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平成２９年第１回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 

１  日  時      平成２９年１月１２日（木） 

                    開会 午後６時３０分 

                    閉会 午後８時０５分 

 

２  場  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 報告第５号

第８ 議案第１号

第９ 議案第２号

第１０ 議案第３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 ８ 年 第 ４ 回 室 蘭 市 議 会 定 例 会 議 事 内 容 に 関 す る 件

平 成 ２ ８ 年 第 ２ 回 室 蘭 市 議 会 臨 時 会 議 事 内 容 に 関 す る 件

室 蘭 市 教 育 委 員 会 １ 月 ・ ２ 月 行 事 予 定 の 件

教 育 機 関 等 に 対 す る 寄 附 採 納 の 件

平 成 ２ ９ 年 度 教 育 予 算 に 係 る 意 見 書 提 出 の 件

室 蘭 市 教 育 委 員 会 会 議 規 則 中 一 部 改 正 の 件

室 蘭 市 立 学 校 職 員 の 懲 戒 処 分 内 申 に 関 す る 件

平成２９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の件

 

 

４  出席委員   國枝教育長 谷藤委員 前田委員 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２９年第１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、稲川委員を指名い

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） 

 

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号平成２８年第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。事務局の説

明をお願いします。 

 

杉本教育部長       それでは、報告第１号平成２８年第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ありまして、本会議

における一般質問は、５会派から１１人で、うち９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

ますので、概略を説明させていただきます。最初は、公

明党室蘭市議会の、砂田議員からの質問で、１ページか

ら２ページまでは、美術工芸品類について、絵画等の保

管・管理方法、備品台帳の整備とチェック体制、活用策

についての質問があり、専用の収蔵庫に保管しており、

耐震改修工事に併せ、２倍以上の面積を確保したこと、

管理簿を作成し、適正な管理に努めているほか、本市ゆ

かりの美術家の作品展示等を行っている旨を答弁してご

ざいます。また、美術館以外での展示についての再質問

では、今後、オープンする生涯学習センター等において

も展示について検討する旨の答弁をしております。３ペ

ージから５ページまでは、市政協同の早川議員からの質

問で、青少年科学館に展示されているＤ５１型蒸気機関

車についての認識と今後の取扱いについての質問で、貴
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重な鉄道遺産であり、今後も市民の目に触れられるよう

保存していく考えを答弁してございます。Ｄ５１の移設

の可能性と可能な場合の費用についての再質問では、老

朽化は進行しているものの、移設は技術的に可能であり、

青少年科学館の敷地外への移設と、移設場所の整備費用

を併せ、約４千万円強と見込んでいること、Ｄ５１の今

後のあり方についての再々質問では、移設後の維持管理、

活用方法の課題はあるものの、国登録有形文化財である

旧室蘭駅舎への移設を平成３０年度を目処に進める旨を

答弁してございます。６ページから９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、冬季スポーツ

の現状について、だんパラスキー場及び中島スポーツセ

ンターの設置目的と冬季スポーツの考え方の質問があり、

冬季における市民の健康増進やスポーツ振興は重要であ

り、中島スポーツセンターのリンクは西胆振全体でも唯

一の室内リンクであり、重要施設の一つと認識している

旨を答弁してございます。中島スポーツセンターの耐震

改修とコスト、通年リンクの可能性についての質問では、

耐震改修による延命化を考えており、冷凍設備、耐震化、

老朽化対策の合計で９億５，０００万円程度の経費を試

算しており、プールについては市内他施設を活用するこ

とで廃止とし、維持管理経費を軽減するため、当面は、

冬季のみリンクとして開設する考えを答弁してございま

す。だんパラスキー場の維持コスト、小学校授業の冬季

スポーツの再質問では、老朽箇所など合計約１億１７０

０万円ほど維持費が必要であり、スキー場のあり方につ

いて検討課題としていること、小学校１３校がスケート

学習、２校がスキー学習を行っており、近隣各市町との

連携を視野に入れ、冬季スポーツ活動の充実・改善を図

る旨の答弁をしてございます。中島スポーツセンターの

あり方についての市長のビジョンについての再々質問で

は、改修工事等を進めながら存続していくとともに、広

域利用の更なる振興を図ることができないか、検討して

いくことを答弁してございます。１０ページから１４ペ

ージまでは、市民ネット・むろらんの立野議員からの質

問で、中島スポーツセンターの冷凍設備改修の質問では、
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環境省の補助を活用し、ノンフロンで電力使用量の少な

い機器を検討している旨を、入江運動公園への移転や、

存続に至る決定、内容についての質問では、これから移

転を計画することは、長期間、リンク機能がなくなるこ

と、中島地区は交通の利便性が高いこと、中島スポーツ

センターは、天候に左右されず、安定して利用できるこ

と、氷上競技や小学校授業、市民の健康増進に利用され

ており、近隣に代替施設がないことなどから存続の意向

を決めた旨の答弁をしてございます。１３ページの今後

のスケジュール感についての質問では、来年度に向け、

冷凍装置を改修し、その後、耐震計画等の策定や耐震工

事、老朽化対策を進めていく旨の答弁をしてございます。

１５ページから１６ページまでは、市政協同の鈴木議員

から中学校の部活動についての質問で、生徒や教員の減

少に伴う対応や、他校で活動する場合の基準については、

生徒、学校、保護者の考えの十分な合意を図りながら、

学校や地域の実態に併せ、対応しており、明確な基準で

はないものの、移動手段や学校のルール遵守など、協議

をし、合同チームとして活動していることなどを答弁し

てございます。札幌市の取組みの考え方についての再質

問では、今年度より札幌市で導入された学校間連携方式

の取組みの成果と課題などを注視し、検討していく旨の

答弁をしてございます。１７ページは、市政協同の徳中

議員から建物の管理についての質問で、建物の管理状況

のうち、学校の防水や壁の塗装などの補修計画について

は、建築年数等を総合的に判断し、対応しているほか、

建築年度が古い小学校が８校あることから、児童の安全

や学習環境に影響がないよう、学校と情報交換を行い、

適切な施設管理に努めている旨を答弁してございます。

次は、１８ページから２７ページまで、日本共産党室蘭

市議団の常磐井議員からの質問で、就学援助制度につい

て、生活扶助基準の引下げによる影響や、認定基準引き

上げ後の制度対象外の程度、援助率の推移、制度周知の

実態についての質問があり、平成２７年度の引下げによ

る影響は４７人が対象外となり、今年度、認定基準の引

き上げ後も対象外の児童生徒は１３人となっていること、
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要保護、準要保護の児童生徒数、援助率は、毎年、減少

傾向にあること、入学時や進級時に全保護者に周知文書

の配布やホームページでの周知を行っている旨の答弁を

してございます。生活保護基準引き下げ前を基準に１．

３倍で試算した場合の児童生徒数についての質問では、

新たに６１人が準要保護の対象となる見込みであること、

制度の適用外となる世帯は家計負担となっていることに

対する配慮についての質問では、制度の性質上、非該当

の場合の負担は生じるものの、あらかじめ制度の内容や

基準等を説明して理解いただくことが重要である旨を答

弁してございます。新入学準備金の３月支給についての

質問では、新年度の入学前に支給できるよう準備を進め

ていること、準要保護への国庫補助についての質問では、

北海道都市教育長会を通じて国や道に要望活動を行って

おり、今後も強く要望していく旨の答弁をしてございま

す。２２ページからは、学校給食についての質問で、給

食費補助制度について、就学援助による補助のほかは市

費の補助はしていないこと、第３子を無料化した場合に

は対象人数が１６６人で、７，１０４，２８５円の財源

が必要となること、２６ページの子育て支援対策として

実施する考えについての質問では、貧困への支援につい

て保健福祉部と連携し、これまでも様々な取組みを行っ

ており、新たな取組みについて庁内で検討していく旨の

答弁をしてございます。２８ページから３３ページまで

は、市民ネット・むろらんの佐藤議員から、学校管理下

における災害・事故についての質問で、平成２７年度に

４３０件の負傷等が発生し、状況については場所が体育

館１９５件、行事では授業中が１４８件、部活動が１１

３件などであること、共済掛け金の保護者負担金を全額

公費負担とした場合、２，０９３，０００円である旨の

答弁をしてございます。３１ページの事故状況の再質問

では、小学校の組体操では２件、中学校の体育の柔道で

は８件の発生があったこと、掛け金を全額公費負担とす

ることへの考え方については、全国的にも教員の多忙化

解消が課題であり、学校業務改善推進会議を設置し、他

市の取組みを調査し、学校側の意見も聞きながら検討し
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ていく旨の答弁をしてございます。３３ページの市長の

所見についての再々質問では、子育て施策について、事

業の選択と取組みについて検討中であり、学校現場の多

忙化解消に向けて総合的に判断していく旨の答弁をして

ございます。最後の３４ページから４０ページまでは、

市民ネット・むろらんの髙橋議員から、子どもの貧困に

係る支援策についての質問で、就学援助の入学時準備金

について、小中学校とも新年度の入学前に支給すること

とし、今年度は各小学校の入学説明会で申請書を受け付

け、３月末に支給、中学校は手続きが必要ないことから

３月上旬に支給できるよう準備を進めていること、保護

者への周知については、市教委からの文書やホームペー

ジなど、より分かりやすい内容となるよう改善していく

ことを答弁してございます。３６ページの学習支援につ

いての質問では、学習支援員などにより個に応じた指導

に努めているほか、保健福祉部が学習支援事業を実施し

ており、今後も連携を取っていく旨の答弁をしておりま

す。３８ページですが、就学援助について、他に支給時

期の見直しが必要なものについての再質問では、修学旅

行費について一部中学校が５月上旬の出発に間に合わな

い状況があり、改善に努めていく考えを答弁してござい

ます。生徒会費やクラブ活動費を就学援助の対象とする

考えについての質問では、他都市の実施状況等を調査、

検討しており、実施時期等を適切に判断していく旨の答

弁をしてございます。４０ページの貧困による学力差を

解消することにより、全体の学力向上につながる考えに

ついての再々質問では、今後、第３期学力向上基本計画

策定において、検討を進めるとともに、コミュニティ・

スクールの推進においても、地域連携の面からも水準の

維持・向上に努めていく考えを答弁してございます。第

４回室蘭市議会定例会議事内容につきましては、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。

それでは、関連もありますので、日程第４の報告第２号

平成２８年第２回室蘭市議会臨時会議事内容に関する
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件を引き続き議題といたしまして、事務局の説明をお願

いします。 

 

杉本教育部長       それでは、報告第２号平成２８年第２回室蘭市議会臨

時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２回臨時会は、１２月２７日に、会期１

日間で、中島スポーツセンターの冷却設備等整備費に係

る補正予算の審議のため開催されたところでありまして、

本会議では、市民ネット・むろらんの、立野議員から質

問がありましたので、概略を説明させていただきます。

最初に、中島スポーツセンターの経緯、整備内容、財源、

今後の考え方についての質問で、平成１８年４月に建物

の無償譲渡及び、土地の使用貸借の契約を締結したこと、

近隣自治体など広域的に利用されていること、冬季スポ

ーツの拠点施設として大きな役割を担っており、存続の

判断としたことを答弁してございます。また、整備内容

は冷凍圧縮機２台などとし、特定財源１億５１万円など

により行うこと、運営につきましては、今後も指定管理

者によることとし、リンクのみの運営で年間約１，８６

０万円を削減できること、耐震化対策等は来年度に存続

のあり方について検討していくことを答弁してございま

す。４ページの駐車場についての質問では、商業施設の

情報があり、代替場所について施設隣接地の活用を協議

していること、５ページの冷却設備の消費電力について

の質問では、省エネ型機器を予定しており、そうでない

機器と比較して年間約５２０万円の軽減となること、指

定管理者の今後の考え方についての質問では、平成３２

年度までの現協定の期間中は継続して管理運営をしてい

ただくこととし、その後については、公募・非公募の条

件見直しも検討していくことを答弁してございます。６

ページの来年度の検討内容や時期についての質問では、

他の場所に移転した場合と現地改修とのメリット、デメ

リット等をスケジュールを含め、広い見地から検討して

いく旨の答弁をしてございます。第２回室蘭市議会臨時

会議事内容につきましては、以上でございます。 
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國枝教育長        先ほどの第４回定例会と今回の臨時会、併せまして御

質問等はありませんか。 

 

谷藤委員         臨時会まで中島スポーツセンターの件を引っ張ってい

たようですが、ある程度、議員の中では納得はされたの

ですか。 

 

國枝教育長        結果といたしましては、補正予算を議決審議するため

に開いたのですが、全会一致で補正予算は承認をいただ

きましたので、基本的には明確に反対という議員さんは

いらっしゃいませんでした。ただ、第４回定例会の前も

そうでしたが、公共施設の適正配置ですとか、あるいは

財政見通しでは、ここ何年間は大変厳しいということが

ありましたので、今回どうしても機械を更新しなければ

ならないという形に対して、経費も４億円いくらかかる

という中で、全体の財政上大丈夫なのかとか、耐震など

の改修のスケジュールや考え方などはどうなっているか

といった質問がありまして、更新をして、整備をして、

存続することに関しては全議員さんからご承認をいただ

きました。 

 

谷藤委員         はい。 

 

國枝教育長        他に何かございませんでしょうか。          

 

稲川委員         子どもの貧困に対して、室蘭市でも独自にいろいろや

られているように思うのですが、子どもの貧困に対して

はいろんな形で言われているのですが、学歴の問題、学

歴社会に行けないだとか、食生活の問題もあって給食を

どこかでやろうという福祉の方もいらっしゃるし、今ま

では市が独自でやろうとすると、国は、補助金を減らす

というようなことが、私が関与した乳幼児医療では苫小

牧ではここまでやって、札幌は、東京は就学前までほと

んどやって、その分自治体は補助金を減らされるのです

が、こういう子どもの貧困に対して、市が独自で国や道

が言っている以上にやろうとすると、補助金が減額され
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るといったような締め付けのような予算の問題があるの

でしょうか。 

 

國枝教育長                とりわけ、子どもの医療費については、今でも国民健

康保険の国の負担については、乳幼児、小学生、中学生、

１８歳までと無料化しているところについては、自己負

担がなくなることによって増えるとされる医療費に対し

て国の負担を減額するというような、むしろ締め付けの

ようなことは実際ありますし、それに対して多くの自治

体が、都道府県はほとんど乳幼児はやっていますし、そ

れにプラスして市町村が小学生まで、中学生まで、１８

歳までというような形でやっているのですが、都道府県

がやっている就学前までの制度については、できるだけ

国の方ではそういうペナルティ的な形は除いていこうと

いうのはあります。 

 

稲川委員         報道にも出ていましたよね。これからやめると。４月

からやめるのか来年からやめるのかわからないけども。 

 

國枝教育長        そうですね。まだどうなるかはわかりませんが、ただ、

市町村が取り組んでいるものに対しては、やはり依然と

してペナルティ的に、国の負担を減らすというような形

での対応はございます。 

 

稲川委員         生活保護の基準が下がったことによって、４７人の

方々が就学援助の対象ではなくなったとありますが、今

まで通りに室蘭市が援助しようとするとペナルティが入

っていくということなのか、それとも法律の趣旨からす

ると、そうなのだから駄目だということなのか。 

 

中野学校教育課長     就学援助という制度なのですが、これについては、基

準については市町村の方で定めていまして、基準を上げ

たから国の何らかの措置がペナルティにより下がるとい

う制度にはなっていないです。 

 

國枝教育長        基準というのは、生活保護費に対して準要保護、要保
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護に準じる世帯ですが、生活保護ではないけど生活保護

をちょっとしか上回らない、あるいはそれに近い世帯を

準要保護といいますが、それに対しては市町村が生活保

護費の何倍にするかというのが基準となっております。

今、だいたい１．３倍、生活保護よりちょっと上だけれ

ど生活が大変な世帯、これは市町村が独自に決めている

のですが、室蘭市の場合は１．２倍だったのを１．３倍

に上げたという形なのですが、その前に生活保護の基準

自体が３年続けて下げられたということがありまして、

これは生活保護が増えているとか、生活保護を受けない

でいる人より生活保護の人の方が優遇されているだとか、

ちょっと誤解もあるのですけれども、そういうような形

になっているので、１．２倍しても元の生活保護の基準

が下がっちゃうとそれに１．２倍掛けてもやはり減って

しまいます。そういう形で対象から外れたケースは実際

にありまして、２８年度から１．３倍に引き上げたとい

う形で対応を取っており、それに対するペナルティとい

うのは特段ありません。それから、市長も子育て支援と

いうことでいろいろな形の取組をやっていますけれども、

その中では子どもの貧困対策というのは避けて通れない

形になっております。この中でも出ておりますけれども、

学習支援といいまして、塾に行きたくてもなかなか行け

ないだとか、親の理解がなくて自分が何になりたいとか

勉強したいとかいっても、そういうものに対してなかな

か理解が得られないということがありまして、地域で教

職員ＯＢの方や工大の学生の方がボランティアとして土

曜日の午前や午後に勉強を無料で教えて、そして少しで

も自分の夢を叶えられるような形での支援をやっており

まして、今は２か所でやっているのですが、それに対し

て市が補助金を出している状況で、来年は拡大も検討し

ているところです。それと、今回質問の就学援助などの

中で、就学援助は年度毎に出すものですから、所得があ

る程度決まった段階で、これは毎年大体６月頃にお金が

出るのですが、入学準備金は皆さん３月、２月にランド

セルを買ったり、制服を買ったりするのですが、結果後

払いになっているのです。これは、全国的にそういった
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形になっているのですけれど、それも結局後払いによる

負担というものも出てくることですから、何とか買うと

きに合わせて支給できないかと、これも１つの貧困に対

する支援になるのではないかという質問が、今回だけで

なく前から出ていて、他市の状況なり、それによる弊害

なり、いろんなことをずっと中で検討させていただきま

して、今回なんとか検討課題もクリアできそうなので、

それだったらやろうという形で、今回、今１月ですけど、

今年度３月中に、来年度の４月から小学校と中学校に入

学される方に対しては、本来なら６月にいつも支払って

いるのですが、それを３月に支払う手続きをしようとい

うことで、現在学校教育課の方で準備をしているところ

です。 

 

前田委員         答弁の中で、３月に支給して、４月に異動になって転

勤になると戻してもらうと書いていますけれど、あれは

本人から戻してもらうのか、転勤先の役所から戻しても

らうのか。１度もらったものを返還はしづらいですよね。 

 

中野学校教育課長     今おっしゃられたことがまさに課題になっておりまし

たので、こちらとしましては、支給前に市内小中学校に

入学されることを十分に確認しようとは思うのですが、

万が一急になった場合については、本人から返還しても

らうことに関しては、あらかじめ保護者に伝えています。 

 

國枝教育長        結局受け取って、転出されて、また申請すると、そち

らの方でもまたもらえるということもありえることで、

ただ、市町村によっては基準が少し違うものですから、

必ず転出したからそちらでも該当になるということでは

ありません。ただ、データ的に見ると大体３月に該当す

るかどうかを確認して支給すると、よほどのことがない

限り、市外に出るというケースはほとんどないですね。

いわゆる一般のサラリーマンであれば、４月１日の異動

とかがあって移る方がいらっしゃいますけれど、準要保

護などに該当される方では少ないので、そこらへんは事

前に市のほうでの十分なチェックと本人についての確認
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を行う中で対応していきたいと考えております。道内で

これを行っているところはなかったですが、本市より先

に苫小牧がやるということになりまして、他に札幌でも

やるということになり、他にも３市か４市出てきたので

すが、みんなやるのは中学生だけで、中学生の場合は小

学校から受けている方がいらっしゃいますので、再審査

ということがなく該当となりますが、小学校となります

と、今まで全く受けたことがない、全く教育委員会も家

庭の状況等を把握していない方なのですが、室蘭の場合

は、両方ともまず書類の審査・確認によって、小学校入

学、中学校入学両方とも今年の３月からやろうというこ

とで、今、準備をしております。 

 

稲川委員         子どもの貧困という言葉がすごく独り歩きしていて、

池上さんが書いた本にも６人に１人が貧困とあり、行政

が貧困として捉えていくとすると、生活保護など経済的

な貧困だし、こっちの人たちは大学に入れないだとか、

大学に入ってからいろいろだとか、いろいろな子育てと

か子どもに対する国の予算の出し方が全然低いという、

世界の平均は５～６％行っているのに日本はせいぜい

２％弱だという話で、いろいろな形でやれと言っている

のですけれども、子どもの貧困ってどういうことに焦点

を当てて、池上さんは、施設から卒業した人たちが本当

に貧困という形だと言ってて、今度、１８歳までの児童

養護施設、これが２０歳までいていいということになっ

て、２歳上げることによって少しは貧困から脱せるんじ

ゃないかという形なのですけども、子どもの貧困という

言葉が独り歩きして、もっと焦点を当てて何にこういう

ことと一つ一つ課題を見つけていって、行政はやってい

った方がいいと思うのですが。 

 

國枝教育長        子どもの貧困に対する取組では、金銭を支給すること

だけで問題が解決するかというと決してそうではなくて、

日本特有の１人親家庭になったときの働く手立てなどが

日本は弱いですし、養育費や何かの関係についても法律

なりの強制力がないものですから、そんな中で、親がい
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かに自立するために、例えば親が働くための資格を得る

ことに対する支援、これに関しては実際、保健福祉部で

行っているのですが、看護師だとか色んな資格を取るた

めの支援とかも行っているのですけれど、こういった親

が自立して生活できる支援というのも、金銭的な支援以

外にも進めていく形が必要ではないかと思っているので、

そういったことを総合的に行っていく中で、取り組みに

ついては庁内でも検討しながら進めているところです。 

 

稲川委員         給食の援助みたいなものもありましたよね。期限切れ

間近のものを使って給食をやるとか。ただ、そこに行っ

ている子どもたちは貧困なのかっていじめられて心がや

られたらかわいそうだなと思うのだけれども。その辺の

子どもたちの貧困対策としてこういうことをやっていく

と言うと、何か受ける方の子どもたちがかわいそうだと

いう気がするということはあるのですが、あまり給食を

もらいに行く子どもたちが参加しづらい環境とか、そう

いうことやっているとご飯食べられてうれしかったとい

う新聞報道は出るのだけれども、そこに本当に行きやす

い環境として、何かいいキャッチフレーズとか、そうい

うものがあった方がいいような気がしますが、どうなの

でしょう。 

 

國枝教育長        私が保健福祉部にいた頃に、学習支援などの支援がス

タートしたのですけれど、塾などにも中々行くことが出

来ない子ども達を対象に行うものであるので、はたして

それを大々的にＰＲするのが良いのだろうかという話が

あったり、あるいは小学校、中学校の校区ごとに設ける

ことが果たして良いのだろうか、同じ学校ですから、知

っている人しか集まらないような環境が果たして良いの

だろうかということを論議させていただきまして、結果

として、学校を通じての周知だけにしようと、敢えて募

集とかこういうことをいつやりますとかのＰＲはしない

ようにしようということでスタートさせていただいてお

ります。大都会であればそんなに目立たないのかも知れ

ないのですが、地方の町であればやはりそういう子ども
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食堂とか、フードバンクみたいな賞味期限がもう少しと

いうものに対して、支援したりということを大々的にや

りますと、やはりそこで知られるというか、あるいは人

を通じてわかってしまうというようなことが出てきます

ので、その辺は地方でやる場合に丁寧なやり方をしなけ

れば、かえってそれが子どものいじめとかあるいは周り

から変な目で見られるというような環境が生まれている

可能性がありますので。 

 

前田委員         貧困の子どもに援助するのは最短コースではあるので

すが、ではなぜ貧困になっているかという中身が問題な

のかなということが、私もこういった話を聞くたびに思

うのですが、よくＪＩＣＡなどは後進国に日本の若者が

行って教育して、貧しさのレベルを少しでも上げようと

していて、それは何をしているかというと、子どもにご

飯をあげるのではなくて、子どもを育てている親に収入

を得られる仕事ができるように教育して援助しているこ

とのほうが多いでしょう。それを国内に当てはめてみる

と、生活保護世帯だとか、１人親世帯だとかは、本当に

病弱で親が働けない場合と、中々仕事が長続きしないと

か、時間が短いため収入が少ないとか、そういったこと

で対象になっている人もいると思うのです。役所は第三

者の企業に頼んで公園の清掃であったり、整備であった

りをしているでしょう。あれの中で、１人親の人にも出

来ること、保護の対象になっている人でも働く意欲があ

ったら働ける場所、そういったものを作るようなシステ

ムがあったら、ただ支援を受けるのではなくて、働く場

所さえあれば、働きたいという人がいると思うのです。

そういったようにすると、子どもが貧しさを引きずらな

くてもよくなるのではないかと思っていて、そして外国

に昔行ったときいいなと思ったことが、観光地でゴミが

落ちていなくて、朝早く散歩しているとその掃除をして

いるのが若者で、なんだろうと思って聞いたら、学生が

生活の足しに、市からアルバイト料をもらって、公園の

掃除を毎日学校に行く前にすることで収入になるとのこ

とをしていて、もう一歩考えることで、同じ援助をする
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のでも、自立に繋がる援助の仕方もないのかと思うので

す。そうすることで、親がきちんと働いて収入を得てい

るということになれば、貧困の連鎖ということもあまり

繋がらずに済む可能性もあると思うのです。そのため、

子どもに直接援助をする食事を援助する、奨学金を貸し

たら、それを回収するのに子どもが何十年も返済しなく

てはならないので貧困だということでは、何の解決策に

もならないと、漠然と日頃から思っています。 

 

國枝教育長        子どもの貧困ということは、金銭だけでの解決はない

でしょうし、生活保護などでも働きたいという方は非常

に多いのですが、働けばすぐに生活保護が廃止になって、

自立できるかというと難しいのが現実です。小さなお子

さんがいると、なおさら雇う側でも何かあったときとか、

学校の行事があると二の足を踏むことがあるものですか

ら、そういった面では、例えば保育所の充実ですとか、

延長保育とかの色々な充実が必要でしょうし、また生活

保護を受けている方でも、例えば生活保護費の半分だけ

でも自分で働けば生活保護費は半額支給される形になる

のです。働いていなければ全額、１０万なら１０万支給

ですが、５万働いている方には色々な計算式はあるので

すが、保護費で出すのは残りの５万で、合わせて１０万

になるといった形で支給されることになりますから、そ

の方が、ある程度自分で、半分でも自立に向けて取り組

んでいることになり、子ども達もそれを見て親の頑張り

を感じてくれるという形になるものですから、こうした

親の働きも重要な施策になると思うのです。人口が減っ

ていくという中で、生活保護は着実に増えていますので、

室蘭市も正直申し上げますと、生活保護率というものは

全道の市の中では高い方です。 

 

稲川委員         高齢者の生活保護率はどうなのですか。生活保護全体

で見ると高いけれど、高齢者が多いと生活保護率は増え

るのだとすると、子育て世代の生活保護率というのはど

うなのですか。 
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國枝教育長        室蘭市はそういった面は高くないです。むしろ、高齢

者が占める割合が高いです。それと、室蘭はものづくり

工業の町ということで、比較的働く意欲があり、上手く

仕事と合えばそういった場所で働くところが得られるこ

とがあり、限られたものだけで考えると見つからないケ

ースがありますけれど、一定程度広げれば働く機会があ

るということがあります。 

 

稲川委員         生活保護の方は医療費が援助されますから、小児科で

も何人か大人の方を診ているのですが、その中で毎月１

回ぐらいは、この人は本当に就労できないのかと確認す

るために診断を求められます。そういった方々が本当に

就労できないのかどうなのかというのが来て、就労でき

るという形になると、生活支援課の方々が、何とか働く

ように支援するというようなシステムがある。いろいろ

な病気を持っている方がいらっしゃって、病気で生活保

護になるということもあるでしょうし。 

 

前田委員         それは仕方ないですよね。 

 

國枝教育長        メンタルな病気で働けない方も多くなってますからね。

他にご意見はございますか。なければ報告第１号、第２

号は終了します。次は、日程第５報告第３号室蘭市教育

委員会１月・２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３号室蘭市教育委員会１月・２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。な

お、今回、２か月分の行事予定ということでご報告をさ

せていただきますが、これは、後ほど議案第２号の会議

規則の改正の件でご説明いたしますが、定例会の会議日

程がこれまで月初めに開催しておりましたが、今後は、

月の中旬～下旬になりますことから、翌月分の行事予定

についてご報告をさせていただきたいと考えておりまし

て、今回に限り２か月分の行事予定とさせていただきま

す。来月からは、２月に３月分、３月に４月分という形
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で、翌月分の行事予定をご報告させていただきたいと考

えております。次のページの報告第３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。１月１２日

～１６日に各中学校、１月１６日～２０日に各小学校で

３学期始業式が執り行われます。また、初入学児童の１

日入学がみなと小は１月２７日、それ以外の小学校では

２月１日～１４日にかけて実施されます。次に、生涯学

習課でございます。社会教育では、２月１６日に「平成

２９年第１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、１月８日に「平成２９年 室蘭市成人祭」が文化

センターで開催されたところでございます。次の、文化

センターでは、２月２６日に｢Ｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉ

ｏｎ Ｍｕｓｉｃ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ＷＡＬＦＡＲＥ

×ＭＵＳＩＣＦＡＩＲ｣が開催されます。次の市民会館

では、２月１１日に「２・１１平和をねがう文化のつど

い」が開催されます。次の青少年科学館では、１月５日、

１１日、１２日には「冬休み工作教室」、１月８日、９

日には「冬休み科学館祭」が開催され、２月８日～１２

日には「室蘭こども環境フェスタ第２弾」が開催されま

す。次のページをご覧願います。次の民俗資料館では、

１月２０日から３月１９日まで資料整理休館となってお

ります。次の市民美術館では、１月４日～２月２６日ま

で「人を見つめたまなざし－昭和初期から近年までの人

物絵画をめぐる－」が開催されます。次のスポーツでは、

１月２９日に「２０１７雪中キックベース inむろらん」

が中島公園野球場で、２月２６日に「第８回文化・スポ

ーツの祭典」が室蘭市体育館で開催されます。次の図書

館では、１月１２日、２５日、２月９日、２２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、１月１９日、２１日、２６日、２８日、

２月１６日、１８日、２３日、２５日に「ふくろう文庫

ミニ特別展『三百年のおんな』岩田専太郎／画、『女人

賛歌』森田曠平／画」が図書館本館で開催されます。次

の港の文学館では、３月３１日まで「港の文学館企画展

『生き続ける名作展』～あなたの名作教えてください～」
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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３号は終了いたします。次は、日程第６ 

報告第４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。事務局の説明をお願いします。 

 

大谷総務課長       報告第４号教育機関等に対する寄附採納の件について

ご説明いたします。次の報告第４号別紙をご覧願います。

寄附採納は２件でございます。１件目は、株式会社室蘭

市民斎場雲上閣様、並びに雲上閣協力会宝輪会様より、

実物投影機７台、金額にいたしまして２９４，０００円

相当のご寄附がございました。このご寄附は市内中学校

へ１台ずつ配布をさせていただき、教育振興のために活

用をさせていただきます。２件目は、ふくろうの会様よ

り図書１８冊、金額にいたしまして３４２，３６４円相

当のご寄附がございました。このご寄附は、ふくろう文

庫に収められ、市民の読書普及のため活用させていただ

きます。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。 

 

前田委員         実物投影機というのはどういったものですか。 

 

大谷総務課長       実物投影機は電気スタンドのような形をしていて、ア

ームの先にカメラが付いていまして、教科書とか教材な

ど児童・生徒が書いたものをテレビに映して見せるもの

です。 

 

前田委員         講演会等で講師の方が使うあれですか。 

 

大谷総務課長       今、小学校は各普通教室に大型テレビを整備していま

して、中学校は特別教室にあるのですが、テレビを授業

の中で使うことがありまして、実物投影機を使うことで、

テレビの放送だけでなくて、教材ですとか、例えば図形
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の問題を出して児童・生徒に解かせるものを前に出て発

表させるために、書いたものをテレビに映しながら説明

されるといった使い方をします。 

 

前田委員         それを実物投影機というのですね。 

 

國枝教育長        よく授業では活用されていますよね。子どもの発表の

ときにノートを持って前に出て、テレビに映し出して皆

に見せるといったことをしています。 

 

前田委員         こういったものは、今時の横文字の読み方が付いてい

るのかと思ったのですが、実物投影機という名前なので

すね。 

 

大谷総務課長       これにも色々な呼び方がありまして、書画カメラや、

教材展示装置といったりもしています。 

 

國枝教育長        それでは、報告第４号は終了します。次は、日程第７

報告第５号平成２９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５号平成２９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の件についてご説明いたしま

す。本件につきましては、教育委員会の事務に関わる条

例について一部を変更する必要があり、条例の改正には

議会の議決が必要となりますが、条例の制定や改廃等の

議案につきましては、市長が議会への議案提出権を有し

ており、また、教育に関する事務の議案を作成する場合

においては、教育委員会の意見を聞かなければならない

と定められておりますことから、今回、条例改正の手続

きを進めるに当たり、ご報告させていただくものでござ

います。今後の流れでございますが、今回、条例改正の

概要についてご説明をさせていただき、その後、今月末

に開催される、本市の条例の審査機関でございます規定

審査委員会にて審査を受けた後、次回の定例会で条例案
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をお示しして、議会への条例提案について市長への申入

れの議決をいただく予定でございます。その後、２月２

７日に開会いたします平成２９年第１回室蘭市議会定例

会に市長が議案として提出し、議会の議決を経て条例を

公布し施行という流れになります。それでは、はじめに

室蘭市職員の退職管理に関する条例中一部改正の件に

つきまして、ご報告いたします。お手元の資料、報告第

５号別紙１をご覧ください。本件は、地方公務員法の一

部改正に伴い、県費負担教職員に係る退職管理の適正の

確保を図るため、市立小中学校の校長が営利企業等へ再

就職した場合の届け出を義務付けるよう改正を行うもの

でございます。具体的な改正内容ですが、第３条の任命

権者を記載のとおり改正するものでありまして、公布の

日からの施行を予定しております。なお、対象となる職

については、規則で定めることとなっておりますことか

ら、今後、規則改正を予定しております。次に、室蘭市

文化センター条例中一部改正の件についてご説明いたし

ます。報告第５号別紙２をご覧願います。現在、文化セ

ンターリハーサル室については、耐震化のための改築工

事を行っておりますが、改築工事中のリハーサル室Ａ・

Ｂ・Ｃについて、面積等が変更となることから、資料中

段の表にありますとおり、使用料を改定するものでござ

います。なお、新たなリハーサル室は平成２９年９月末

の完成予定となっておりまして、改正条例の施行日につ

きましては、教育委員会規則で定める日とし、平成２９

年１０月を予定してございます。次に、室蘭市体育施設

条例の一部改正につきましてご説明いたします。報告第

５号別紙３をご覧ください。昨年１１月の第１２回定例

会で中島スポーツセンターのスケートリンクの冷凍装置

を更新し、プールを廃止するということをご報告したと

ころでございますが、このプールの廃止に伴い、体育施

設条例に規定されている中島スポーツセンターのプール

の使用料一覧の削除と、備考に会議室使用料に関する共

通の文言がありますので、網掛けの部分の一部を削除す

るものでございます。以上が３件の条例改正の概要でご

ざいます。説明は以上でございます。 
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國枝教育長        第１回の市議会定例会に予定しております、議案３件

でございます。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         別紙１の小中学校の校長が、営利企業等へ再就職した

場合の届け出というのは、具体的にどういったものなの

ですか。どういった目的で出すものなのですか。 

 

中野学校教育課長     学校以外に地方公共団体の職員が、退職後も現役時代

に関係あるような企業に就職した場合は、働きかけ等は

行ってはいけないという法改正が行われまして、その中

で特に部長、課長に相当する職については、そういった

企業に就職した場合には、報告するように義務付けると

いった制度になりまして、これにつきましては、道教委

からの通知がありまして、小中学校の校長については部

長、課長相当職に該当するものとして、市町村の条例で

義務付けなさいというような通知が来たものですから、

それに習って改正させていただくというものでございま

す。 

 

谷藤委員         天下りのようなものでもないのでしょうか。 

 

中野学校教育課長     想定されるのは学校でしたら、教科書会社とか、教科

で使っている紙とか、スポーツ用品店などに再就職した

方は、一定期間は元の職場に働きかけ等は行わないとい

うような形で、それに対する届け出を義務付けるといっ

たものです。 

 

谷藤委員         立場を利用して企業にとって有利になるようなことは、

しないようにするためということですね。 

 

國枝教育長        室蘭市の場合は、市のホームページなんかを見ていた

だきますと、退職した管理職の就職先が載っています。 

 

前田委員         ありがちなことですね。やはり規制がないといけませ

んよね。 
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稲川委員         現時点では届け出をするだけであって、それを拒否す

るわけではないのですか。まず届け出してくださいとい

うことで、それではっきりさせておいて、基本的にそれ

を拒否することではないのですね。 

 

國枝教育長        そうですね。ほかにありませんか。今、文化センター

のリハーサル室は改修の工事を行っている最中でござい

ます。それでは、報告第５号は終了します。次は、日程

第８議案第１号平成２９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。事務局の説明をお願いしま

す。 

 

杉本教育部長       議案第１号平成２９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。表紙をめくっていただきまして、1ページ目

でございますが、平成２９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２９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、配布しました参考資料を

ご覧ください。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現況であり、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）のいじめ・不登校問題等の生徒指導対策の充実、
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（４）の世界に通じる子どもたちの育成と国際理解教育

の充実のほか、（１１）として、就学のための経済的支

援など１１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、グラウンド、校教具

の整備など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白蘭小学校は、平成３０年４月開校

に向け、校舎棟及び体育館棟の建設費、グラウンド・外

構の整備費、机・椅子等の備品購入費を、（２）の高砂・

水元小学校統合校では、平成３２年４月開校に向けて、

地質調査及び実施設計委託を、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

室の照明器具更新を、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

ー耐震改修や(仮称)環境科学館・図書館整備のほか、生

涯学習センター整備の３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。 

 

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         （８）の通学安全対策の充実にある通学費助成とは、

どういった助成なのですか。 
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中野学校教育課長     これは、スクールバスの対象とならない小人数しか住

んでいないような地域から通学されている方については、

バス定期券相当分の助成をして、自ら路線バスで通学し

ていただくという制度になっていますので、その定期代

相当分の助成となります。 

 

谷藤委員         休校日などの対応は部活とかですか。 

 

中野学校教育課長     はい。部活の路線バス利用の助成です。 

 

谷藤委員         スクールバスの金額は年々上がっていましたよね。統

合していくのでしょうがないのかもしれませんが。 

 

國枝教育長        スクールバスの金額が上がってきていて、それと併せ

て、受けてくれるバス会社のバスが少なくなってきて、

スクールバスに回せる台数が限られてきていて、そうい

った中で効率的なというか、例えば小中一緒に乗るなど

活用策とかも、色々検討している最中です。 

 

稲川委員         あくまでも予算なのでしょうけど、これはほとんど１

００％執行されるのですか。 

 

國枝教育長        通常の整備とかの形は大体執行されている形ですけど、

先ほどあった就学援助などについては申請の状況とかに

よって余ったりだとか、足りなくなったりだとかは実際

あります。 

 

稲川委員         特別何かここに重点的なことを考えて、この予算を今

年度要求した目玉のようなものはあるのですか。例年ど

おりの統廃合等色々あるとは思うのですが、特別重点的

に考えたものがもしもあれば、教えてもらえますか。 

 

杉本教育部長       項目としては１の（１１）の就学のための経済的支援

は、先ほどご審議いただきましたとおり、貧困対策など

もありますことから、主な項目の中に今回改めて頭だし

させており、金額として新規というわけではないのです
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が、項目として載せております。後は、３の統合校の関

係でいきますと、それぞれの進捗に応じた学校整備事業、

８の文化財の部分では、議会の質問の中でもありました

蒸気機関車などがあります。 

 

稲川委員         ４千万ぐらいかかるのが４２３万で、まずは、初年度

はということですか。 

 

杉本教育部長       はい。本格的には３０年度になります。 

 

國枝教育長        後は、学校の統廃合の関係はもちろんありますけれど、

社会教育施設などにも計画的に取り組んでいますので、

向陽中学校の跡地の生涯学習センターの整備ですとか、

あるいは、環境科学館・図書館整備など、複数年度にま

たがるような形にはなりますが、どんどん具体化してい

くような形の取組は進めております。ですがやはり、学

校教育関係でいいますと、いじめ・不登校の問題だとか

は、不断の取組が必要なものですから、継続して行って

いくような形で、他には、１の（１０）のコミュニティ・

スクールも、今後広げていかなければ駄目だということ

で、今、西中とみなと小学校の校区で、まずモデル的に

実施を今年と来年の２回に分けて行わせていただいて、

３０年以降に関しては、出来る地区から増やしていこう

ということで、こういった取組を引き続き進めていきま

す。 

 

稲川委員         やはり予算は前年度と比較してどうなったか見ないと、

単年度だけだと中々分かりづらいところがありますし、

もちろんしっかり議会とかそういったところで、決算が

どのような形で使われているかときちんと指摘されてい

れば、我々がどこまで踏み込むことではないと思います

けど、そういった形でお金が使われるということですね。 

 

國枝教育長        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。 

 



 26 

（異議なし） 

 

國枝教育長  御異議がありませんので、原案のとおり可決いたしま

す。また予算などが決まりましたら、報告も併せて事業

の詳細についても報告させていただきますのでよろしく

お願いいたします。次は、日程第９議案第２号室蘭市教

育委員会会議規則中一部改正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       議案第２号室蘭市教育委員会会議規則中一部改正の

件についてご説明いたします。本件は、昨年委員の皆様

にご相談させていただきました会議日程の見直しに伴い、

所要の改正を行うものでございます。改正内容につきま

しては、次のページの新旧対照表をご覧ください。定例

会の日程について、現行では第６条第３項で毎月第 1

木曜日に招集としてございますが、これを毎月 1回招集

に改め、また、臨時会の招集について定めております、

現行の第６条第４項並びに第５項を、第６条第４項へ一

本化するものでございます。改正後の規則上では定例会

の開催日を定めておりませんが、委員の皆さまにご相談

させていただいた結果を踏まえまして、毎月第３水曜日

の１６時からの開催を基本として運用したいと考えてお

りまして、変更の必要が生じた場合にはその都度ご相談

させていただきたいと考えております。なお、本改正に

つきましては、公布の日から施行としております。説明

は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願い申

し上げます。 

 

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） 

 

國枝教育長  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１０議
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案第３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） 

 

國枝教育長        御異議なしと認め、これより非公開とします。説明員

及び記録員を除くその他の方は、退場して下さい。 

 

（退場） 

 

              （議案第３号、非公開） 

 

國枝教育長  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。最後に

委員の皆様に、情報提供として報告させていただきたい

と思います。先ほど来年度の予算の関係でお話いたしま

したけれど、生涯学習環境の整備の一環といたしまして、

室蘭市生涯学習センター、場所は旧向陽中学校の敷地、

さらに、まだ正式な名称は決まってはおりませんが、（仮

称）環境科学館・図書館の整備を進めているところでご

ざいまして、両方とも現在基本設計を民間の専門業者に

お願いしているところでございます。この基本設計の概

要が出来てきましたら、生涯学習センターにつきまして

は、去年１回近隣の住民に説明会をさせていただきまし

て、改めまして１月中にもう一度説明会を開く予定でご

ざいます。また、中間報告といたしまして、市議会の総

務常任委員会にも併せて中間報告をさせていただいたり、

さらには、社会教育の団体ですとか、関係する団体の意

見をお聞きしたいということで、それを示したりといっ

たことを行いまして、今年度の３月までに最終的な計画

を確定していきたいと考えております。最終的な計画案

がまとまりましたら、改めて教育委員会の定例会の方に

は、報告させていただきたいというふうに考えておりま

すので、前回、前々回に図面等を見ていただいたのです

が、大きく変わっているということは基本的にないので

すが、まだ配置の部分だとか、形の部分だとかを若干意
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見を聞きながら直しを進めている段階ですので、直近の

説明、議会の報告を終えまして最終的に決まりましたら、

教育委員会の方にも報告させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。以上をもちまして、

平成２９年第１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。 

 

 

室蘭市教育委員会教育長   國 枝   信 

 

室蘭市教育委員会委員     稲 川   昭  

 

会 議 録 調 製 員      大 谷 裕 司 


