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平成２８年第１２回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 

１  日  時      平成２８年１１月２１日（月） 

                    開会 午後６時００分 

                    閉会 午後７時２０分 

 

２  場  所     ３階１号会議室 

 

３  本日の議事日程   

日程

第１

第２

第３

第４

第５

報告第１号 室 蘭 市 教 育 委 員 会 １ ２ 月 行 事 予 定 の 件

報告第２号 室 蘭 市 中 島 ス ポ ー ツ セ ン タ ー に 関 す る 件

報告第３号 第 ３ 次 室 蘭 市 子 ど も の 読 書 活 動 推 進 計 画 （ 案 ） に 関 す る 件

番 号 件　　　　　　名

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

会 議 録 承 認 に つ い て

 

 

４  出席委員   國枝教育長 谷藤委員 前田委員 奈良委員 稲川委員 

 

５  説明員 杉本教育部長 大須賀教育指導参事 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［スポーツ振興］ 伊藤生涯学習課主幹［スポーツ振

興］ 髙橋図書館長 山口学校給食センター所長 
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國枝教育長        ただ今から、平成２８年第１２回室蘭市教育委員会定

例会を開会いたします。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。次は、日程第２会議録承認についてであり

ます。平成２８年第１１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） 

 

國枝教育長        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１２月行事予定

の件を議題といたします。事務局の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１２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。２０日～２２日に各中学校、

２２日～２６日に各小学校で２学期終業式が執り行われ

ます。次に生涯学習課でございます。社会教育では、２

２日に「平成２８年第６回社会教育委員の会定例会」が

市役所本庁舎２階大会議室で開催されます。次の文化振

興・青少年では、１１日に「第６６回市民文化祭 第２

０回ＡＪＧ（エジェック）ダンスコンサート」が文化セ

ンターで開催されます。次の青少年科学館では、１８日

に「プラネタリウム特別投影 プラネタリウム劇」が開

催されます。次の民俗資料館では、「とんてん館寺子屋

教室」で１１日に『しめ縄づくり体験学習会』、１８日

に『石臼もちつき体験学習会』が開催されます。次の図

書館では、２４日に「クリスマスふれあいコンサート」

が図書館本館で開催されます。次の港の文学館では、１

７日に「本との出会い～あなたの今年の一冊～」が開催

されます。説明は以上でございます。 

 

國枝教育長        ただいまの説明に対しまして御質問等はありませんか。

なければ報告第１号は終了します。次は日程第４報告第
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２号室蘭市中島スポーツセンターに関する件を議題とい

たします。事務局の説明をお願いします。 

 

加地スポーツ主幹     報告第２号室蘭市中島スポーツセンターの件について

ご説明いたします。報告第２号別紙１をご覧いただきた

いと存じます。本件は、機器などの老朽が著しい、中島

スポーツセンターの今後の方向性について、ご報告させ

ていただくものでございます。まず、施設概要でござい

ますが、中島本町モルエ商店街の向かいに位置しており

まして、面積が全体で４，５７６㎡、アリーナは２８ｍ

×６０ｍを有し、日本アイスホッケー連盟規格内となっ

てございます。昭和４７年に当時の新日鉄の健康増進用

厚生施設として作られ、新日鉄健康保険組合が運用して

ございましたが、平成１８年度に室蘭市が無償譲渡を受

け、同時に指定管理者として、(株)同潤社が管理運営し

現在に至ってございます。開設期間は、夏はプール、冬

はアイスリンクで、それぞれ、記載期間の開始前の１か

月を準備期間としてございます。築４５年の間、大きな

修繕工事もございまして、ブライン管、これはリンク床

下の冷却パイプの事ですが、鉄管ということもあり、錆

びて、液漏れも多々あることから、順次、修繕を施して

きていた状況です。ここ数年の利用者実績ですが、プー

ルは延べ２万人強、アイスリンクは５万人を超えてござ

います。この施設の管理経費概算でございますが、指定

管理委託料といたしましては、協定額は約４，８００万

円で、平成１８年から、５年スパンで２度更新し、３ス

パン目が、今年度から平成３２年度いっぱいを協定した

ところでございます。続きまして、報告第２号別紙２の

方をご覧いただきます。最近におけるこれまでの経緯に

ついて改めてご説明いたしますと、平成２６年１０月に、

２台保有している冷凍圧縮機（心臓部）の１台が重故障

で修復不能になり、平成２８年１月に残る１台も７５パ

ーセントまで出力低下となってしまい、今年度、営業開

始前の９月にオーバーホールで対応しましたが、５，０

００時間という限界が見える中での現在運営となってご

ざいます。１年度、１シーズンで３，６００時間という
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ことですので、２シーズンは持たないという計算になり

ます。施設耐震診断結果についてですが、本施設は昭和

４７年の建築物であり、新耐震基準をクリアしているか

の診断をした結果、表のとおり構造耐震判定のＩs値は、

基準値の０．６を下回っており、保有水平耐力のＱu値

は、管理棟部分が基準値の１．０を下回ってございまし

て、継続利用するためには、新耐震基準値以上となる改

修工事が必要であることが判明してございます。次に本

市におけるアイスリンク必要性の考えでございますが、

小学生児童のアイススケート授業の重要性、市民の冬季

室内スポーツの要としての有用性、苫小牧市には数施設

ありますが、白老町以南函館市までの間では、唯一の室

内アイスリンクであり、各種道南地区大会の開催も数多

く、経済効果も高く重要であると考えてございます。今

後の施設運用についてでございますが、これまでは、夏

場は５月から９月まで温水プールとして営業してござい

ましたが、プール用水質ろ過機や周辺装置も老朽し更新

が必要となっている事や、リンク改修の工事費用軽減の

ため、床下冷却パイプの交換ではなく、現在の冷却床の

上に新規冷却パイプを設置する事としたため、プール併

用とする場合のプール枠約１８０ｍの防水加工費が高額

となる事等から、翌年度工事期間を含め、今後のプール

営業を廃止する方向と考えてございます。この廃止に関

しましては、室蘭市水泳協会さんとも協議し、ご理解を

いただき、児童の水泳授業や一般市民の水泳教室等につ

きまして、石川町のげんき館ペトトルと入江町温水プー

ルの２か所で補って参りたいと考えてございます。改修

や更新の必要な機器類についてでございますが、氷を作

るための冷凍製氷装置一式と高圧受変電装置につきまし

ては、今年度限定で環境省の補助もございますことから、

今年度内に補正予算を組みまして、年度内工事契約とし、

予算額を翌年度に繰越した上で、翌平成２９年度の１１

月営業開始までには、工事完了としたい考えでございま

す。建物耐震工事とアイスリンク周りの観客防護フェン

スなどの安全対策工事と、屋根あるいは外壁などの老朽

化対策工事については、資金面からも、工事分割し平成
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２９年度の冷凍製氷工事更新終了の後に予定するもので

ございます。また、製氷車（通称ザンボニー）について

も、かなり老朽してございますが、事前メンテナンスを

欠かさず行うなどしながら運用している状況でございま

して、修繕不能の重故障となるまで更新を見送る考えで

ございます。利用可能な補助財源についてでございます

が、現在検討してございますのは、環境省の地球温暖化

対策室所管の「先進技術を利用した省エネ型自然冷媒機

器普及促進事業」簡単にいいますと、これから作る冷凍

倉庫などにはフロンガスを使うな、電気量削減によるＣ

Ｏ２を減らせというものでございまして、自治体アイス

リンクの改修も該当する、といったもので対象費用額の

１／３を補助するものとなってございます。また、文科

省では、「スポーツ施設整備事業」の耐震化事業として、

これも対象費用額の１／３が補助となってございますが、

これらを利用し、市の財政負担軽減を図りながら、存続

するための機器更新や改修工事を行って参りたいと考え

てございます。最後に今後の市議会等への働きかけでご

ざいますが、１２月９日には、第４回定例市議会の総務

常任委員会において、本件同様の報告をさせていただき

まして、また年度内には、これに関する補正予算を計上

して参りたいと考えてございます。説明、長くなりまし

たが以上でございます。 

 

國枝教育長        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         夏季プールが来年度から廃止になるということですが、

現在全ての小学校が中島のプールで授業されているので

すか。入江などに分かれていますか。 

 

中野学校教育課長     市内の３箇所に分けて実施しておりまして、中島は小

学校６校が利用しております。 

 

谷藤委員         プールを止めて、冬季アイスリンクということで、改

修もしながら、予算をつけながら進めていくということ

なのですが、プールを止めるので、これまで５月から１
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０月ぐらいまでやっていたが、それを少し前倒しして９

月から少し利用時間・利用期間を長くするという感じに

なるのですか。 

 

加地スポーツ主幹     氷上団体３団体ございまして、カーリング、フィギュ

ア、アイスホッケーの団体がございます。要望は今のと

ころ来ているのですけれど、まず目先の話で平成２９年

工事した場合、おそらく１０月いっぱい掛かり、それで

まず目の前の２９年度については、前もって開けるとい

うのが工事上不可能であると考えております。その次が、

先ほど少し説明いたしましたが、耐震化工事というもの

が必要で、これはＨ鋼という鉄の部分を補強しながらの

作業で、けっこうな時間が掛かりまして、もしかすると

１年掛かるかもしれません。そのため、２９年、３０年

がそのような状況になり、それ以降も老朽している屋根

など漏れている部分を直さなければならないので、工事

が結構長い間続くので、今からいつまで続けます、いつ

から開けますとはなかなか言いづらい状況です。今のと

ころはっきりしているのが、プールだけは止めさせて欲

しい、そのための工事になるので、防水化工事というも

のは非常にお金が掛かるという理由もあるため、止めた

いという表現をしています。今のところの考えで行きま

すと、かなりの高額なお金が掛かりますので、夏の間は

なるべく営業しないで、その分の費用や経費を浮かして

いくという考え方が市の中でありまして、ただここは、

２９年の工事中と３０年の工事中の間に再度考えていけ

る分と考えております。単純にこのまま行くと１０月ま

での間、営業できない状態かなと思います。 

 

谷藤委員         何年か掛けて、設備が整ったときには、プールがもう

ないわけですから、スケート場としての営業時間や営業

期間を少し長くすると、それだけの利用者も増えるのか

どうか分からないのですけど。 

 

杉本教育部長       その分やはりランニングコストが掛かりますので、そ

の辺が課題になります。これだけ、イニシャルを掛けて
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改修することになるので、ランニングである程度まかな

っていけると思うのですけど、そこをランニングでいか

に経費を掛けていけるか、団体からの要望もございます

ので、その辺の兼ね合いが大事かなと思います。 

 

前田委員         使用料というのはいくらぐらいするのですか。 

 

加地スポーツ主幹     現在プールは、一般の人が４００円、６５歳以上が３

００円、高校生１５０円、小中学生７０円という低料金

で利用していただけます。スケートが高校生２００円、

小中学生１００円です。あとは専用料金というものがあ

りまして、１時間につき専用料金をいただくのですが、

アイスホッケーの試合をするだとか、１時間フィギュア

スケートをするだとかの時間があるのですが、これは午

前、午後、夜間というふうに分かれていまして、午後の

部で使いますと、一般で１６，７００円程、リンクを専

用してしまう料金ということで、借りる団体からいただ

いておりますが、この金額については、苫小牧よりもず

っと安い金額となっております。 

 

國枝教育長        今のは何時間。 

 

加地スポーツ主幹     １時間で１６，７００円です。 

 

前田委員         団体の使用料ですね。この使用料は運営費の中に、管

理費とかそうした中に入るのですか。 

 

加地スポーツ主幹     指定管理者の制度上では、市の方で決めた利用料金が、

このぐらい入る施設ですと組みます。組んだそれが３０

だとして、全体の経費が１００だとすると、７０足りな

くなりますよね。その７０分を委託料で払ってあげると

いうのがこの指定管理の考え方でして、指定管理者がい

っぱい頑張って集客を増やして、市が３０と考えている

ところを５０稼ぐと、２０利潤が入るという制度となっ

ておりますので、一応はその全体経費が１００と考えた

ときの考え方の料金に見合うかというと、見合わないで
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す。ずっと安くなっています。感覚的にはそういった感

覚です。 

 

前田委員         こうやって修繕とか、その他は定期的に数年毎に発生

しますよね。そういったことを考えたら、使用料でなん

とか少しでもかばうとか、そういうことは無理なのでし

ょうか。 

 

加地スポーツ主幹     指定管理者の現状ですね、かけたイニシャルというか、

大きなお金をかけた修繕費というのをこの使用料、利用

者負担の方にあてがうことはしていないので、どうして

もそれをしてしまうと、例えば１億円で修繕かけたら、

利用料が大きく増えてしまって誰も来られなくなってし

まうので、そういったことはしないようにしています。

ですからあくまでも、１年間の管理運営費、これの中の

割り算の中から、使用料を決めていくという算式を使っ

ていますので、それが１年間で４，８００万円ぐらい掛

かっていますから、プールとリンクをして４，８００万

円ぐらいで、その内の一部は修理、足りない分は委託料

としてお支払いしますということでお願いしています。 

 

國枝教育長        他にありませんか。今年は１１月からオープンしてい

ますけど、今のところは順調ですか。 

 

加地スポーツ主幹     今のところ順調です。オーバーホールをして動いてい

ますけれど、シーリングだとか、周りのガス経路がやら

れてくるので、だんだん低下していくのは目に見えてい

るのですけど、今オープンしたばかりなので、氷は維持

しております。お客さんも入ってきています。 

 

國枝教育長        先ほど少し、この会議の前に委員さんとお話させてい

ただいたのですけれど、今、役所は公共施設の適正配置

ということで、これは全国で今取り組んでいるのですけ

れど、公共施設を出来るだけスリム化していこうという

もので、公共施設を多く持っていると、いろんな修繕費

や、人件費といった負担があるので、国の方で出来るだ
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け適正な、人口が減っていることや少子化という関係も

あるのですが、そういった面で少しでもスリム化してい

くという話もあるものですから、室蘭市の方でもその計

画を作っている最中です。その中で、今回存続していく

という方向で出していく形にはなるのですけど、公共施

設を何でも、古くなったので止めるということも、なか

なか単純にはいかないような形でございまして、さらに、

先ほど説明がありましたが、学校の授業でも利用してい

る状況で、その中でスキーとスケートがあり、スキーが

２校、スケートは何校ですか。 

 

中野学校教育課長     残り１３校です。 

 

國枝教育長        そんな形でウインタースポーツの関係では、ほとんど

の学校がスケートを取り入れているような形の中で、こ

こを止めてしまうということになれば、冬場の授業にも

影響がでてしまうような形、さらには先ほども話があり

ましたけれど、白老よりも南側にある北海道では唯一の

室内スケートという形で、スキーの方は天候にも左右さ

れる面もありますから、なかなか授業では継続して利用

するのが難しいということもあり、ウインタースポーツ

の中でも、常時使えるような形の施設ということで、こ

れは存続の方向で考えた方がいいだろうということで、

今度の１２月の市議会の定例会の方でも報告させていた

だきますけれど、存続の方向で取り組むということで、

この教育委員会定例会でも事前に説明をさせていただき

まして、ご理解いただければと考えておりました。 

 

稲川委員         まったく反対ではないのだけれど、昔うちの息子たち

の頃は、小学校でリンクを作って滑っていたのですが、

それはもう行っていないのですか。 

 

國枝教育長        今リンクを作っているところは、１つもないですね。

温暖化の関係もあるらしくて、水を撒いても凍らなかっ

たりとか、父兄の方が手伝うというのもなかなか難しか

ったりだとか、色々な条件があります。 
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稲川委員         ここではスピードスケートはできないのですか。 

 

加地スポーツ主幹     ハーフなら出来ます。 

 

國枝教育長        ハーフとフィギュアとアイスホッケーが出来るという

ことですね。 

 

加地スポーツ主幹     そうです。 

 

國枝教育長        カーリングは出来ますよね。 

 

加地スポーツ主幹     カーリングは出来ます。 

 

稲川委員         設備を更新することで今までよりも、よりいっそう良

い氷が出来るとか、そういった何か新しいものを作ると

きのキャッチコピーのようなものはありますか。ただ古

いものを新しくするというだけですか。 

 

加地スポーツ主幹     今考えているのは、今まで使っていた冷凍装置が当然

４５年前のものですので、大きくて低機能のところを、

小さくて高性能なものを入れまして、さらに、リンク下

に走っているパイプなのですが、このパイプの中に塩水

を入れて凍らせていたのですが、これは今、どのリンク

も使っておらず、大体多く使われているのが、エチレン

グリコール液といって、車で使う不凍液で、これを入れ

て凍らせるのですが、かなりの粘性というか粘度が高く、

その液を送るのにかなりの電気を使っている状況です。

最近いいのが出来まして、中の走っているパイプは銅性

の細い管を使いまして、その中に炭酸ガスを入れまして、

ガスを送り込むシステムを入れると、微電力でリンク下

のパイプの中を冷えた空気が走って凍らせるということ

になりますと、おそらく３０年ぐらい頑張って使ってい

くことで、今の計算の電気量でいくと、１億７，０００

万程浮くという、低コストで使えるものを導入しようか

と模索中ですが、これはおそらく粘性の高い液で回しま

すと、今までよりも少し高くなることになります。ただ、
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温度は非常に低く高性能なので、固めの氷が出来るので

すが、建物が古くなっておりまして、外気を受けるリン

クになりまして、外気が上がりますと、さすがに７月や

８月の３０度近くなる頃には溶け出しますので、頑張っ

てエンジンを動かしますと大量の電気を使用するのと、

下が冷えていて上が温かいのでもやが発生します。そう

すると、滑っている方たちが、霧の中で滑っているよう

なことになりますので、そういったことが中々辛いので、

全体的な工事も必要かなと考えております。こういった

ようにするとかなりの高額な料金がかかっていくのです

が、その分をまだかけないような状態にしていくことで、

安い料金で高品質の氷を目指していこうというのを売り

にしようとしています。 

 

稲川委員         通年化は難しいですね。 

 

谷藤委員         ほとんど建て直しのような感じですね。 

 

國枝教育長        実質はそうなるのではないかと思います。建物自体が

４０何年使っているものなので、雨漏りはしているし、

横から風が入ってくるなどがあります。他にご意見はご

ざいますか。なければ報告第２号は終了します。次は、

日程第５報告第３号第３次室蘭市子どもの読書活動推

進計画（案）に関する件を議題といたします。事務局の

説明をお願いします。 

   

髙橋図書館長       それでは、報告事項第３号、第３次室蘭市子どもの読

書活動推進計画（素案）につきまして、同じくＡ３判の

概要版になってございます資料第３号別紙１に基づき、

ご説明させていただきたいと存じます。はじめに、１の

計画の目的と策定でございます。本市では、室蘭市のす

べての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自

主的に読書活動を行うことができるよう、積極的に環境

の整備を図ることを基本理念とし、これまで第１次子ど

もの読書推進活動計画、第２次子どもの読書推進活動計

画を策定し、乳幼児から高校生までの時期における子ど
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もの読書活動の推進を図っており、下の参考にございま

す各ステージに沿った読書推進の取り組みを実施してご

ざいます。現在の第２次計画が平成２８年度をもって期

間を満了することから、その成果と課題の検証を踏まえ、

第１次計画および第２次計画の基本理念を引き継ぐとと

もに、今後の子どもの読書活動を継続して推進していく

ため、第３次子どもの読書活動推進計画を策定すること

としました。次に、２の読書活動の現状についてでござ

います。全国の小学校６年生と中学校３年生を対象とし

た平成２７年度全国学力・学習調査におきまして、「平

日、テレビゲーム（携帯式含む）等を３時間以上してい

る。」と答えた割合は、本市の小学校６年生および中学

校３年生のいずれも全国平均値を上回ってございます。

しかし、「平日、家や図書館で３０分以上読書している。」

と答えた割合は、中学校３年生では全国平均値より上回

っているものの、小学校６年生では下回っていることか

ら、本市におきまして小学生期の読書習慣が十分とは言

えない状況にあると考えられます。次に、３の第２次計

画の成果と課題でございます。まず、主な成果といたし

ましては、平成２４年度から実施の「ブックスタート」

により、平成２７年度までの４年間で、一年度当たり平

均で５６８人の生後４ヶ月の赤ちゃんが、親子で絵本に

親しむ機会を持つことが出来たことや、「全校一斉読書

活動・読書習慣の実施」により、市内の全ての小中学校

で朝読が実施され、児童の不読率は０パーセントとなっ

たこと、「市立図書館施設の整備・充実」としては、平

成２８年３月に（仮称）環境科学館・市立室蘭図書館整

備基本計画を策定し、合築施設として新たに整備するこ

ととしたことなどがございました。また、課題といたし

ましては、現在、実施している市内の全ての小・中学校

における子ども達の朝読を実施している学校や、生涯学

習センター図書室の指定管理者等とも連携しながら、引

き続き、子どもの自主的な読書活動の推進に取り組んで

いくことが必要と考えてございます。次に、４の今後の

子どもの読書活動推進に向けた課題でございます。第２

次計画の成果と課題を踏まえ、今後も子どもの読書活動
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の推進を図っていくための課題といたしまして大きく４

つ上げてございます。(１)家庭における読書活動の推進

では、小中学校で実施している「朝読」とともに、家族

で好きな本を読み、語る「家読」を推進し、読書習慣の

形成と読書を通じた家族のコミュニケーションを推進す

ること、(２)市民協働による読書活動の推進では、今後

も引き続き、市民協働により読書推進をしていくため、

地域ボランティアの育成の継続と、後継者の発掘・育成

に努めること、(３)中学・高校生への読書推進事業の充

実では、興味や関心が多様化する中学・高校のための資

料を収集・提供に努め、ホームページを通じてＰＲする

とともに、展示や配架について工夫をしながら、ティー

ンズの読書を推進すること、(４)新図書館及び（仮称）

環境科学館と連携した読書活動の推進では、新図書館に

おける読書活動の推進と併せ、（仮称）環境科学館の展

示や事業との連携を想定し、関連テーマの図書の充実を

図るなど、子どもが自ら科学に関する本を選び学べる環

境づくりに努めることとしてございます。次に、５の具

体的な施策についてでございます。これまでの子どもの

読書活動推進にかかる施策に加え、第３次となる本計画

（素案）における新たな施策としましては、新図書館に

おける読書活動の推進や平成３０年度に開設いたします

生涯学習センター図書室との連携および（仮称）環境科

学館の事業との連携のほか、読んだ本について、日付、

タイトル、簡単な感想などを自分で記入する「読書手帳」

の配布を考えてございます。最後に、６の計画期間でご

ざいます。この計画は、平成２９年度から平成３３年度

までの５か年とし、必要に応じて、見直しを図ることと

いたします。なお、本件は素案でございますことから、

今後、細部の調整を行い、精査してまいりたいと考えて

ございます。報告は以上でございます。 

 

國枝教育長        ただいまの説明に対しまして御質問等はありませんか。 

 

稲川委員         ４ヵ月健診のときにお母さんに絵本を読み聞かせる機

会を教えてというのは、具体的にどういったことを行っ
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ているのですか。基本的には４年間の平均、室蘭市の出

生数６００ぐらいですから、９割の人が、このお話をど

なたかに聞いているということなのですか。 

 

髙橋図書館長       はい。ブックスタートについての質問ですけれど、生

後４ヶ月の赤ちゃんの健診時に、月に２回ブックスター

トという事業を行っております。ブックスタートのとき

に対象となる親子にブックスタートパックという、中身

が絵本とイラスト集とそれらを入れるコットンバッグと

いうものを対象の方たちにお配りしております。それを

お配りしましたら、受講される方たちに、読み聞かせと

いうのを地域のボランティアのご協力をいただきまして、

その場でお母さんと子どもさんに読み聞かせをします。

お母さんの方には、読み聞かせのスキルを上げてもらう、

またはこうした絵本があるということを知ってもらい、

赤ちゃんの方には、自分ではまだ読むことは出来ないの

ですけれど、絵本に描いてある動物の絵だとか、中身の

キャラクターを見て、喜んだりする表情が出たり、それ

に加えて手遊びの形で、少し手を使った遊びをしている

という事業になります。これを毎月２回、４ヵ月健診が

毎月２回ありますので、年に２４回実施しているところ

でございます。 

 

稲川委員         絵本をあげたりしているのですか、詳しくは分からな

いけれど、例えば恵庭市とかは随分絵本をあげたり、本

を読ませる事業があるのだろうけれど、４ヵ月健診のと

きにどのレベルの絵本をお母さん方にあげて、４ヵ月の

子どもが絵本を見るわけではないから、どのような効果

を期待して行う形になっているのか、少し教えてもらえ

ますか。 

 

髙橋図書館長       効果といたしましては、絵本を知っていただくという

こと、当然ブックスタートをきっかけに児童書に興味を

持っていただく、家庭での読み聞かせに興味を持ってい

ただくことで、当然親とお子さんとの触れ合いの時間も

増えますし、これをもちまして、今度は市内に図書館本
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館及び分室がございますので、そうしたところの児童室

に絵本等々置いてありますので、そういった所を利用し

ていただけるようにしていきたいと考えております。今

回といたしましては、具体的な数値ではないのですが、

ブックスタート時にお配りしたコットンバッグ、これを

お持ちになって、本館の児童室に見られるお母様方があ

る程度いらっしゃるということで、本館利用にも繋がっ

ていると考えております。 

 

稲川委員         たとえば、室蘭の出生数がおよそ月５０だから、２５、

２５で来たら、１人のお母さんにマンツーマンでお話し

ながら、そういったことをしているということですか。

１人に５分とか１０分とかかけながら。 

 

髙橋図書館長       そうですね。ボランティアさんもいらっしゃるのです

けど、ずっとマンツーマンというのは難しいので、１月

１回あたり２５名なら、１１～１２名程度のボランティ

アさんがまとめてお話して、ボランティアさんが付く人

数が大体２～４名になるので、完全なマンツーマンでは

ないですけど、ある程度充実した時間は、ボランティア

さんを通じて楽しんでいただけると考えております。 

 

稲川委員         では、ボランティアさんの質で色々変わるということ

ですか。どれほど大切かなどの説明は。 

 

髙橋図書館長       ボランティアさんと本館の図書館司書という職種の者

がいるのですけれど、児童書を選ぶ仕事をしているので

すが、月に１回ボランティアさんと合わせて、ブックス

タート勉強会というものをおこなっており、その都度こ

ういった事例がありました、このようにした方がいいの

ではないかと、ボランティアさんと一緒に毎月勉強会を

開き、両者のスキルアップ、ブックスタートを良くして

いこうという取り組みをさせていただいております。 

 

國枝教育長        他にご意見お願いします。 
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前田委員         少しお聞きしたいのですけど、最近女性が働くように

ということが、国の方針の中にも入っているのですけれ

ど、子どもさんが小学生で親御さんが働いていて、児童

館で親が迎えに来るまで待っているという子も割合多い

と思うのですけど、そういった家庭はお母さんが帰って

きて、ご飯を食べさせたり、お風呂に入れたりしている

家庭で、はたして本の読み聞かせがどのように出来るの

かと思うと、少し難しいのかなと思うのですが、児童館

にいる間に、読み聞かせをするようなチャンスというの

はあるのでしょうか。 

 

髙橋図書館長       児童館の方では読み聞かせという形で、今は行ってい

ないです。 

 

前田委員         もしそれができれば、親も喜ぶでしょうし、その子ど

もの読書の習慣も付きやすいと思います。実際に室蘭で

子どもを児童館に預けて、親が仕事帰りに連れて行くと

いうような割合が何パーセントになっているか分からな

いですけれど、そういうのがちゃんと定着すると、読書

の習慣も根付くかなという気がします。 

 

杉本教育部長       児童館・児童センターの中には、図書環境が整備され

ているところもあります。 

 

前田委員         小学校でも低学年では聞かせてもらわないと、自分か

ら本を読むということはあまり出来ないと思います。 

 

杉本教育部長       今回まさに第３次計画という部分ですので、児童館に

なりますと、保健福祉部の方となりますので、そういっ

た部分にも話を確認しながら、計画の中にも盛り込むこ

とが必要になると思います。 

 

前田委員         図書館は私がそうだったためか、児童館は子ども達が

自主的に学校帰りにお友達と一緒に寄って、それで遊ぶ

なりして帰るというのは理解できるのですけど、子ども

が児童館に行かずに、今日は図書館に行こうと、自主的
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に行く状況がはたして現実的にあるのだろうかという気

がして、方向としては整っているなと思って見ていたの

ですけれど、よくよく現実的な話を考えてみると、少し

難しいと思って見ていました。 

 

杉本教育部長       地区によっては図書館の分室がありますので、そうい

ったところの児童書ですとか、この他に、今回計画の中

に先ほど説明がありましたけれど、生涯学習センターに

図書室、中島の向陽中学校の方ですが、そちらの方に児

童書を中心とした図書室を設置されますので、そうした

ところの今後の活用が期待されるのかなと考えておりま

す。 

 

前田委員         そのような場所は学校帰りに寄って、例えばランドセ

ルを背負ったまま、家に帰らずに図書館に寄ることもで

きるのですか。 

 

杉本教育部長       それは、近隣の学校とお話をさせていただいた上で、

認めるか認めないかということを決定します。 

 

前田委員         やはり、行きやすいとか行いやすいという方法でない

と、制度としての形が整っていても、なかなか馴染めな

いのではないかという漠然とした気持ちがあります。 

 

谷藤委員         今の生涯学習センターが出来たときにも、図書館の利

用が学校帰りでは駄目ということになると、１回帰って

とか、休みの日にとかの利用になるのですか。 

 

杉本教育部長       今、学校の中にあるスクール児童館は、１度帰ること

なく、学校が終わって一旦外に出てから中に入って、そ

こで夕方まで活動してもらってという形ですけど、生涯

学習センターの図書室で、そういった形が出来るのかど

うかは、今後の児童・生徒の指導上の点からどうなるか

は分かりません。 

 

前田委員         テレビの情報なのですけれど、どこかの施設で幼稚園
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と老人ホームだったかグループホームだったかで、同じ

建物でお年寄りは子どもと遊べるから歓迎されるし、子

どもも、今は核家族なので、老人と触れ合うのが良いと

いうのがあり、そうした発想からすると、生涯学習セン

ターに高齢の人が来て、図書館に行って、子どもと一緒

に読んで聞かせたり出来るような状況になったら良いな

とは思いました。現実はどういった可能性があるのでし

ょうか。 

 

杉本教育部長       私も偶然そのテレビを見ていたのですが、生涯学習セ

ンターは多世代交流の場として、子どもから高齢者まで、

それぞれの目的は違うでしょうけど、集いの場ですので、

今後どういった活動をしていくかが課題になっていくと

考えております。 

 

前田委員         そうですね。 

 

稲川委員         変な質問ですけど、室蘭市の図書費、子ども達の学校

に対する図書の補充をしたりする費用というのは大体い

くらぐらいで、そして人口比にすると多いほうなのか、

少ないほうなのか教えていただけませんか。所謂、子ど

も達が本を読むいろんな努力をするためには、新しい本

を買ったりだとか、古くなった本は捨てながら、色々図

書館に移したりするのでしょうけど、図書費というのは

いくらぐらいの形で予算化されているのですか。 

 

杉本教育部長       大きくは学校の中での図書購入費と、図書館の中での

児童書の購入費があるかと思います。 

 

髙橋図書館長       図書館では当年度予算で１，５００万円ほど図書備品

購入費があります。人口換算でいうと１人あたり２冊か

３冊の間ぐらいですね。これは他都市と比べて、それほ

ど乖離していないです。 

 

稲川委員         子どもの教育は遊びも含めて考えていく力になると思

うのだけれど、我々古い世代というのはなんとなく、本
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がすばらしいものであるというような前提で行っていこ

うとしているけれど、今の子ども達はもしかして子ども

の貧困とかいろんなことになっていて、児童館やスクー

ル児童館に行って、本だけじゃなくて、もう少し現代文

明のツールをどのように導入していくかということで物

事を進めることが必要で、それは遊びでもいいのですが、

我々は本が一番大切だという固定観念に入っているので

はないかと思います。何割ぐらいを子どもが考えていく

のか、将来を担っていくときの情操教育など、難しいと

は思うのですが、数少ない予算を上手く割り振りしなが

ら使っていくことで、図書館の中にもそうしたいろんな

ことをやっていけるようなものを入れないと、だんだん

図書館に行かなくなる。もちろんゲームが良いかどうか

という話になると、それはまた話が別だと思いますが、

そうしたことを考えながら一工夫していただけるといい

ような気がしますけど、どうなのでしょうか。 

 

杉本教育部長       今回は児童館を中心とした取り組みですが、学校では

朝読として読書ですとか、本への触れ合いというような

授業をしており、学校の中では様々な教科がある中で、

短い時間を使いながら読書普及をすることがありますし、

図書館の方でも学校と連携をしながら、来ていただけて

いる層はいいのですが、来ていただけていない層にどこ

まで広めていけるかが、読書に関しては課題であり施策

であったりしますので、ブックスタートなんかも１つの

きっかけとして、それ以降もできるような形での継続し

た取り組み、まだ５年程度ですので、当時４ヵ月の子は

まだ５歳で、まだ自分で借りられる年齢ではないですか

ら、それ以降利用していただけるような取組が必要であ

ると考えております。 

 

稲川委員         私の孫も３歳ですがネットに興味があり、娘にはネッ

トで子守するなと言っているのですが、子どもたちは絵

本よりも動画の方が興味を数段持っていて、私の２５～

３０下の息子・娘たちもあんまり本を読まない世代にな

ってしまっていて、私たちが数段読んでいた岩波の新書
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から青本から白本まで全てなくなってしまって、アマゾ

ンで買えるならば買うといった話にしかなっていないの

で、良い悪いかは分からないけですけれど、変化してい

るから、その変化に応じて少しずつ予算を使っていく方

がいい気がします。 

 

國枝教育長        私たちの世代というのは、本当に何か知りたいとか調

べたいときは、本だけしか手段が基本的にはなかったと

思うのですが、今はもういろんなものがあったり、瞬時

に分かったりして、それが正しい正しくないは別で、そ

れを判断するのは１人１人なのですが、そういうふうに

なっている中で、本というのは同じジャンルでもいろん

な種類の本を見比べて、自分で調べてみるだとか、ある

いは興味を持ったものに対して、より深くもっと詳しい

本はないかとか、子どもの頃から本に興味を持ってもら

うというのは、安易というと語弊があるかもしれません

が、他のすぐ出来ることとは別に、そういった調べるこ

との喜びだとか、知った喜びというものを伝えていけれ

ばいいなと思いますので、これから生涯学習センターと

か図書館を新しくするだとか、いろんな形も出てきます

けど、合わせて学校図書とか、先ほど話しがありました

放課後児童対策などの図書ですとか、また両親が働いて

いますと、家族で本を読むというのはなかなか大変かも

しれないですけど、ほんの少し週末や何かのとき、また

は家でも、少し本に目を通す習慣が付いて、そこでの会

話というか、コミュニケーションまでいければいいなと

いうふうには考えておりまして、この読書活動推進計画

というのはある意味では地道な活動にはなるかもしれな

いですけど、継続して実施していきたいなと考えており

ます。後ろの方に素案ということで出ていますけど、改

めて中身を見ていただいて、こんなことを室蘭独自にや

ったらどうだろうだとか、このようなことを広めた方が

いいのではないだろうかなど、ご意見ありましたら遠慮

なく次の機会、あるいはこちらに直接連絡していただい

てもかまいませんので、ご意見いただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。他にありませんか。



 21 

なければ報告第３号は終了いたします。 

 

稲川委員         すいません。質問なのですが、前回お聞きしたときに

資料を読みながら分からなかった情緒障害児のことです。

会議録で出てきていて、報告３号別紙という部分で、自

閉症の男の子が１９人で女の子が３人で、合わせて２２

人という形で、随分多いなという質問をしたのですが、

それの答えが議事録には載っていたのですけれど。 

 

國枝教育長        ５ページですね。 

 

稲川委員         はい。このいただいた資料を見ても、２８年度就学支

援部会受診在学児童・生徒判定内訳表というので１０２

名いるのですよね。もう１回この最初の表についてです

が、これが在学児童というから、小学校１年生から中学

校３年生までの在学児の中で、自閉症と情緒障害が８名

しかいないということなのですか。 

 

中野学校教育課長     それにつきましては、次年度の就学先の判定のための

手続きをしておりまして、小学校１年生から中学校２年

生を対象としているのですが、そのときに次年度に現在

の在籍からなんらかの変更があるのかという不安がある

という相談があった件数で、情緒障害があるお子さんで

も、現在の学級でそのまま何も問題ないという方は入っ

ておりません。相談があった件数と近いニュアンスと考

えていただきたいと思います。 

 

稲川委員         そうですか。それなら、今年の子どもが２２人、今年

も入学する子どもが６００人ぐらいいるのかも分からな

いけれど、２２人ということは、その中の情緒障害児は

３パーセントぐらいいるということですか。そうすると、

これが大体平均して情緒障害や自閉症の子がいるとする

と、８学年だと１６０人か２００人ぐらいいるのでしょ

うか。今年私も初めてこのデータを見たものだから、こ

のぐらい毎年、入学者の３パーセントもこういった自閉

症の子がいて、ネットで調べたら、少し多動症候群も含
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めれば６.５パーセントぐらいいるような話もあるので、

こういったデータは、やはり年度毎できちんと見ていか

ないと、突然突出しているのか、突出しているならどの

ような理由があるのかとか分からなくて、実は子ども達

をどのように育てていくか判断するために、４ヵ月健診

と１ヶ月健診と３歳児健診があって、それから学校上が

るまでなくて、いろんなことで、多動症候群なんかがあ

るので５歳児健診があったほうがいいのではないかとか、

早く見つけるとか、そうして療育に結びつけるというこ

とがあるのですけど、私の理解よりも数段多く、毎年２

０人ぐらいの子がいるのであれば、この地域の児童精神

科医は実はいないので、札幌の病院にいた先生がミネル

バの方にいて、色々とやってくれていて、市立病院にも

少し行って判定業務等をしてくれていたのですが、この

地域で毎年２０人もの情緒障害のような色々と見ていっ

てあげなければいけないことがあるのであれば、これは

やはりこの地域の問題で、太陽の園に全部お願いすると

いうわけにもいかないから、昔の肢体不自由児の巡回診

療とか、色々なことで札幌から来たり、時代が要請して

いる子ども達をどうやって見ていくかということに係っ

てくるものだから、少しこの２２人というのは多いのか

少ないのかどうなのだろう。 

 

中野学校教育課長     傾向として、この特別支援教育というものが始まって

１０年近く経つのですが、年々割合は増加しているとい

うことで、ここ数年は毎年２０人前後のお子さんが、情

緒不安があるということで挙がってきております。それ

らについては、色々検査をかけた結果、大丈夫なので通

常学級になるお子さんも沢山いるのですが、中には幼稚

園、保育所でも情緒が目に付きやすいということもあり

ますので、こういった障害のあるお子さんについては、

教育委員会の方によりいっそう丁寧な報告をしてもらっ

ているという体制も色々出来ているということもありま

すので、そういったところから近年情報提供があって、

増えているところはございます。 
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稲川委員         私も小児科医をやっていながら、こういったデータは

知らなかった。就学児健診を担当の先生が行っていて、

どこでこの子達が判定されて初めて親が分かったのか、

それとも幼稚園とかいろんな所で分かったのか、それか、

これがあるからあいくるに行きなさいとか、きちんと療

養にそれなりにのっている人が９割以上いるのか、少し

こういった部分も健康推進課の方々と、あるいは小児科

医全体で共有するとか、そうしたことをしていかないと、

ただデータだけで今年何人いましたというよりも、トレ

ンドでずっと見ていって中学２年までの在籍の中で、情

緒障害児がどういった形になっていて、もちろん途中か

ら良い方にいくのもいいし、転勤とか転入者もいるでし

ょうけど、そうしたデータを少し、ある種皆と医療機関

の人と共有するような努力など、そうしたことをしてい

たら、少しこの地域の児童精神医療をどう進めていくか

ということの助けになって、また我々もこういったデー

タがないと動けないけれど、５年１０年に亘って、毎年

こうしたことが出ていれば、太陽の園にお世話になって

いるという話があれば、やはり何とか自前でやってもら

う方向で考えようとか、そういったことが出来るのだけ

ど、私はこれについては今年知ってショッキングなデー

タだったから、もしここ１０年ぐらいのデータがトレン

ドとして出て、そして室蘭の教育が悪いからとかそうし

たことではないと思うから、伊達市や登別市など近隣の

所のデータと比較しながら、どう対処していかなければ

ならないかということを考える素材を少し頂けないと、

考えられないなと思っているけれど、あなたの感覚とし

ては増えているなという感じはあるわけですね。 

 

中野学校教育課長     はい。 

 

稲川委員         知的障害、難聴その他は大体きちんと診断基準があっ

て、ある程度判断できると思うのだけれど、情緒のとこ

ろはきちんとした知能検査をしてアンバランスがどれだ

けあるかとか、多くは児童相談所がやってくれていると

は思うのだけれど、実際心理判定士を用意してきちんと
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やってくれている所は、太陽の園ぐらいしかないという

気がするのです。ただ、少なくとも毎年２０人ぐらいの

子がいて、それがいればボーダーラインがあるわけだか

ら、もう少し多いそのような集団が色々と困っていると

思うから、そういったことを教えていただきたいという

ことと、このような人のお母さんへの色々な支援は教育

委員会が担当なのか、それとも健康推進課とかそういう

ところが担当しているのか、特に情緒障害はとても手が

掛かるもので、跳び出て行ったり、家の中に鍵かけなか

ったりしなければいけないなど、本当に大変なのです。 

 

國枝教育長        基本的には学校に通っている人については、教育委員

会ですか。 

 

中野学校教育課長     それも庁内の色々な課に分かれることがあるのですが、

例えば子育て支援が担当していたり、健康推進課であっ

たり、色々な課で連携しながら対応しているという状況

で、ここが担当というように決まったところはないとい

う感じです。 

 

國枝教育長        あいくるの方では支援ファイルというものを作りまし

て、そういった疑いのある子どもについてはずっと記入

して、小学校中学校でも書いています。 

 

稲川委員         そうしたものも作っていましたね。 

 

國枝教育長        ただ、まだ全部に浸透していないものですから、そこ

らへんをもっと広めて、お母さん自身も成長を自分で書

き込むことなど、直接見えるような形にするというのは、

教育委員会も保健福祉部と連携してやらせていただいて

います。その経年的なデータについては出せるものなの

ですか。 

 

中野学校教育課長     はい。全道的な健康の資料と本市の資料は、ここ１０

年ぐらいのものを作っておりますので、そこは傾向とし

ては全道的に同じように、情緒のお子さんは大きく増え
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ているという状況なのですが、最近の表は作っておりま

すので、何かの形でお出しできるかなと思っております。 

 

國枝教育長        先生、次回でもよろしいですか。 

 

稲川委員         もちろんです。次回でなくても、私のところに郵送し

ていただいてもかまいませんし、医師会に持っていって

いただければ搬送していただけますから。 

 

國枝教育長        それでは、そういったデータがあるので、先生に見て

もらいたいと思います。 

 

稲川委員         引きこもりの子ども達も、多動症候群の子ども達もい

て結局そういった子ども達が不登校になっていったり、

本当の情緒障害で知的障害のある子たちは、あきらかに

分かるのですけど、ある程度のＩＱがありながら情緒障

害の子どもたちは、いじめられたりといったことが起こ

ってくるから、その子達のデータを少し教えていただき

たいと思います。全体で不登校というのも、新聞を開く

と必ずいじめから不登校から、色々な教育委員会の問題

が出てくるから、私も教育委員になったら、こういった

内容に気を配る必要があるのかなと感じています。枚挙

にいとまがないといった感じで問題が出ていますから、

そういった内容をまとめたものを時々報告していただけ

ればと思います。私たち教育委員がどこまで役割を果た

せるかということは、まだ私も分からないのですが。 

 

國枝教育長        いじめとか不登校とか、あるいは今のような特別支援

学級の関係とか、そこら辺のデータの提供はさせていた

だいてご意見等いただいて、そこから新たな取り組み、

医師会さんやいろんなところとの連携で、勉強会を行っ

てみるとか、そこまで出来れば非常にいいなと思ってい

ますので、そこら辺のデータは他の委員さんもこんなデ

ータ、あるいはこんな資料を見たいということがあれば、

おっしゃっていただいて、あるものについては提供でき

ると思いますので、よろしくお願いいたします。 
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稲川委員         こないだも天沢小学校の校長先生が、私のところでは、

全然少人数学級で、いじめも不登校もありませんとおっ

しゃっていましたが、ずっと新聞を読んでいると、本当

にいじめをなくすなどをするには、少人数学級の方がい

いと、答えはないと誰もが言いながらも、唯一答えらし

いことを言っているのが少人数学級だと言っている人が

いらっしゃったから、もしも室蘭でも少人数学級のとこ

ろと多人数学級のところで、不登校とかいじめの頻度が

どのぐらい違うかということが、今も実際に不登校の子

ども達が何十人か何百人かいるだろうから、その人達の

分布が、もしも小人数学級ではほとんどないけれども、

少なくとも３５人とか４０人ぐらいの学級に多いという

トレンドがあるのだったら、それはそれで考えていかな

くてはならないことだと思っています。その辺のデータ

は把握していらっしゃるのでしょうけれど。 

 

杉本教育部長       先ほどの資料と一緒に今年度の資料もありますので、

合わせてご用意させていただきます。 

 

國枝教育長        新聞で話題になったりした場合に、それぞれの立場で

資料とかありましたら、全部が全部出せるという形には

ならないかもしれないですが、出来るだけ寄り添うよう

な形で提供していただきたいと思いますので、今後とも

何かありましたら遠慮なく言っていただきたいと思いま

す。それでは、これをもちまして平成２８年第１２回室

蘭市教育委員会定例会を閉会いたします。 
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