか。 

 

山田教育長       測量です。 

 

西里委員長       スクールバスの予算額はすごいですね。 

 

山田教育長       本輪西地区が増えるためですが、スクールバスについて

は、かかる経費に対して国から交付税が措置されます。 

 

奈良委員        項目というのは、毎年同じような感じなのでしょうか。 

 

山田教育長       大体同じです。今回は新しく「コミュニティ・スクール

導入促進事業」が増えています。あと、事業費的には社会

教育施設やスポーツ施設などが大きなものとなっています。 

 

杉本教育部長      私立幼稚園の関係ですとか、放課後児童対策事業は保健

福祉部へ移っていますので、項目にはありません。 

 



 14 

西里委員長       ほかにありませんか。ないようでしたら、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８議案第２号室蘭市教育委員会公共施設予約

システムの利用者登録、運用等に関する規則の一部改正の

件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

髙木生涯学習課長    議案第２号室蘭市教育委員会公共施設予約システムの

利用者登録、運用等に関する規則中一部改正の件について

ご説明申し上げます。議案第２号参考の新旧対照表をご覧

ください。本件につきましては、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定に

より「室蘭市住民基本台帳カードの利用に関する条例」が

平成２８年１月１日付で廃止され、住民基本台帳カードの

交付が終了することとなったため、市民会館、文化センタ

ー、男女平等参画センター及び青少年研修センターの施設

予約をインターネット等により行うことができることにつ

いて定めている「室蘭市教育委員会公共施設予約システム

の利用者登録、運用等に関する規則」の第３条に規定する

利用者登録の手続きにおいて、本人を証明する運転免許証、

健康保険証とともに定めている住民基本台帳カードを廃止

して、新たに個人番号カードを加える改正を行うものでご

ざいます。なお、施行期日は、公布の日から施行し、平成

２８年１月１日から適用してまいりたいと考えております。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

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。 

           マイナンバーカードを作っていないと利用できないという

ことでしょうか。 

 

髙木生涯学習課長    本人を証明するものとして、運転免許証か、健康保険証

か、個人番号カードのどれかがあれば利用できます。 
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山田教育長       条例上、住基カードが廃止されたための改正でありまし

て、制度が大きく変わるものではないです。 

 

西里委員長       ほかにありませんか。ないようでしたら、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。 

           次は、日程第９議案第３号市立室蘭図書館条例施行規則中

一部改正の件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

小田桐図書館長     議案第３号市立室蘭図書館条例施行規則中一部改正の 

件についてご説明いたします。本件につきましては、行政 

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 

関する法律、いわゆるマイナンバー法の施行により、住民 

基本台帳カードの交付が終了し、「室蘭市住民基本台帳カ 

ードの利用に関する条例」が廃止されましたことから、住 

基本台帳カードによる図書資料等の貸出を定めております 

規定の改正をするものでございます。施行日は公布の日か 

らとし、平成２８年１月１日から適用するものでございま 

す。説明は以上でございます。ご審議賜りますようよろし 

くお願い申し上げます。 

 

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。 

 

奈良委員        これもさっきと同じようなものですね。 

 

山田教育長       そうです。住基カード廃止によるものです。 

 

西里委員長       ほかにありませんか。ないようでしたら、議案第３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。 
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           次は、日程第１０議案第４号陣屋・本室蘭・白鳥台小学校

統合新設校の校名の決定の件を議題といたします。説明を

お願いします。 

 

佐藤総務課主幹     議案第４号陣屋・本室蘭・白鳥台小学校統合新設校の校 

名の決定の件につきましてご説明いたします。本件は、平 

成３０年４月１日開校を予定しております陣屋小学校と本 

室蘭小学校と白鳥台小学校の３校統合による、新設小学校 

の校名の決定でございます。２枚目に添付しています議案 

第４号参考１をご覧ください。平成２７年１２月１７日付 

けで、関係小学校の地域住民・学校・保護者の代表で構成 

する陣屋・本室蘭・白鳥台小学校統合推進協議会会長から、 

統合小学校の校名決定について、広く市民等から公募を行 

い統合推進協議会で選考を行った結果、最終的に「室蘭市 

立白(はく)蘭(らん)小学校」を新校名として推薦するので 

採用していただきたい旨の文書でございます。次のページ 

議案第４号参考２に選考経過を記載しておりますのでご覧 

ください。校名募集については、関係小学校へ配布や町会 

の回覧版のほか、広報むろらんや市のホームページなどで 

周知をおこない、平成２７年９月２４日から１０月２３日 

までの約１ヶ月間で公募を行いました。応募総数は２３０ 

件、重複等を整理しますと１８３種でした。これを受けま 

して、１１月２４日に統合推進協議会を開催して出席者全 

員による投票で選考を行ない、１次選考、２次選考に続き 

２回の最終選考を行なったところでございます。１次選考 

は委員一人３票の投票を行い、上位１０種の選考を行ない 

ましたが、同票があったことから１５種を選考しました。 

２次選考は委員一人１票の投票を行い、上位５種の選考を 

行ないましたが同票があったことから１０種を選考しまし 

た。最終選考は過半数獲得の校名を推薦するとしましたが、 

１回目ではいずれも過半数に届かず、上位３種の「白蘭（は 

くらん）」と「白鳥（はくちょう）」と「北星（ほくせい）」 

で、最終選考２回目を行いましたが、過半数を超えた「室 

蘭市立白(はく)蘭(らん)小学校」を推薦校名と決定したと 

ころであります。公募での「白蘭（はくらん）」の応募者 

は４名の方々で、校名の意味・由来や思いとしましては、 
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「室蘭の「蘭」と学校が建つ白鳥台の「白」を組み合わせ 

た。」、「統合する各校の伝統を残しつつ、新たに真っ白な 

気持ちで一歩踏み出してほしい。」、「白はいろいろな色に 

染まることができ、統合しても仲間を信じ大切にしてほし 

い。」との思いが込められています。なお、最終的な校名 

の決定は、第１回市議会定例会での室蘭市立小中学校設置 

条例の改正議決により正式決定となります。以上が陣屋・ 

本室蘭・白鳥台小学校統合新設校の校名の決定の件であり 

ますが、公募により多数の方々から応募があり、その中か 

ら統合推進協議会で慎重に絞り込みと選考を行った結果推 

薦をいただきましたことから、尊重していただき、統合新 

設校の校名として決定していただきますようお願いしたい 

と存じます。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げ 

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。 

 

奈良委員        校名についてですが、教育委員会で決めるのと、議会で 

決めるのとではどう違うのですか。教育委員会で決定した 

後、最終的には議会で決定ということになるのでしょうか。 

 

山田教育長       教育委員会で決定しておかないと、条例を議案として議 

会にあげられないということになっています。星蘭中学校、 

桜蘭中学校、室蘭西中学校、蘭北小学校など、公募をする 

と「蘭」を使用する割合が多いようです。 

 

西里委員長       昔は地域の名前が多かったと思うのですが。 

 

山田教育長       昔は地域名でしたが、統合ということでどちらかに偏っ 

た名前で出てくることは少ないようです。 

 

前田委員        地域の名前でなくなると、なかなか覚えられないといっ 

たことはありませんか。 

 

山田教育長       毎回のようにそのような話はありますが、２０年、３０ 

年と歴史を積み重ねていく中で定着していくものと思いま 
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す。 

 

西里委員長       ほかにありませんか。ないようでしたら、議案第４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１１報告第５号平成２８年第１回室蘭市議会 

定例会に議案として付議する条例改正等の件を議題といた 

します。説明をお願いします。 

 

大谷総務課長      報告第５号平成２８年第１回室蘭市議会定例会に議案 

として付議する条例改正及び制定の件についてご説明いた 

します。本件につきましては、２月２６日に開会いたしま 

す平成２８年第１回室蘭市議会定例会におきまして、「室 

蘭市立小中学校設置条例」、「室蘭市教科用図書選定委員会 

条例」、「室蘭市特別支援教育推進協議会条例」の一部改正 

及び「室蘭市生涯学習センター条例」の制定を行う予定で 

ありますが、条例の改正、制定につきましては、教育に関 

するものであっても市長が議会への議案提出権を有してお 

り、その際に教育委員会の意見を聞かなければならないこ 

とが法律で定められておりますことから、今回はこれらの 

条例の一部改正及び制定について概要をご説明させていた 

だき、今月２８日に開催予定の本市の条例審査機関でござ 

います規定審査委員会にて審議後、次回の定例会で条例案 

をお示しし、市長への申入れの議決をいただく予定でござ 

います。それぞれの条例改正及び制定につきましては、報 

告第５号別紙をご覧いただきたいと思いますが、報告第５ 

号別紙１につきましては、先ほどご審議いただいた陣屋・ 

本室蘭・白鳥台小学校統合校の校名が決まりましたことか 

ら、室蘭市立小中学校設置条例の一部改正を行うものであ 

り、陣屋小学校、本室蘭小学校、白鳥台小学校の名称及び 

位置を削除し、新校名「白蘭小学校」の名称と位置を条例 

に規定するものでございます。別紙２以降につきましては、 

それぞれ担当課長からご説明させていただきます。私から 
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の説明は以上でございます。 

 

中野学校教育課長    続きまして、報告第５号別紙２室蘭市教科用図書選定委 

員会条例中一部改正の件につきましてご報告いたします。 

教科用図書選定委員会は、本市小中学校で使用する教科用 

図書の採択にあたり、教科用図書の調査研究を目的として 

設置しておりますが、今回その調査研究機関としての役割 

等について一層の明確化を図るために名称等の改正を行う 

ものでございます。具体的な改正内容ですが、名称を教科 

用図書調査研究委員会に改めるほか、委員区分の学識経験 

者を保護者に変更し、また委員の任期についても法で定め 

られている採択期限の８月３１日に合せるよう改正を行う 

ものでございます。なお、条例の施行日につきましては、 

平成２８年４月１日としています。続きまして、報告第５ 

号別紙３室蘭市特別支援教育推進協議会条例中一部改正 

の件につきましてご報告いたします。特別支援教育推進協 

議会は、教育上特別な支援が必要な児童生徒の適切な就学 

先の判断や支援の在り方等、特別支援教育の推進を目的と 

して設置しておりますが、障害のある人の基本的人権の保 

護促進、固有の尊厳の尊重の促進を目的に平成２０年５月 

に発効された「障害者の権利に関する条約」を受けて改正 

されました「障害者基本法」及び「障害を理由とする差別 

の解消の推進に関する法律」の施行に向けまして、障害の 

ある方等が積極的に参加・貢献していくことが出来る共生 

社会の形成に向けたインクルーシブ教育の推進のために名 

称等の改正を行うものでございます。条約や法律の内容に 

つきましては次ページの参考をご覧ください。いずれも教 

育関係部分を抜粋して掲載しておりますが、障害者の権利 

に関する条約第１項の２行目にあります「障害者を包容す 

る教育制度」がインクルーシブ教育を指しておりまして、 

インクルーシブ教育に関しましては、別紙３の枠外に説明 

を記載しております。障害者基本法につきましては下線部 

分が改正点となっております。障害者基本法の改正部分と 

障害者差別解消法はいずれも平成２８年４月１日施行とな 

っております。具体的な改正内容ですが、名称を教育支援 

委員会に改めるほか、対象と所管事項については、障害の 
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ある方への配慮と、障害名がつくまで行かないグレーゾー 

ンのお子さんが増えていること等から文言の見直しを行い、 

また専門部会に関しては、名称を変更して規則での規定を 

予定しております。条例の施行日につきましては、平成２ 

８年４月１日としています。なお、教科用図書選定委員会、 

特別支援教育推進協議会共に、規則で詳細を定めておりま 

すことから、今後同様の規則改正を予定しております。説 

明は以上でございます。 

 

髙木生涯学習課長    それでは、「室蘭市生涯学習センター条例制定の件」に 

ついてご説明申し上げます。報告第５号別紙４をご覧くだ 

さい。本件につきましては、旧向陽中学校跡地に建設する 

室蘭市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例を制 

定するものでございます。条例の概要でございますが、設 

置の目的としては「市民の多様な活動及び学びを創出する 

ことにより、多世代の交流促進を図り、もって生涯学習社 

会の実現に資するため、室蘭市生涯学習センターを設置す 

る。」とし、名称及び位置を室蘭市生涯学習センター、室 

蘭市中島町２丁目２２番旧向陽中学校跡地としてございま 

す。事業としては、学びの推進に関すること、子育ての推 

進に関すること、市民活動の推進に関すること、施設の利 

用に供することとしており、事業を展開する施設として、 

図書機能、子どもの遊び場、市民活動センターのほか、貸 

室を設置することとなってございます。使用料は諸室等の 

使用料を別表に定め、管理運営は指定管理者による管理を 

行うこととし、その他開館時間、休館日等については、別 

に定めることとしております。実施時期については、規則 

及び教育委員会規則で定める日から施行するとしてござい 

ます。私から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。 

 

山田教育長       生涯学習センターは複合公共施設のことで、条例上の名 

称ということになります。使用料等の詳細については次回 

で予定しております。 
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谷藤委員        図書選定委員会の名称を変えるというのは、何か意味は 

あるのでしょうか。 

 

中野学校教育課長    過去には現在と異なっていて、発行会社をいくつかに絞 

り込んで教育委員会に答申していただくという時期もあっ 

たのですが、今はご承知のとおり選定委員会で絞り込むと 

いうことはしておりませんで、選定という言葉自体が、何 

かそういうことを連想させる誤解を受けることが近年多か 

ったため、名称を変えさせていただくものです。 

 

西里委員長       学識経験者を保護者に変えるとのことですが、学識経験 

者という言葉は、最近はあまり使わないのですか。 

  

中野学校教育課長    学識経験者につきましては、平成２２年度に道から通知 

           がございまして、開かれた採択のために保護者を入れなさ 

いということで、室蘭市では平成２２年度から教員と保護 

者でやっているのですが、学識経験者という職種は、その 

際事実上無くなったものですから、それを明確にするため 

にこの度変更させていただくものでございます。 

 

山田教育長       本来であれば、平成２２年のときにやっておけば良かっ 

たのですが、委員会の名称を変えるのに併せて変えるとい 

うものです。 

 

西里委員長       特別支援という名前はどうなのですか。 

 

中野学校教育課長    法律で規定されており、特に改正はございません。 

 

西里委員長       ほかにありませんか。なければ、報告第５号は終了いた

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２８年第１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     奈 良 泰 哉 

 

会 議 録 調 製 員      大 谷 裕 司 


