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平成２９年第１１回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 

１  日  時      平成２９年１１月１５日（水） 

                    開会 午後４時００分 

                    閉会 午後４時４５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

第１

第２

第３

第４

第５

第６

報告第４号 室 蘭 市 教 育 支 援 委 員 会 諮 問 に 対 す る 答 申 の 件

報告第５号 学 校 給 食 調 理 等 業 務 委 託 公 募 に 係 る 選 定 結 果 の 件

報告第２号 教 育 機 関 等 に 対 す る 寄 附 採 納 の 件

報告第３号 平成２９年第４回市議会定例会 に議 案と して 付議 する 条例 改正 の件

番 号 件　　　　　　名

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

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

 

 

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 髙木教育部長 大須賀教育指導参事 大谷総務課長 加納総務

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 北川生涯学習課長 髙橋生涯学習課主

幹[施設]  大澤生涯学習課主幹[文化振興・青少年] 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１１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、谷藤委員を指名

いたします。次は、日程第２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。各中学校では２２日、各小学

校では２２日から２６日にかけて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。まず、社会

教育では、１５日に「平成２９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、第６７回市民文化祭とし

て１０日に「邦楽舞踊公演」、１７日に「ＡＪＧダンス

コンサート」が文化センターで開催されます。次の、民

俗資料館では、「とんてん館寺子屋教室」として１０日

に「しめ縄づくり体験学習会」、１７日に「石臼もちつ

き体験学習会」が開催されます。次の、市民美術館では、

１日から３日まで「第６７回市民文化祭『写真展』」が

開催されます。次の、青少年科学館では、１６日に「第

４回ムロランマテリアサイエンスフェスタ」が室蘭工業

大学で開催されます。次のページをご覧願います。次の、

図書館では、７日と２０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、

港の文学館では、１６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。今月の２１日から市民美術館で日本製鋼所が貯蔵し

ている書や絵画の展示を行うのですよ。伊藤 博文が日

本製鋼所と書いた額に入っているものとか有名なものが、

初めて出して展示するということで、１１月２１日から

始まります。 
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前田委員         何日間ぐらい行うのですか。 

 

大澤生涯学習課主幹    １週間ぐらいです。 

 

國枝教育長        ほかにありませんか。なければ、報告第１号は終了し

ます。次は、日程第３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。事務局の説明をお願い

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いて

ご説明いたします。次の、報告第２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、御前水町

にある太平電気株式会社様より、テント１セットとホワ

イトボード２台、金額にいたしまして２０７，５７６円

相当のご寄附をいただきました。このご寄附につきまし

ては室蘭市立天沢小学校開校１００周年記念のお祝いと

いうことで地域貢献の一環としていただいたものです。

このご寄附につきましては、学校のほうにご寄附をいた

だきましたので、この天沢小学校で活用させていただき

ます。２件目は、ふくろうの会様より、図書１０冊、金

額にいたしまして１０５，４４０円相当のご寄附をいた

だきました。このご寄附は、ふくろう文庫に収められ、

市民の読書普及や美術鑑賞等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。 

 

谷藤委員         太平電気さんのテントは普通に運動会で使うようなテ

ントですか。 

 

大谷総務課長       そうです。こちらは学校のほうと寄付者のほうで学校

の希望等を含めて調整して決めていただいたものです。 

 

國枝教育長        ほかにありませんか。なければ、報告第２号は終了し

ます。次は、日程第４報告第３号平成２９年第４回市議
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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       それでは報告第３号平成２９年第４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、この度、体育施設条例

の改正を行うものでありますが、条例の改正には議会の

議決が必要となり、教育に関する事務の場合につきまし

ても、条例の制定や改廃等の議案につきましては、地方

自治法第１４９条の規定により市長が議会への議案提出

権を有しており、また、議案を作成する場合においても、

教育委員会の意見を聞かなければならないことが地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第２９条で定められ

ております。今回は、概要についてご説明をさせていた

だき、その後、明日開催される、本市の条例の審査機関

である規定審査委員会にて審査を受けた後、本来ですと

教育委員会臨時会を開催し条例案をお示させていただく

のですが、議会開催までの日程で臨時会を開催するいと

まがないことから、室蘭市教育委員会教育長に対する事

務委任等規則第３条第１項の規定に基づき教育長による

臨時代理をさせていただき、来月１日に開会いたします

市議会定例会に条例案として提出させていただきたいと

考えております。では、室蘭市体育施設条例中一部改正

の件についてご説明いたします。報告第３号別紙をご覧

ください。白鳥大橋パークゴルフ場のナイターにつきま

して、利用状況を考慮し、ナイターを廃止することに伴

い、体育施設条例に規定されているナイター使用料の削

除と、備考の関係部分を削除するものでございます。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。 

 

谷藤委員         単純にナイターの利用者が少ないのですか。 

 

伊藤生涯学習課主幹    ナイターの利用状況が少ないということです。当初は
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それなりに利用がありましたが、年々少なくなっており

まして、今年の８月に利用状況を調査したところ、雨の

日を除いた平日の平均利用人数が１日あたり３.６人で、

来るときは７、８人、多いときは１０人ぐらいは来るこ

ともあるのですが、ほとんどが少ない状況でありまして、

ナイター設備も大分古くなってきておりますので、利用

状況を鑑みて廃止したいということです。 

 

國枝教育長        このパークゴルフ場は今いろんな大会などもやってお

り、夜しか来られない方もいるということで、ナイター

の大会も何度か開催したのですが、ほとんど中止になっ

たのでしたか。 

 

伊藤生涯学習課主幹    指定管理者が自主的にナイターゲームということで平

成２４年度から開催しているのですが、当初は開催を何

度かして１回あたり３０人とか４０人は来ていたのです

が、段々毎年減っていきまして、平成２６年あたりから

参加者が１０人を切る大会もあり、平成２８年から１０

名以下の大会は止めるということにしたところ、実際４

回開催したのですが、１回も開催できないという結果で、

平成２９年度も１０名以上集まった大会がたった１回で、

ナイター自体にあまり人が来なくなっているのかなとい

った状態です。ちなみに、平成２４年の平均参加者数が

４２人、平成２５年が２９人、平成２６年が１３人、平

成２７年が９人という形で、夜の大会の参加者が減って

きているのが現状です。 

 

國枝教育長        ほかにありませんか。それでは、報告第３号は終了し

ます。次は、日程第５報告第４号室蘭市教育支援委員会

諮問に対する答申の件を議題といたします。事務局の説

明をお願いします。 

 

中野学校教育課長     報告第４号室蘭市教育支援委員会諮問に対する答申

の件ついてご説明申し上げます。本件は、今年７月に室

蘭市教育支援委員会に対しまして、児童生徒等の適切な

就学及び就学後の教育的支援に関すること等について諮
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問していたところでございますが、１０月２７日付けで

同委員会より答申がありましたので、本日は、その判定

内容をご報告するものでございます。次ページの報告第

４号別紙をご覧いただきたいと存じます。上段の表は、

現在の小学校１年生から中学２年生までの在学児童生徒

１００名の判定結果でございまして、障害の種類、程度

に応じて、それぞれ通常学級、特別支援学級、特別支援

学校、言語指導教室通級が適切と判定がなされたもので

ございます。同様に、中段の表は、来年度に小学校入学

予定の児童５３名の判定結果、下段の表は、今年度の受

診者の総数を記載してございます。また、報告第４号参

考２としまして、過去１０年間の判定結果の推移と特別

支援学級児童生徒の推移の資料をつけております。なお、

今後は、この答申を基に、初入学児童は市教委が、在学

児童生徒は在籍校が、それぞれの保護者との面談を行っ

たうえで最終的に就学先を決定することとなっておりま

す。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         以前にも言ったと思いますが、登別市や全道との比較

的なものがあったほうが、生のデータをどう考えるかと

いうことがありますので、また今度教えてください。だ

いたいは４％から６％ぐらいということで、去年と同じ

くらいの２４名の子どもたちがいるのですね。 

 

國枝教育長        在学の児童生徒が少ない傾向なのですね。 

 

中野学校教育課長     はい。まだ１０月時点ということで、まだ控えている

方もいるのですが、今のところ今後判定する人数を含め

ても、在学児童生徒は去年よりも少し少ないかなという

状況です。 

 

稲川委員         ということは、一学年でだいぶ卒業したということで

すか。それとも、途中から普通学級に戻ったということ
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ですか。 

 

中野学校教育課長     在学児童生徒の方については、今のところ来年度の学

級はほとんどの方がこのままでいいということで、変更

の必要性を感じている方が少なくなっているということ

で、これまでの取り組みも含めてそういった方は早めに

対応しているので、今のところ変更の必要はなしとして

います。 

 

稲川委員         これは判定結果で、在学数ではないのですね。 

 

中野学校教育課長     上の２つの表が判定結果で、一番下の表が推移です。 

 

稲川委員         １００人の方が再判定になったということですね。 

 

中野学校教育課長     はい。 

 

稲川委員         この表は判定の結果がどのように変わったという表で

はないということですね。 

 

中野学校教育課長     その年に判定した人だけの表ということです。 

 

稲川委員         言語指導教室通級対象の人が多いということですか。 

 

中野学校教育課長     分かりづらくて申し訳ございませんが、言語指導教室

通級対象８０名とありますが、これは新規の８０名では

なくて言語通級だけは毎年判定しているとなっていまし

て、上は新規の方なのですが、言語通級は継続という意

味合いになりますので、１００名が新規ということでは

なく、新規にあたるのはその上に書かれている２０名と

いう考えになります。 

 

稲川委員         ２０名は新規なのですね。 

 

中野学校教育課長     はい。新規というか変更ですね。変更が必要な方が２

０名。そして８０名は継続するということです。 
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稲川委員         何から何に変更したかは分かるのですか。 

 

中野学校教育課長     押さえているのですが、この表自体は変更結果しか見

ることができなくなっており、申し訳ございません。 

 

稲川委員         大きな問題がなければいいのです。難聴については今

回いなかったようですが、難聴の重症度というのは分か

っているのですか。 

 

中野学校教育課長     それぞれ聴力検査しまして、何デシベルから何デシベ

ルは支援学級で、何デシベル以上は支援学校というのは

あります。 

 

稲川委員         就学時の検査で難聴が見つかったというより、元々先

天性の障害があって難聴の子もこの中にはいるのですよ

ね。中には聾学校に行かなくてはいけないといった形に

なるのでしょうから。せっかく健康推進課で新生児の聴

力検査の援助をしているのですよね。室蘭では日鋼と新

日鉄でしかお産がないから、今室蘭で生まれている子は

皆聴覚スクリーニングがされているはずですから、早く

にスクリーニングされて早くに治療するといいというこ

とがいわれているので、この子達の実際の状態が分かれ

ば室蘭市の援助が良かったとなると思うのですけど、デ

ータはもらっていないので分かりませんが、おそらく健

康推進課にはあるのでしょうけど、毎年１人いるかいな

いかぐらいが、難聴で特別支援学校に行かなくてはいけ

ない状態のようですね。 

 

中野学校教育課長     ほとんど聾学校で押さえている方になります。 

 

國枝教育長        第４号の別紙の男女比を見ると圧倒的に男性なのです

ね。中段の自閉症・情緒でも男子は２０人ですね。 

 

前田委員         男の子にはこういった症状が多いのですかね。 

 

稲川委員         これはずっと同じ傾向でしたかね。印象としては外来
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で診ていても男の子のほうが多動傾向は多かったりしま

したけれど。性差についてはこの次は調べてきます。 

 

國枝教育長        ほかにありませんか。それでは、報告第４号は終了し

ます。次は、日程第６報告第５号学校給食調理等業務委

託公募に係る選定結果の件を議題といたします。事務局

の説明をお願いします。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   報告第５号室蘭市学校給食センター調理等業務の公

募に係る選定結果について、ご報告いたします。お手元

の報告第５号別紙をご覧いただきたいと存じます。室蘭

市学校給食センター調理等業務委託業者選定委員会に

ついてでございますが、室蘭市内の小中学校に提供して

いる学校給食の調理等の業務につきまして、現契約が今

年度末で契約期間が満了することに伴い、民間委託を継

続して行う際の業者の選定を適正に行うため、教育長、

教育部長、室蘭市ＰＴＡ連合会会長、室蘭市小学校長会

会長、室蘭学校薬剤師会会長、北海道栄養士会室蘭支部

長の６名で組織しております。公募につきましては、９

月２５日から募集の公表をしており、１０月２０日から

提案の受付を開始いたしまして、説明会及び施設見学会

を開催し、提出期限の１０月２７日には、１事業者から

の応募がございました。この１事業者は、現在契約をし

ている事業者でございます。事業者から提案書の提出を

受けまして、１１月１３日に選定委員会を開催し、各委

員に事前にお渡しした提案書を踏まえて検討を行い、事

業者の提案書の説明を受けた後、疑問点などについて応

募事業者とのヒアリングを実施いたしました。選定につ

きましては、報告第５号参考１の評点表に基づきまして

６名の選定委員が採点し、平均得点が総合点数の６０％

である１２０点以上の事業者で、かつ委員の半数以上が

１２０点以上で、最高得点を獲得した事業者を最優秀提

案者として選定したところでございます。選定結果でご

ざいますが、報告別紙の項目３選定結果に記載しており

ますように、株式会社ニッコクトラスト北海道が、平均

点１５６.８点で、委員の半数以上が総配点数の６０％
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以上である１２０点を上回っており、最優秀提案者とし

たところでございます。選定された株式会社ニッコクト

ラスト北海道につきましては、学校給食の衛生管理に対

する考え方や各法令準拠による衛生管理マニュアルの確

立及び実施計画の確立、業務開始までの引き継ぎ方策の

確立、調理場のウェットシステムドライ運用への取り組

みの基本的な考え方などの提案が高評価でありました。

最後に、今後のスケジュールでございますが、本定例会

で選定結果を報告後、一週間以内に室蘭市のホームペー

ジで選定結果を公表し、その後、平成２９年第４回市議

会定例会に、室蘭市学校給食センター調理等業務委託の

債務負担行為補正予算の議案を提出し、審議をお願いす

ることとなり、補正予算議決後に委託契約を締結する予

定でございます。なお、委託業務は、平成３０年４月か

らの開始予定となっております。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。契約は３年でしたか。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   はい。 

 

谷藤委員         ３年前から委託するようになったのですか。 

 

國枝教育長        その前からありましたが、このニッコクトラストは３

年前に１回目の委託をやっていて、今回になりますと２

回目という形になります。 

 

稲川委員         給食は子どもたちにとってすごく大切なことだと思う

のですが、このように決まって３年間何か起こってから

では遅いので、業者に関与する事前の検査なども既に決

まっているのですか。 

 

國枝教育長        こちらのほうの仕様というか基準では、健康診断とか

便の検査とか作業の流れとか何回洗浄しなければいけな

いということは仕様にありまして、それを満たして尚且
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つ会社独自で食育や栄養の関係や安全の関係などをプラ

スしてやっているかという部分での評価になります。 

 

稲川委員         ３０年前は錦糸卵で大変なこともあって、全道に広が

っていたこともありましたね。 

 

國枝教育長        やはり安全面がなによりも大切で、私達も注視してい

るものですから、この選定委員会についてもそこら辺の

質問が多く出ていました。 

 

稲川委員         各年齢のカロリーとかは全て国で決まっているのです

か。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   国で決まっているのでその基準を満たすような献立を

作っております。 

 

稲川委員         去年もいいましたが、地元のものを使うのはやはり高

いのでいえないのですか。 

 

國枝教育長        何か工夫してもらいたいと思いますけど、カレーラー

メンとかそういったものを出すと好評みたいですから。 

 

稲川委員         入札業者は１箇所でいいのですか。 

 

國枝教育長        基本的にはできるだけ競争するような方法がいいので

しょうけど、今回に関してはたまたま１社だけだったも

のですから、ただその１社だけでも１２０点を超えない

と駄目だとしていました。 

 

谷藤委員         他の会社にもこういったことがあるとお知らせはして

いるのですか。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   ＨＰの方で知らせておりまして、当初は何社か提案書

を出す予定の会社があったのですが、たまたま今年度は

委託を計画している他の市町村とかぶるような機会とな

りまして、室蘭市は辞退して元々やっていた市町村のほ
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うでということになり提出されないことがありました。 

 

國枝教育長        丁度タイミングとして委託の切り替えをする市が多か

ったみたいです。 

 

谷藤委員         この会社で他の場所でもやっているのですよね。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   京極町や倶知安町などが今年から始めまして、札幌の

ほうで親子給食の調理を請け負っています。 

 

國枝教育長        札幌は学校２つのうち１つに調理場があって、それで

親子給食という言い方をしているみたいで、そこで２校

分作って、もう１つの学校に渡していて、給食センター

だけでやると膨大な量になるからということだと思いま

すが、そういった親子給食やなんかは札幌で何箇所かニ

ッコクトラストでやっていますね。あと室蘭では工場と

か病院にある従業員の食堂とか、新日鉄住金の社員食堂

も昭和の頃からずっとやっています。 

 

稲川委員         作るところは室蘭市にあるのですよね。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   学校の給食は給食センターの中で作っています。 

 

稲川委員         給食センターという市の持ち物があるわけですね。そ

こで作る業者がこの人達ということですね。 

 

國枝教育長        そうですね。ほとんどそういった形だと思います。調

理人というのが自前で雇うと中々人件費がかかるので、

そういった業者さんに頼んでという形ですね。施設はそ

れぞれの市町村なり企業が持っていたりするケースが多

いですね。ほかにありませんか。それでは、報告第５号

は終了します。以上で、本日の日程は、全部終了いたし

ましたが、私のほうから最近のことで３件ほどご報告さ

せていただきます。１件目は今給食の件の話がありまし

たが、来年から学校給食の食器を変えます。今年までは

２種類の皿で、平らで仕切りのある形でご飯やお惣菜を
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入れていたのですが、３種類の皿に変わるということで

す。実は地元でこういったものを作れる業者がおりまし

て、三好製作所というところで、保冷付きのお弁当箱な

どを作ってらっしゃるのですが、そこが食器を作れるも

のですから、何とか地元で作ってもらえるような形にし

ようと思いまして、あとせっかく作るのだから、室蘭の

デザインをということで、職員の中で絵心がある者が考

えて子ども達に投票してもらったのでしたか。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   はい。５種類ほど考えまして投票していただいて、１

位、２位、３位の品を今回選びました。 

 

前田委員         孫に買ってあげたいぐらいかわいいですね。 

 

國枝教育長        来年からニッコクトラストが継続して行うのですが、

食器が変わるものですから、そういった面での対応等も

今年の冬休みから汚れの落ち具合とか作業の流れとか確

認しながら来年４月に備えていただくということでお願

いしています。 

 

稲川委員         テレビで学校給食見ていると大きな皿で分割している

ような、何種類かのおかずを分けていたが、それをこの

３つで済ますのですか。 

 

國枝教育長        基本的にはこの３つです。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   １つにごはん、１つに温食、１つにコロッケなどのお

かずが入ります。パンの日は別になります。 

 

前田委員         これに装うのは各教室で給食委員さん達がするものな

のですか。 

 

大須賀教育指導参事    各教室で給食当番が行っています。 

 

前田委員         なら３人当番さんが必要ですね。 
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大須賀教育指導参事    他にも牛乳などもいろいろあります。 

 

國枝教育長        給食が終わった後の残食率を減らしていくようにとい

うことで、平らな皿にご飯などを乗っけてると食べ方も

変になってしまうので、普段家で食べているような食器

にできるだけ近い形と、食べてくれてありがとうという

ような目でも楽しめるような形をとることで、少しでも

減らしていきたいというのもあるのです。 

 

前田委員         そうですよね。ご飯は当然持って食べて欲しいけれど、

お皿だとそうはいきませんからね。 

 

谷藤委員         中学生のライスの量はどれぐらいだったでしょうか。

２００グラムはなかったですよね。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   ２００グラムまではないです。麺は１回２１０グラム

ですが。 

 

谷藤委員         中学生には少ないような感じがしますけどね。 

 

前田委員         カレーラーメンのときもこれに入るのですか。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   麺１つ入るとぎりぎりになってしまうので、７分目ぐ

らいまでを入れて、残りを足してという形になるのかな

と思います。 

 

谷藤委員         今は袋麺でしたよね。昔は食缶に麺も全部入れていて、

ちょっと伸びていましたよね。今は麺を食器に入れて、

その後汁をかけるのですよね。 

 

稲川委員         健診に行って、高度の肥満の人たちには給食のお代わ

りはしないほうがいいと指導はするのだけれど、こうい

ったことは教育委員会とか養護の先生とかは指導できる

ものなのですか、それが、差別やいじめにあたるのかも

しれませんが、明らかな子達、７０キロ、８０キロの子

は少し気をつけてほしいと思います。 
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大須賀指導参事      あからさまにはお代わりしないようにと言うことはで

きませんので、家庭と事前に相談しながらというところ

です。 

 

稲川委員         医者がそれを言うのは簡単だけれど、それを言った後

の心のケアを誰がしてくれているのかなと思ったもので

すから。 

 

前田委員         家でストップかかっている子は給食のときにおもいっ

きり食べたいでしょうからね。 

 

稲川委員         早寝、早起き、朝ごはんでしたか、肥満対策のいろん

なことをやってはいる中で、学校でも対策はしなくては

ならないのでしょうけど。検診行ったデータをどのよう

に活かすかということで、皆でこうやって魅力的な容器

を作るのもいいのだけれど、残食率も極端なものがある

と困るから。 

 

前田委員         これを１セットにして、道の駅みたら室蘭でお土産と

して売ったらいいのにと思いますね。子どもがいるご家

庭の場合には室蘭と分かって良いお土産になるかもしれ

ない。 

 

稲川委員         どのようにしてみたらの魅力を上げるかということで

皆さん考えているでしょうからね。 

 

國枝教育長        来年４月からこれを使ってということになるので、よ

ろしくお願いいたします。次の話ですが、新聞などで既

にご存知かもしれませんが、生涯学習センター、中島の

向陽中学校の所に来年の１２月ぐらいにオープン予定で

すけれど、そこの愛称を募集しまして、応募が１８９件

ございました。その中で、平仮名で「きらん」に決定し

ました。社会教育委員の方に選定委員になっていただき

まして、審査した結果、みなと小学校の４年生の男の子

が応募してくれたのですが、きらきらというのと室蘭の

らん、そして生涯学習を学ぶということでラーニングと
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いう意味のラーンだとか、いろんな意味を込めた形での

「きらん」という名称に決まりました。一応愛称という

形です。それと最後は、教職員の多忙化の関係で昨日の

新聞でも出ましたけれど、冬休み１月の４日と５日を学

校の閉鎖日という形で試行的にやってみたいと思います。

そうしますと次の日が土曜日になるため連休となり、年

末から続けてになるため比較的に長い休みになります。

そのときの対応については教育委員会で対応する形をと

りまして、ただ、先生方には年休という形でとってもら

わなくてはならないものですから強制的にはできないの

と、中学校３年生の担任の先生は進路の関係とかでちょ

っと忙しいということが起こるかもしれないので、まっ

たく学校に入るなということではないですけれど、保護

者、地域の方に関しては学校は休校なので、来ても誰も

いませんし、電話等の対応もしませんという形で行い、

来年度の夏休みとかでも対応できるのかどうか、現場の

ほうにも聞きながら検証させていただきたいと思います。 

 

谷藤委員         今までは年末年始は市役所と同じだったのですか。 

 

國枝教育長        ２９日から３日までと役所と一緒ですね。 

 

稲川委員         夏休み中、冬休み中は先生方は必ず出勤しているので

すか。 

 

中野学校教育課長     勤務日にはなっていますが、一般的には通常休みが取

れないので、夏休みや冬休みに年休を取る先生は多いこ

とは多いのですが、管理職の方はどちらかが出勤しなく

てはならないという状況もありますので、一斉に年休取

得を奨励することによって管理職の方も休みやすくなる

というような目的になります。 

 

國枝教育長        中学校だと部活などで休みの日にも出勤するというこ

ともあるものですから、それぞれ休みを取ってください

といっても、真面目な先生方は中々取りにくかったりと

いった環境もあるものですから、まず一斉にという形で
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やってみて、どのような形になるか検証させていただき

たいと思っております。 

 

稲川委員         教職員の要望があって行うのか、それともこちらがそ

うしてあげたいという気持ちで提案したのですか。 

 

國枝教育長        そうした声があったということと、あと国のほうが制

度を変えてくれないと難しいことが多いのですが、それ

を待っていたら変わるのは時間がかかるものですから、

学校現場の声を聞いて市として出来ることはないかとい

うことで、校長会の先生方や事務局で話し合った結果、

これならば何とかやれて、現場の声もよければ試してみ

ようということで始めました。 

 

稲川委員         すごく良いことだと思います。今まで議論していて過

労の話もあるから、お正月がちゃんと休めればいいです

ね。 

 

國枝教育長        それで先生方もこれはいいねという感じで思っていた

だければと考えています。教育委員会は１月４日から出

勤しています。以上でございます。これをもちまして、

平成２９年第１１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。 
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