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平成３０年第２回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 

１  日  時      平成３０年２月１４日（水） 

                    開会 午後４時００分 

                    閉会 午後６時００分 

 

２  場  所     室蘭市役所 ２階大会議室 

 

３  本 日 の 議 事 日 程  

日程

第１

第２

第３

第４

第５

第６

第７

第８

第９

第１０

第１１

第１２

第１３

第１４

第１５

第１６

第１７

番 号 件　　　　　　名

会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

会 議 録 承 認 に つ い て

報告第１号 室 蘭 市 教 育 委 員 会 ３ 月 行 事 予 定 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 ３ ０ 年 度 教 育 予 算 に 係 る 主 な 事 業 項 目 及 び 予 算 内 示 額 の 件

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 室 蘭 市 立 学 校 の 業 務 改 善 指 針 （ 案 ） の 件

報告第６号 第 ３ 期 室 蘭 市 学 力 向 上 基 本 計 画 （ 案 ） の 件

報告第７号 室蘭市教育委員会臨時代理の件 （室 蘭市 社会 教育 委員 の委 嘱の 件）

議案第１号 平 成 ３ ０ 年 度 教 育 行 政 方 針 （ 案 ） の 件

議案第２号 室蘭市・登別市に係る就学児童生徒の取扱いに関する協議書の更新の件

議案第３号 室蘭市立小中学校設置条例中一部改正の件に係る市長への申入れの件

議案第４号 室蘭市男女平等参画センター条例中一部改正の件に係る市長への申入れの件

議案第５号 室蘭市生涯学習センター条例中一部改正の件に係る市長への申入れの件

議案第６号 室蘭市青少年研修センター条例 廃止 の件 に係 る市 長へ の申 入れ の件

議案第７号 平 成 ３ ０ 年 度 室 蘭 市 学 校 給 食 費 等 の 件

八 丁 平 小 学 校 の 増 築 に 係 る 整 備 方 針 の 件報告第８号
 

出席委員等次ページに続く 
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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３０年第２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２９年第１２回定例会及び平成３０年第１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３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３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。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。１４日に各中学校、１６日から２０日にかけ

て各小学校で卒業式が、２３日に各小中学校で修了式が

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、２０日に平成３０年社会教育委員の会第

１回臨時会が市役所本庁舎２階大会議室で開催されます。

次の、民俗資料館では、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、１５日から１８日

まで、「室蘭美術協会 新人展」が開催されます。次の、

青少年科学館では、２４日に「夢工房のロボットサッカ

ー」、２５日に「おもちゃの病院中島」が開催されるほ

か、ファミリーサイエンス、スポットサイエンスの各事

業が開催されます。次の、スポーツでは、１１日に「室

蘭市スポーツ少年団指導者・母集団研修会兼＜特別企画

＞みんな遊んで、元気アップ！」がげんき館ペトトルで

開催されます。次の、図書館では、１５日と２８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、３０日まで

「企画展『文学をしる・かたる・とどめる』～今、評論
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の力を～」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。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。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５件でございます。１件目は、一般社団

法人室蘭地区自動車協会様から防犯ブザー６６０個、金

額にいたしまして５００，０００円相当のご寄附がござ

いました。このご寄附は児童の登下校時の安全確保のた

め、各小学校の新 1年生と転校生に配布し、活用させて

いただきます。２件目は、北海道生コンクリート工業組

合様より、消しゴム６９０個、金額にいたしまして１０

０，０００円相当のご寄附がございました。このご寄附

は、児童の交通安全啓発のため、生コンミキサー車を模

った消しゴムを各小学校の新１年生に配布するものです。

３件目は、室蘭ふるさと応援寄付金として現金６０，０

００円のご寄附をいただいたもので、使い道は文化振興

基金を選択しておりますので同基金に積立し活用させて

いただきます。４件目も、室蘭ふるさと応援寄付金とし

て５０，０００円のご寄附をいただいたもので、使い道

は公共施設等整備基金（文化施設）を選択しております

ので同基金に積立てし活用させていただきます。５件目

は、ふくろうの会様より、図書１５冊、金額にいたしま

して２６３，２５９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。それでは、報告第２号は終了します。次は、日程第

５報告第３号平成３０年度教育予算に係る主な事業項

目及び予算内示額の件を議題といたします。事務局の説
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明をお願いします。 

 

髙木教育部長       報告第３号平成３０年度教育予算に係る主な事業項

目及び予算内示額の件について説明いたします。本件は、

前回定例会にて議決いただきました平成３０年度教育予

算に係る意見書を市長に提出したところでありますが、

２月９日に予算内示が発表となりましたことから、教育

予算の主な事業と予算内示額について報告するものでご

ざいます。報告第３号別紙をご覧ください。前回定例会

で参考資料としてお配りしました教育予算の主な事業と

内示額を掲載しておりますが、学習支援員などの人件費

については、人数のみの記載とさせていただいておりま

す。それでは、主な事業と内示額について説明いたしま

す。１の学校教育事業の促進では、（１）教育研究活動

の充実として学力向上研究事業４０３万４千円、（１０）

就学のための経済的支援として就学援助７，６３１万１

千円など、１１項目の主な事業と内示額を掲載しており

ます。なお、前回定例会での意見書から、市長部局の子

育て施策と連携し、児童生徒の安全確保の強化として、

災害共済掛金の全額公費負担が追加されております。次

に、２の学校施設・設備の整備では、学校の環境整備・

グラウンド整備として６，６７５万５千円、校教具整備

として５５２万３千円、３の統合整備事業では、今年４

月に開校する白蘭小学校の外構整備などで２億７，４０

９万６千円、平成３２年４月開校に向けて、高砂・水元

小学校統合校天神小学校の校舎棟建設に５億５，５６２

万円、体育館棟建設に１億９，３２２万３千円のほか、

知利別小学校統合に伴う旭ヶ丘小学校増築の実施設計、

天沢小学校統合に伴う地球岬小学校増築の地質調査、実

施設計を、４の学校給食センター施設・設備の整備では、

食缶更新など４６万８千円、設備老朽化に伴う改修１２

９万６千円となっております。また、５の読書活動の推

進、６の社会教育事業の推進、７の男女平等参画社会の

推進のほか、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として、市民文化祭への補助な

ど２４４万８千円、９の青少年の健全育成及び非行防止
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の推進では、青少年団体活動への支援及び地域住民活動

の推進として、青少年関係団体への補助など４０７万９

千円、１０の社会教育施設の整備では、(仮称)環境科学

館・図書館整備のための旧女性センター解体など２億７

８５万８千円、今年１２月開館に向けて生涯学習センタ

ー整備１２億７，７４４万円、最後に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啓発及び指

導者の育成、地域における生涯スポーツの普及促進のほ

か、スポーツ施設の備品整備３，５１０万９千円、施設

整備３，５７２万４千円となっております。主な事業、

予算内示額については以上でございますが、来年度当初

予算については、最終的には、２月２６日から開催され

る第１回室蘭市議会において審議後、決定となります。

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。２月の下旬から始まります第１回室蘭市議会定例会

で審議されまして、問題なければ、最終日３月２６日に

予算として承認されます。御質問等なければ、報告第３

号は終了します。次は、日程第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

の件についてご説明申し上げます。本件は、室蘭市教育

支援委員会から、本年１月１６日に今年度２回目の答申

を受けましたので、本日は、その判定内容を報告するも

のでございます。報告第４号別紙をご覧いただきたいと

思います。上段の表は、在学児童・生徒の判定結果でご

ざいます。今回、８名が新たに判定を受けており、結果、

通常学級対象が１名、特別支援学級対象の知的学級が１

名、自閉症・情緒学級が６名となっております。同様に、

中段の表は、来年度小学校に入学する初就学児童の判定

結果でございます。今回、３名が新たに判定を受けてお

り、結果、３名とも特別支援学級の自閉症・情緒学級と

なっております。下段の表は、在学児童生徒と初入学児
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童の合計でありまして、今年度の判定を受けた人数は、

前回と合わせて１６４名となってございます。また、昨

年１１月の報告の際に登別や全道との比較のデータにつ

いてご要望頂きましたが、登別の状況については、公表

されているデータが無かったことから、全道の状況との

比較の資料をお手元に配布しておりますのでご参考にし

てください。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         こういうデータは登別市にはないのですか。 

 

中野学校教育課長     単年度毎にその年の状況は毎年報告されているのです

が、過年度の推移といったデータが公表されていなくて、

北海道のものしかなく、申し訳ございません。 

 

國枝教育長        全体の割合としては、室蘭市のほうが北海道より高い

ようですね。 

 

稲川委員         北海道の集計があるのだから、個々の集計があるはず

ですよね。何とか確認して教えてください。 

 

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７報告第５号室蘭市立学校の業務

改善指針（案）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５号室蘭市立学校の業務改善指針（案）につい

てご説明申し上げます。別紙１の概要をご覧ください。

１の策定の趣旨ですが、これまで本市でも学校現場の業

務改善や教員の多忙化解消の取り組みとして、部活動休

止日の設定やパソコン配備等のＩＣＴ化の促進、支援員

等の配置、加配教員の活用等を行って参りましたが、学

校現場を取り巻く環境の複雑化・多様化や役割の拡大、

国内外の調査結果で教員の長時間勤務の改善が喫緊の
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課題となっていること、更には、小学校では平成３２年

度、中学校では平成３３年度から学習指導要領の全面改

定による授業時数の増加や授業革新への対応が必要とな

ることから、市教委と学校が一体となって学校の業務改

善のための取り組みを推進するため室蘭市立学校の業務

改善指針を策定するものです。２の学校の業務改善のた

めの取り組みでは、（１）から（４）の４つの柱に沿っ

た１８項目の取り組みを推進することとしております。

その中で主な取組についてご説明しますので、別紙２を

ご覧ください。（１）教員の担うべき業務に専念できる

環境の確保ですが、①では、教頭や教員の事務負担を軽

減するために、下の枠内の業務について、適切な業務分

担と役割の明確化を図るもので、②では、学校現場での

安心・安全確保と万が一の事故発生に備えるために、全

世帯での災害共済給付制度の加入義務化と掛金の公費

負担を行い、併せて学校の事務負担の軽減を図り、その

他３ページから４ページ上段に記載しております項目な

ど、９つの取り組みにより、学校や教員の業務の見直し

を着実に推進し、教員の業務の適性化を促進すること等

を通じて、教員が担うべき業務に専念でき、子ども達と

向き合える環境整備を推進します。（２）部活動指導の

負担軽減ですが、①では、生徒のバランスのとれた生活・

成長の確保と担当教員の負担軽減のために、国が現在検

討中のガイドラインに沿った適切な活動時間と休養日の

設定について、各中学校の意見等を十分に踏まえ他都市

とも連携を図るなどして取り組みを推進するほか、②の

部活動指導員の導入検討等により、教員の負担軽減のほ

か、生徒の多様な体験を充実させ健全な成長を促す観点

からも、活動時間や休養日の設定等の適正化を推進しま

す。（３）長時間労働という働き方の見直しですが、①

の学校閉庁日の設定に関して、今年度の冬休みに試行実

施した結果、休暇取得割合が９５．８％と効果が高かっ

たことから、平成３０年度からは夏季・冬季休業期間を

設定するほか、学校マネジメント研修の受講や教職員の

意識改革の推進等により、ワーク・ライフ・バランスの

実現と心身共に健康を維持できる職場づくりを推進しま
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す。（４）教育委員会による各種支援の充実では、①の

市教委の調査業務や②の主催会議の見直し、④の保護者

や地域住民等の理解・協力を得るための取り組み等によ

り、学校の負担軽減となる取り組みの充実に努めます。

３の取り組みの推進方針では、（１）今後も室蘭市立学

校業務改善推進会議を定期的に開催して進捗状況や実

効性等を検証し、必要に応じて改善を図るなどして学校

現場の業務改善を着実に進めること、（２）国や道教委

の計画・指針等に連動した更なる取り組みについても必

要に応じて検討すること、（３）教員の長時間労働の解

消や魅力的で持続可能な教育環境の実現には、本指針に

基づく取組だけではなく、教員定数の改善や学校の現状

を考慮した制度の見直し等が欠かせない事から、今後も、

国や道教委への要望を継続して行うこととしております。

最後に今後の予定ですが、本日開催しました校長会でも、

同様に指針案を説明しておりまして、今後、学校の意見

等を踏まえ必要な修正等を行った後、３月中に各小中学

校に配布するよう考えております。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。 

 

谷藤委員         この指針を作るにあたって現場の先生方の意見は聞い

たのですか。 

 

中野学校教育課長     この指針の作成については室蘭市立学校業務改善推進

会議の中で揉んでまいりまして、校長や教頭、事務職員

等の、学校の代表者に参加していただいており、その方々

の意見を吸い上げています。 

 

谷藤委員         以前に、学校の先生方は残業手当がつかないという話

がありましたが、この指針を見て、教員定数の改善とい

う項目もありますけれど、この定員というのは国から示

されていて、児童何人について先生何人と決められてい

ると思いますが、この要望というのは、こういう問題が
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起きてきて、各地方から国に要望が挙がってきている状

況ですか。 

 

中野学校教育課長     教員定数の改善につきましては、先生の多忙化だけで

はなく、子ども達の教育環境の向上のために、以前から、

３５人とか３０人とか、そういう要望が各市教委から北

海道のほうに継続して挙げられています。 

 

谷藤委員         なかなか許可が下りないというのは財務的なことなの

でしょうかね。 

 

國枝教育長        文科省がそうやって言うと財務省は、３５人とか３０

人の少人数学級でやったときの学力等の向上に対しての

エビデンスが無いから、繋がらないのではないかという

反論もあったようです。 

 

谷藤委員         教員の人出不足というのは、定数があるからなのでし

ょうけれど、要は現場では足りていないのですよね。 

 

國枝教育長        市町村や道教委にしても、いろいろ事務的なことなど

で改善はしようとしていますが、やはり限界があって、

人材や予算等、根本的なことが確保できなければ、目に

見えた効果というのは難しいと感じます。これはやはり

言い続けていかなければなりませんし、少子化が進めば

進むほど、学校も学級も先生も減っていくのではまずい

と思いますので、複雑化・多様化した今の社会で子ども

達が生き抜くためには、昔と違った形でのフォロー、教

育が必要になっていますので、都道府県や市町村の教育

委員会から国に対して要望は毎年のように挙げているよ

うな状態です。 

 

谷藤委員         今結構先生方の多忙化が問題になっていて、他の民間

企業でも残業手当が付かないとかブラック企業だとか、

それで自殺した人がいて問題になったり、そういう時に

労働基準局が入って調査をすると思いますが、先生方の

残業手当が付かないというのは、そういう法律だからと
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いう部分があるのでしょうけれど、労働基準局は入って

来ないのですか。 

 

中野学校教育課長     昨年から働き方改革ということで、月８０時間以上の

時間外勤務は認められない等、いろいろやっているので

すが、そもそも教員は時間外勤務が制限されていまして、

今実情として残っているのは時間外勤務ではないという

ことで、働き方改革に引っかからない職種ということに

なります。 

 

國枝教育長        そもそも先生方の勤務時間を学校現場できちんと管理

していないことが問題になっていて、校長、教頭は、教

員が何時に出てきてどういう仕事をして何時に帰ったと

いうことを管理しなければならないということを強く言

われていまして、それに対する取り組みについても、教

員は道職員ですから、北海道のほうで検討しているとこ

ろです、タイムカードにするとか。 

 

前田委員         タイムカードのように形に残るものがないと、残業し

ているのかしていないのかよくわからなくなりそうです

よね。 

 

谷藤委員         以前、勤務時間内に歯医者や病院に行った先生とかあ

りましたよね。 

 

前田委員         一般の社会とは違った基準ですよね、学校というとこ

ろは。 

 

國枝教育長        小学校では給食の時間もずっと教室で一緒に居る形で、

給食指導をやって、結局休憩の時間もないとか、そうい

うことも言われていますし、それは先生方の子どもに対

する情熱だとか子どもを愛する気持ちだとか昔は言われ

ていたのでしょうけれど、そういうものは完全に限界に

来ていますし、新聞にも出ていますけれど、休んでいる

先生の半数以上は何らかの精神疾患というようなデータ

も出ていますから、根本の法律を変えなければという話
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にもなりますけれど、今できることをそれぞれがやって

いくような取り組みをしていますが、国に対する要望と

いうのはこれまでもやっていますし今後も引き続き強く

求めていかなければならないと思っています。ほかにあ

りませんか。それでは、報告第５号は終了します。次は、

日程第８報告第６号第３期室蘭市学力向上基本計画

（案）の件を議題といたします。事務局の説明をお願い

します。 

 

大須賀教育指導参事    それでは、報告第６号第３期室蘭市学力向上基本計画

案の件につきましてご説明いたします。本件は、平成３

０年第１回教育委員会定例会にてご審議賜りました第３

期室蘭市学力向上基本計画骨子案を基に、市内各小中学

校で共通した視点から児童生徒の学力向上策の計画・実

施・評価・改善が行えるようにさらに具体化した計画案

でございます。報告第６号別紙をご覧ください。２ペー

ジは、計画策定の趣旨、計画期間、計画の点検評価の方

法について記述しています。計画期間につきましては平

成３０年から平成３４年までの５年間となっております。

３から７ページには、第２期室蘭市学力向上基本計画期

間に実施してきました各種学力調査の結果や、毎年、室

蘭市学力向上推進委員会で実施してきた計画の評価・点

検の結果を分析し、本市の児童生徒の学力向上における

成果と課題を記述しています。８から１１ページには、

本計画の目標と６項目の重点課題、目標の達成状況を検

証するための視点を記述しております。１２から１８ペ

ージには、本市教育委員会及び本市教育研究所が各学校

をサポートするために、どのような具体的な取組を実施

するのか記述するとともに、各小中学校の取組の具体を

記述しております。なお、１６ページからは各小中学校

の具体的な取り組み内容を示しており、ここで、第２期

室蘭市学力向上基本計画から使用しているＭ.Ａ.Ｐ.と

いう、室蘭・アクション・プロジェクトの頭文字をつな

げたものですが、この言葉を第３期計画でも継承し、市

内すべての小中学校が共通意識の下に共通した具体的取

組を行っていくことを強調しております。１６から１８
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ページの表には６つの重点に対応するＭ.Ａ.Ｐ.の具体

を載せております。各学校は、児童生徒や教職員の実態

に応じて、その年度に力点としたい項目を選択していき

ます。ここで選択した項目は、２０ページの別紙１にあ

ります、各学校で作成する学力向上プランの３の各校の

取組内容に記入します。さらに、その取組内容を推進す

るために、何月に何を行うのかというロードマップの明

確化と、各学期の取組の点検・評価を実施できる一覧表

となっています。１９ページには、第３期室蘭市学力向

上基本計画全体が見渡せる構造図を示しています。現在、

この具体的な計画案は、室蘭市小学校長会、中学校長会、

教頭会、学識経験者として室蘭市教育研究所の事務局長

のご協力を得まして、細かい文言の精査を実施しており

ます。最終的には今年の３月末に正式な第３期室蘭市学

力向上基本計画として各学校に配付するほか、室蘭市の

ホームページにも掲載します。保護者の皆さんへは、計

画本体のボリュームがあるため、Ａ４サイズ１枚程度の

概要版を作成して配布し、ご理解、ご協力をいただく予

定です。私からのご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。第３期目ということで、第１期から見ていると、学

力は全国、全道の平均に近づきつつありますし、それを

上回る教科も出てきていますので、成果は上がってきて

いると思いますが、ただ学校間格差や個人間格差が出て

いたり、あるいは家庭学習がまだ十分でないという部分

での課題が明らかになって、そのような中で新たに第３

期ということで、全国学力調査とは別に市で独自に行っ

ている標準学力調査についても、対象の学年を増やした

り、デジタル教科書の導入でより子ども達が頑張れる、

学習が身につくような環境を第３期でも作りたいと考え

ております。 

 

谷藤委員         ２０ページの別紙１の各学校で作成する学力向上プラ

ンですが、これをまとめるのは教頭先生や主幹教諭でし

ょうか。 
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大須賀教育指導参事    各学校には学力向上の担当者がいますので、大体は教

務主任ですとか主幹教諭が中心になっています。 

 

谷藤委員         先生方の意見を聞いて、これにまとめるのですね。こ

れを見ているだけでも、やることがたくさんあるなと感

じます。 

 

稲川委員         新聞等で目にしますが、小学校、中学校の教員免許が

あって、そういう大学で勉強してきたことと違うことを、

先生が少ないために代わりにやらなければならないこと

があって非常にストレスで、臨時免許という、単年度で

やるようなことも書かれていましたので、室蘭市内の中

学校の先生方の教員免許の状況と、臨時で授業をしなけ

ればならない実態など、今度は先生の質をどう確保して

いくかという部分が、結果的に学力に繋がっていくと思

うのですが、そういうことについて教えていただければ

と思います。 

 

中野学校教育課長     中学校の教科外の免許の関係ですが、特に桜蘭中学校

や室蘭西中学校ですと職員数も多くなるのでそれなりの

免許を持った教員を揃えられるのですが、小規模校にな

りますと全教科の免許の教員が揃えられない状況があり

まして、今年度は免許外の指導をしなければならない教

員の数が全中学校で８人いる状況で、過去には１０人２

０人という人数がいたものですから、減少はしておりま

すが、道教委でもそのことについては課題として改善に

向けて、講師を配置するなど対応を行っております。 

 

國枝教育長        主に技術や美術の免許を持った先生が少ないのですよ

ね。 

 

稲川委員         教える先生も、自分がその教科の実力がないために子

どもたちに迷惑をかけているのではないかというような

ストレスがあると新聞に書いてあったもので、室蘭では

どうなのかと思ったのですが、改善しているのですね。 
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國枝教育長        まだ実際にいらっしゃるのですが、数は減少している

ということですね。それから、臨時の教員の実態という

のは。 

 

中野学校教育課長     期限付き教員と言われている方で、契約期間が単年度

更新の不安定な職員ですので、道教委でもできるだけ正

式な教員を配置するように努めてはいるのですが、一方

で室蘭市の状況ですと、今後統廃合で減少することが目

に見えていますので、なかなか正規職員を置きづらいと

いう状況もあります。 

  

國枝教育長        期限付き教員が担任を持たされたりだとか、部活動の

顧問までやらされたり、そういうことは想定外で、でも

やらなければいけないという気持ちは高いので、それが

ストレスになったり、夜も家に持ち帰ってやらなければ

ならない環境があったりだとか、新聞でも出ていました

ね。 

 

稲川委員         こういう学力向上の取り組みをするときに、取り組む

先生方のことも入っていると良いと思います。 

 

國枝教育長        先生の待遇や体制などの面がきちんと確保されて始め

て、それぞれの先生方の能力が発揮される環境が生まれ

てくると思います。ほかにありませんか。なければ、報

告第６号は終了します。次は、日程第９報告第７号室蘭

市教育委員会臨時代理の件（室蘭市社会教育委員の委嘱

の件）を議題といたします。事務局の説明をお願いしま

す。 

 

北川生涯学習課長     報告第７号室蘭市教育委員会臨時代理の件(室蘭市社

会教育委員の委嘱の件)について、ご説明申し上げます。

本件は、本年１月３１日付けで辞任届けの提出があった

社会教育委員の後任となる、新たな委員の委嘱につきま

して、教育委員会臨時会を招集する暇がないことから、

平成３０年２月５日、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、教育長が
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臨時に代理したもので、同条第２項の規定に基づき、報

告するものでございます。臨時代理の内容でございます

が、報告第７号別紙をご覧ください。このたび、一般財

団法人登別室蘭青年会議所の理事長の改選により、新た

に上村正人さんが理事長に就任されたことから、前理事

長で、社会教育委員である田中健太委員から辞任届の提

出があり、その後任として、上村正人理事長を社会教育

委員に委嘱するものでございます。任期は、平成３０年

２月５日から平成３０年５月３１日までとなっておりま

す。なお、報告第７号参考１には、室蘭市社会教育委員

の委嘱の基準等を定める条例を載せてございますので、

ご参照ください。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。青年会議所の理事長の充て職なものですから、理事

長が替わったので、新たな理事長に就任をお願いしたと

いうことです。ないようでしたら、報告第７号は終了し

ます。次は、日程第１０議案第１号平成３０年度教育行

政方針（案）の件を議題といたします。事務局の説明を

お願いします。 

 

髙木教育部長       それでは、議案第１号平成３０年度教育行政方針（案）

の件についてご説明いたします。全文読み上げさせてい

ただきます。はじめに平成３０年度教育行政推進の基本

方針と重点施策について申し上げます。本市教育推進の

目標である「２１世紀を切り拓く心豊かで主体的に学び

つづける人づくり」の具現化を一層推進するためには、

これまで積み上げてきた施策の着実な実施と、教育の現

状や今日的な課題を踏まえつつ、学校、家庭、地域社会

が、それぞれの役割を果たし、連携を深めながら、魅力

ある教育環境づくりを着実に推進していくことが重要と

なります。そのため、学校教育においては、子どもたち

の生きる力をより一層育むために、家庭や地域及び小中

学校間の連携を深めながら、確かな学力、豊かな心、健

やかな体の調和のとれた教育活動を推進するとともに、

教育の質的向上に鋭意取り組みます。社会教育において
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は、心のふれあう地域社会や安全で安心して暮らせるま

ちづくりを基盤に据えた人づくりと地域づくりを推進し、

活力あるまちづくりにつながる社会教育行政に取り組み

ます。以下、その施策の概要を申し上げます。Ⅰ、子ど

もたちの生きる力を育成する教育の推進、第１の柱は、

子どもたちの生きる力を育成する教育の推進であります。

１、確かな学力の育成、最初に、本市学校教育の機会均

等と水準の維持・向上に係る課題となっております、確

かな学力の向上については、全国学力・学習状況調査や

本市独自の標準学力調査の結果から、小中学校ともに着

実な成果があらわれているものの、教科によっては学校

間や個人間の差が依然見られることや、家庭における学

習・生活習慣が十分に身に付いていないなどの課題があ

げられます。これらの成果と課題を踏まえ、４月から新

たな第３期室蘭市学力向上基本計画に基づき取組を推

進します。具体的な取組としては、標準学力調査の実施

学年の拡大、デジタル教科書の充実のほか、研究奨励校

の指定、教育研究所との連携による主体的・対話的で深

い学びの充実やＩＣＴの活用の推進、小学校における外

国語の時数増に伴う調査研究等を実施します。また、学

校訪問等を通じて授業改善に資する指導・助言の充実に

努めます。小中学校間の連携推進や、家庭での学習・生

活習慣の定着を図る取組の強化を図りながら確かな学力

の向上に取り組みます。２、豊かな心の育成については、

全ての教育活動を通じて、生命尊重や思いやりの心、規

範意識などを育む道徳教育の充実を図るとともに、新た

に実施となる「特別の教科道徳」の授業内容を充実させ

る教員研修を実施します。また、地域の特性を生かした

自然体験や社会体験などの豊かな体験活動を通じて道徳

性の育成に努めます。いじめ問題については、室蘭市い

じめ防止基本方針に基づき、学校・家庭・地域・関係機

関との連携を一層深め、未然防止や早期発見、早期対応

の取組を強化します。また、いじめのない学校づくりに

向け、子どもたちの主体性を生かし開催しているむろら

ん子どもサミットを、今年は宮古市の中学生も参加し、

交流を深めながらいじめの問題について考える機会とし
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ます。不登校問題については、児童生徒の状況把握を徹

底するとともに、各校との連携を密にしながら、適応指

導教室や訪問アドバイザーなどによるきめ細やかな教育

相談や支援に努めます。児童生徒の問題行動については、

子どもたちの心に寄り添った生徒指導の充実を通じてそ

の未然防止に努めるとともに、関係機関と連携を図って

毅然とした対応を行います。また、ＳＮＳ等でのいじめ

の問題や人間関係のトラブル等の未然防止、インターネ

ットの危険性などの情報モラル教育や、薬物乱用防止、

不審者への対応などの防犯教室を実施するなど、児童生

徒の規範意識や防犯意識の向上に取り組みます。この他、

子どもたちの望ましい生活習慣の確立とネット犯罪やト

ラブルなどから子どもたちを守る取組として、室蘭市携

帯・スマホ三ヶ条を市内各校及びＰＴＡとの連携を図り、

継続して周知と活用の強化を図ります。３、健やかな体

の育成、健やかな体の育成については、室蘭市児童生徒

の体力向上プランに基づく取組を継続するとともに、各

校における一校一実践など、子どもたちの体力向上、運

動習慣の定着に努めます。また、子どもたちの望ましい

食習慣の醸成や食と健康に関する知識の定着を図るため

に、栄養教諭による食育指導、家庭と連携した早寝早起

き朝ごはん運動などの取組のほか、関係部署との連携に

よるがん教育の出前講座をすべての小中学校で計画的に

推進します。４、特別支援教育と就学支援の充実、特別

支援教育については、室蘭市教育支援委員会による就学

支援やインクルーシブ教育の取組を進めます。また、本

市の支援ファイル「すてっぷ」を有効活用するなど、早

期からの一貫した支援の充実に努めます。就学支援につ

いては、低所得世帯への支援の強化として、就学援助の

対象費目に生徒会費とクラブ活動費を追加するほか、支

給時期の適正化や制度周知等の充実に努めるとともに、

学習支援事業の周知と支援、相談体制の構築など、市長

部局との連携を図った総合的な取組を進めます。５、特

色ある教育活動の推進等、特色ある教育活動については、

世界に通じる子どもたちの育成事業として、小学生対象

の出前講座や中学生対象のむろらんイングリッシュ・デ
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イを開催します。また、今年は、宮古市を会場とし、室

蘭市と宮古市の生徒が互いのまちを英語で紹介する等、

交流を図りながら英語に親しむ活動を実施します。外国

語指導助手の活用や室蘭工業大学国際交流センターと

の連携、姉妹・友好都市との交流なども引き続き実施し、

国際理解教育の充実に努めます。また、ものづくりのま

ち室蘭に関連する事業として、室蘭工業大学ものづくり

基盤センターとの連携や職業体験学習などキャリア教育

を充実させます。この他、港ふるさと体験学習等の実施

により、ふるさと室蘭への愛着や誇りをもち、併せて環

境意識を高める取組を推進します。また、小中連携教育

の一層の促進と、幼保小の円滑な学びの接続に努めます。

私学に対する振興では、特色ある教育活動を進めるため

に高等学校・専修学校への支援を継続して行います。Ⅱ、

信頼される学校づくりの推進、次に、第２の柱は、信頼

される学校づくりの推進であります。より信頼される学

校づくりを進めていくためには、家庭や地域の理解と協

力を得た学校づくりを一層推進するとともに、教職員の

資質・能力の向上と服務規律の徹底が重要となります。

そのため、２カ年のコミュニティ・スクール導入促進事

業の成果を踏まえ、平成３０年度に室蘭西中学校区に学

校運営協議会を設置します。今後は学校統合の推移を見

据え、設置準備の整った中学校区に順次学校運営協議会

を設置し、すべての小中学校がコミュニティ・スクール

となることを目指します。教職員の資質・能力の向上に

ついては、学校訪問や研究指定事業を通じて、授業改善

に関わる教員指導に努めるとともに、教育研究所におけ

る教育研究や各種研修講座の内容充実に努めます。教職

員の服務規律については、職場研修の実施等により、教

職員の意識向上を図り、不祥事事故の未然防止と服務規

律保持に努めます。特に、学校現場でのＰＴＡ会計等の

金銭管理に関しては、昨年４月に策定した室蘭市小中学

校私費会計事務処理要領に基づく適切な事務処理と定

期的な点検を実施し、金銭事故の再発防止と信頼回復に

努めます。学校現場の業務改善については、教員の多忙

化への対応を含め、教員が子どもたちと向き合う時間を
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確保するとともに、次世代の学校指導体制の実現に向け

て室蘭市立学校の業務改善指針を策定し、学校閉庁日の

設定や部活動のルール化など、教育委員会と学校が一体

となった取組を推進します。Ⅲ、子どもたちが安全・安

心に学べる教育環境の整備、次に、第３の柱は、子ども

たちが安全・安心に学べる教育環境の整備であります。

学校教育現場での安全確保と万が一の事故発生に備え

るために、小中学校全世帯での災害共済給付制度の加入

の義務化と支援を行います。交通安全教育や不審者から

子どもを守る取組については、市内一斉巡回活動や見守

り活動を継続するほか、自転車利用を含めた交通安全指

導の充実に努めます。また、室蘭市通学路交通安全プロ

グラムに基づき、関係機関と通学路の合同点検を行うな

ど、児童生徒の安全確保を図ります。防災教育について

は、各校における防災計画・防災教育計画に基づき、関

係機関や地域との連携を図りながら防災訓練や防災学習

等に取り組みます。学校における食物アレルギーの対応

については、学校と家庭、関係機関との連携を一層深め

ながら、食物アレルギーを有する児童生徒の安全を確保

します。学校給食については、学校給食衛生管理基準を

順守し、安全・安心な学校給食の提供に努めます。また、

児童・生徒の食育の推進を図るとともに、食品ロス削減

への取組につなげるため、地元企業の製造によるオリジ

ナル食器を導入します。学習環境の整備については、本

年４月に開校する白蘭小学校の一部グラウンド及び外構

整備を行います。平成３２年４月開校予定の高砂・水元

小学校の統合校の校舎棟及び体育館の建設工事に着手

します。併せて、平成３２年４月、知利別小学校の旭ヶ

丘小学校、大沢小学校の海陽小学校への統合、さらに平

成３３年４月、天沢小学校の地球岬小学校への統合に向

けて、学校、保護者及び地域との協議を進めます。また、

平成３０年度に学級数の増が見込まれる八丁平小学校に

ついては、学習環境の低下を招かぬように、速やかに増

築により対応を図ります。Ⅳ、人とまちが生きる生涯学

習の推進、次に、第４の柱は、人とまちが生きる生涯学

習の推進であります。１、生涯学習・社会教育の推進、
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本市の持つ地域特性を活かしつつ、市民一人ひとりが生

涯にわたり学び、豊かな人生を送りながら、その成果を

還元できる社会の実現をめざす指針である室蘭市社会教

育振興計画は、平成２９年度で最終年次を迎えることか

ら、地域社会の状況や教育を取り巻く変化に対応した新

たな振興計画を策定します。男女平等参画社会について

は、第２次室蘭市男女平等参画基本計画に基づき、推進

団体と協働した啓発活動を進めるとともに、男女共生セ

ミナーの開催、女性リーダー国内派遣などの取組を進め

ます。読書活動推進については、親子読書ふれあい事業

ブックスタートのほか、読み聞かせボランティアの人材

育成のための講座を実施します。また、図書館白鳥台分

室のある建物が、老朽化により解体となることから、地

区の商業施設へ移転して、一層利用しやすい環境整備を

行います。港の文学館については、「港の文学館 むか

し今これから」を年間テーマとして各種企画展を開催す

るとともに、白鳥大橋開通２０周年を記念したエッセイ

コンクールを企画します。２、文化振興、文化振興につ

いては、現在、青少年科学館に展示している蒸気機関車

を本市の発展の歴史と結びつくよう、ワークショップ等

の意見を聞きながら旧室蘭駅舎や周辺公園との一体的な

活用策を検討するとともに、全国の関心を高めるため、

クラウドファンディングを実施します。文化財の保護に

ついては、市内遺跡の出土資料の整理を進め、展示など

の活用に向けた取組を進めます。また、２０２０年開設

の白老町民族共生象徴空間と西胆振地域が一体となっ

てアイヌ文化を発信する取組を、広域的に推進します。

フェリー就航を契機とした宮古市との交流を促進するた

めに、両地域の歴史を示す展示事業や、青少年団体を通

した小中学生の交流活動を実施します。白鳥大橋開通２

０周年記念事業に係る取組として、定住自立圏文化事業

を冠事業として展開するほか、市内の文化団体にも事業

展開を図るよう協力を要請します。３、スポーツ振興、

スポーツ振興については、白鳥大橋開通２０周年記念事

業としてハーフマラソン大会を開催します。また、中島

スポーツセンターの整氷車の更新や、入江陸上競技場の
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第２種陸上競技場継続に向けた備品の更新や施設の整

備を行うほか、市民のスポーツ利用に供している学校開

放事業の使用枠を拡大するなど、市民の健康保持・増進

に努めます。また、スポーツ合宿の誘致に努めるととも

に、体育館をはじめ老朽化等課題を抱える施設もあるこ

とから、スポーツ施設全体の考え方を整理します。４、

社会教育施設の整備、社会教育施設の整備については、

本年１２月の開館に向けて、生涯学習センターきらんの

建設工事を進めるほか、(仮称)環境科学館・図書館につ

いては、平成３１年度の本体工事着工に先立ち、支障建

築物の除却工事等を行います。このほか、既存の施設に

ついても、安全・安心な生涯学習環境の確保に向けて、

必要な整備を進めます。以上、平成３０年度教育行政方

針について、申し上げました。教育改革が進む中、教育

行政の果たす役割は、ますます重要との認識に立ち、「子

どもたちが生き生きと輝く室蘭の教育づくり」と「生涯

にわたって主体的に学ぶ環境づくり」に努めていきます

ので、議員並びに市民の皆様のご理解とご協力を心から

お願い申し上げます。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。 

 

前田委員         旧室蘭駅舎に蒸気機関車を置こうとするのにクラウド

ファンディングを実施するとありましたけれど、予算の

中でその部分は前年度から比べて結構減っていましたよ

ね、クラウドファンディングの関係があるのですか。 

 

大澤生涯学習課主幹    先ほどの報告第３号平成３０年度教育予算に係る主な

事業項目及び予算内示額の件の、８番（２）文化財の整

備活用の中で、蒸気機関車移設の予算額が前年度と比べ

て少なくなっている点ですが、平成２９年度は蒸気機関

車の移設のための実施設計という部分を行い、そのため

に費用がかかっておりまして、平成３０年度はもう実施

設計は終わりましたので、ぐっと金額が少なくなってい

るということで、平成３０年度予算額の７４６千円の内
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容としては、クラウドファンディングの費用もそうです

が、平成３０年度からワークショップを開催していきま

すので、これに係る事務経費が大半を占めています。 

 

國枝教育長        平成３０年度は、６月２２日に宮古市のフェリーの第

１便が来ることになっていますから、今年度も宮古市に

は青少年団体に行ってもらったりしていますけれど、フ

ェリーが繋がることによって、子どもたちの交流にも取

り組むということで、室蘭市内の中学生だけでやってい

たいじめ等の授業についても宮古市の子ども達との交流

を含めた形で考えたりだとか、そういう取り組みを行っ

ていきたいと思っています。 

 

谷藤委員         防災教育についてなのですが、文科省のＪアラートの

緊急マニュアルのことを今日ラジオのニュースでやって

いましたが、そういうものを取り入れていくことはあり

ますか、Ｊアラートについての防災訓練のようなものは。 

 

中野学校教育課長     今日の記事で出ておりまして、まだ市教委には届いて

いなかったのですが、Ｊアラートの対応については昨年、

室蘭市独自に、万が一警報が鳴った場合の対応について

小中学校に通知はしておりますが、通知内容を精査した

うえで、今後新たな対応が必要でしたら対応してまいり

たいと思います。 

 

國枝教育長        子どもや親がむやみに不安になることのないように、

と出ていましたよね。 

 

谷藤委員         これは市議会の定例会に提出する資料ということです

か。 

 

國枝教育長        そうです、議場で市長が市政方針を読み上げまして、

私が教育行政方針を読み上げるという形で、その後代表

質問となるのですが、それは主に市政方針と教育行政方

針に書かれていることについて、議員さんから質問を受

けるという形になります。 
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谷藤委員         その質問を受けて、最終的に平成３０年度の教育行政

方針になるということですか。 

 

國枝教育長        いえ、発表する段階でもう（案）を外して、市教委と

してこういう形で平成３０年度取り組みたいということ

で、それに対し議員さんからこれはどういうことだとか、

こういうことはやらないのかとか、もっとこっちに力を

入れないのかとか、そういう質問をいただくということ

です。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） 

 

國枝教育長        御異議がありませんので、議案第１号については原案

のとおり可決いたします。次は、日程第１１議案第２号 

室蘭市・登別市に係る就学児童生徒の取扱いに関する協

議書の更新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     議案第２号室蘭市・登別市に係る就学児童生徒の取扱

いに関する協議書の更新の件についてご説明いたします。

本件は、登別市美園町６丁目１２番地以北に居住する児

童生徒について、本市の小中学校に就学させることを認

める協議書の期間が平成３０年３月３１日をもって満了

となることから、この期間を 1年間延長するため、提出

するものです。協議書の内容につきましては、議案第２

号別紙をご覧ください。変更点は第３条の期間のほか、

第６条に区域外就学の解消時期と今後の受け入れの規定

を新たに追加しておりまして、本取扱いは、登別市教委

と協議のうえ、統合小学校開校前の平成３１年度に水元

小に入学した児童が中学校を卒業する平成３９年度末を

もって解消することとし、また、平成２９年度以降に新

たに対象地域に居住した場合は、本取扱いを適用せず登

別市の小中学校で受け入れることとしております。以上、

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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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。現在は登別市から何人来ているのでしたか。 

 

中野学校教育課長     今年度が小学校１５人、中学校８人です。 

 

國枝教育長        参考１として資料がありますけれど、こういう形で登

別市から人数分の経費を室蘭市がもらうこととなってい

まして、２年程前からこれを解消しようということで協

議をしていました。 

 

中野学校教育課長     天神小学校の開校を機に解消しようという話が出まし

て、今に至っています。 

 

國枝教育長        美園地区に居住している子ども達をタクシーか何かで

登別の学校のほうに、要するに自分の市内の学校に通わ

せるようなことも検討して、統合を契機にという話だっ

たのですけれど、地域住民の方々から色々とご意見があ

って、上のお子さんが水元小学校に通っているのに下の

お子さんは別の学校にということも出てくるものですか

ら、結局今の在校生が中学校を卒業するまでは認めると

いう形になったのですよね。登別市としても負担がある

ものですから、できるだけ自分の市内の学校にという考

えだったのですが、経過措置的に続く形で、平成３９年

度には全て解消しそれぞれの居住する市の学校へ通うと

いうことになる予定です。 

 

前田委員         比較的、個人の意見を尊重してもらえる時代なのです

ね、変な言い方ですけれど。結構長いですよね、平成３

９年までというのは。 

 

國枝教育長        学校が新しくなった途端に別の学校に行かなければな

らないというのもかわいそうだという話もあったようで、

今までずっと水元小学校に通っていて、せっかく統合し

て新しくなったのに別の学校へとか、先ほど言ったよう

に兄弟姉妹がばらばらに別の学校に通うということが出

てきてしまうので、親御さんの望みというものがあった
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ようです。室蘭市としては経費をいただくということで

対応させてもらいます。 

 

稲川委員         経過措置の間にまた入ってしまうと、下の子が分かれ

るということもあるだろうから、経過措置の間はもう登

別市の学校に行かせるということですか。 

 

中野学校教育課長     平成２９年度以降に新たに引っ越して来られた方は当

然登別市の学校に通ってもらいますし、現時点で産まれ

ているお子さんについては兄弟関係も調べておりまして、

今水元小学校に通っている方については兄弟関係も大丈

夫であろうという推定でおります。 

 

稲川委員         方針として解消したいということであれば、今後の新

規の方は全て登別市にということにしていかないと、何

が良くて何が悪いかという方向で考えていかなければい

けないから、居住している方々が近いからとか遠いから

という話でやるのではなく、行政区域としてこういう教

育をしたいから、登別市は登別市でやりたいというので

あればそれは尊重しなければならないと思うし、今まで

やってきたシステムだから中学校卒業までいくというの

は仕方ないが、そういう方針が決まっているのであれば、

新規については、タクシーでやるのかスクールバスでや

るのか、どうやって通学手段を確保するのかを含めて行

政の仕事でしょうから。 

 

國枝教育長        今産まれていないお子さんについては全て登別の学校

に通うという取り決めになっています。 

 

稲川委員         上に兄弟がいるいないとかいう論理ではないですよね。 

 

國枝教育長        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） 
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國枝教育長        御異議がありませんので、議案第２号については原案

のとおり可決いたします。次は、日程第１２議案第３号 

室蘭市立小中学校設置条例中一部改正の件に係る市長

への申入れの件を議題といたします。事務局の説明をお

願いします。 

 

加納総務課主幹      議案第３号室蘭市立小中学校設置条例中一部改正の

件に係る市長への申入れの件につきまして、説明いたし

ます。室蘭市立小中学校設置条例の一部を別紙のとおり

改正したいので、平成３０年第１回市議会定例会に議案

として付議するよう市長に申し入れるものでございます。

議案第３号別紙をご覧ください。改正する内容としまし

ては、室蘭市立高砂小学校、室蘭市立水元小学校につい

て、これを室蘭市立天神小学校に改めるものでございま

す。施行期日につきましては、平成３２年４月１日でご

ざいます。これは来年度から施設の整備が始まるという

ことに対しまして、本設置条例が必要になるものでござ

います。次のページには、新旧対照表を示しております

のでご参照ください。なお１月の定例会におきましてご

報告させていただいた際には、編入統合に伴い閉校を予

定しております、知利別小学校、大沢小学校、天沢小学

校の３校の削除についても同時に改正することで報告し

ておりましたが、統合に関わる改修工事等を実施する前

としていることが分かりまして、今回その部分は取り下

げております。以上でございます。ご審議の程よろしく

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） 

 

國枝教育長        御異議がありませんので、議案第３号については原案

のとおり可決いたします。次は、日程第１３議案第４号 

室蘭市男女平等参画センター条例中一部改正の件に係
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る市長への申入れの件を議題といたします。事務局の説

明をお願いします。 

 

北川生涯学習課長     それでは、議案第４号室蘭市男女平等参画センター条

例中一部改正に係る市長への申入れの件について、ご説

明申し上げます。本件は、生涯学習センター「きらん」

のオープンに伴い、機能が重複し、設備が老朽化した調

理実習室を廃止するものでございます。男女平等参画セ

ンター「ミンクール」で、調理実習室をご利用されてい

た方々につきましては、現在建設中の室蘭市生涯学習セ

ンター「きらん」の料理スタジオにて対応が可能となっ

てございます。改正条例の施行日につきましては、平成

３０年１２月１日を予定しております。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） 

 

國枝教育長        御異議がありませんので、議案第４号については原案

のとおり可決いたします。次は、日程第１４議案第５号 

室蘭市生涯学習センター条例中一部改正の件に係る市

長への申入れの件を議題といたします。事務局の説明を

お願いします。 

 

北川生涯学習課長     それでは、議案第５号室蘭市生涯学習センター条例中

一部改正に係る市長への申入れの件について、ご説明申

し上げます。本件は、同条例第２条名称及び位置のうち、

敷地内の施設配置が確定したことから、住居表示番号に

ついて改正するものでございます。また、貸館施設の使

用料金につきましては、生涯学習センター基本計画に基

づく仮の面積により算定しておりましたが、このたび、

実施設計が完了したことから、確定した施設面積にて使

用料を再算定するととともに、工芸スタジオに付属する
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陶芸窯の使用料金を新たに設定するものでございます。

再算定した料金につきましては、議案第５号別紙参考に

ある条例新旧対照表のとおりの結果となっております。

改正条例の施行日につきましては、公布の日から施工す

るとしてございます。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。料金については面積で計算しているのですが、建物

がほぼ完成し、面積が確定したものですから、部屋によ

っては料金が下がったものもありますし、面積が増えた

ものに関しては料金が若干上がっています。御質問等な

いようでしたら、議案第５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、議案第５号については原案

のとおり可決いたします。次は、日程第１５議案第６号 

室蘭市青少年研修センター条例廃止の件に係る市長へ

の申入れの件を議題といたします。事務局の説明をお願

いします。 

 

大澤生涯学習課主幹    議案第６号室蘭市青少年研修センター条例廃止の件

に係る市長への申し入れの件について、ご説明申し上げ

ます。本件は、施設の老朽化等に伴い、青少年研修セン

ターを廃止するものでございます。なお、研修センター

の廃止後は、現在建設中の室蘭市生涯学習センター「き

らん」が本年１２月より開館予定となってございます。

条例の施行日につきましては、平成３０年１２月１日か

らの施行としてございます。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。青少年研修センターというのは輪西の、旧鶴ヶ崎中

学校の下、昔啓明高校があったところで、廃止後は取り
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壊しを予定しており、活用策も一応予定されています。

御質問等ないようでしたら、議案第６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、議案第６号については原案

のとおり可決いたします。次は、日程第１６議案第７号 

平成３０年度室蘭市学校給食費等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   議案第７号平成３０年度室蘭市学校給食費等の件に

ついてご説明いたします。本件は昨年、当委員会から平

成３０年度室蘭市学校給食費等の件について、室蘭市学

校給食運営協議会へ諮問の議決をいただき、協議会で審

議を重ねていたところでございます。２月１日に開催い

たしました室蘭市学校給食運営協議会で審議の結果、平

成３０年度学校給食費及び給食回数については、翌２月

２日に試算案のとおり平成２９年度と同様に据え置きが

望ましいとの答申をいただいた次第でございます。答申

書の写しは議案第７号別紙４として添付してございます。

それでは、室蘭市学校給食運営協議会での審議にあたり、

説明を行いました平成３０年度学校給食費の試算案につ

いてポイントを説明させていただきます。最初に、議案

第７号別紙1の平成３０年度と平成２９年度の基本物資、

原材料になりますが、この単価比較表をご覧ください。

本年１月１０日に、北海道学校給食研究協議会から、コ

ッペパンなどの基準パン及び米飯の、来年度の基本物資

の原料価格等が示されたことを受けて試算し、前年度と

比較したものでございます。内容といたしましては、昨

年度価格と比較して、基準パン・黒糖パンの原材料であ

る道産強力小麦粉が国内消費の９割を占める輸入小麦

の原産国で天候不順等により国際価格が上昇したほか、

乳製品も酪農家の離農が続いており、生乳生産量が減少

する見通しにより値上がり傾向にあります。一方、砂糖

の価格はビートが豊作だった２０１５年を超える収量を
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見込んでおり若干値下がりをしておりますが、全体的に

値上がりしております。米飯につきましても、作付面積

の減少に歯止めがかからないこと、大豆などへの転作、

生産農家の高齢化などの要因のほか、東北・北陸地方の

天候不順により生産が落ち込み、道産米の人気もあり高

値で推移しており、全体的に平均単価が値上がりとなっ

ております。牛乳の来年度価格につきましては、北海道

農政部から例年２月中旬に示されており、現時点では乳

価の価格動向を予想することが困難な状況にありますこ

とから、昨年度並みとみてございます。次に、議案第７

号別紙２をご覧ください。この資料は、基本物資と牛乳

を除いた一般物資の積算に使用する賄材料の物価変動指

数を示したもので、現在の給食費単価へと改定を行いま

した平成２６年度を基準にいたしまして、賄材料を１の

１野菜・果物から８パン・ケーキ類までの部門別に積算

し、合計した結果、平成２９年度は台風等の影響で野菜

の指数も１２７．５パーセントと高騰する状況もあり、

物価変動指数は平成２９年が１０５．１２パーセントと

なり、平成２６年度当時に１１９円５８銭で購入してい

た小学校物資は平成２９年度に同様のものを購入するの

に１２５円７０銭必要となり、中学校は平成２６年度当

時１５６円７４銭だったものが平成２９年度は１６４円

７６銭必要になると試算いたしました。只今の、議案第

７号別紙１、別紙２から算定いたしましたのが、議案第

７号別紙３の上段小学校と下段中学校の学校給食費の

算定状況で、基準年である平成２６年度から平成３０年

度までの試算額を小学校、中学校でそれぞれ比較したも

のでございます。上段の小学校では、基本物資と特別加

工料の小計１０４円５０銭、一般物資１２５円７０銭、

消費税込で合計２３０円２０銭と前年度と比較して５円

８７銭の増となり、下段の中学校では基本物資と特別加

工料の小計が１１０円５２銭、一般物資が１６４円７６

銭、消費税込で合計２９７円３０銭と７円８２銭の増と

試算いたしました。この価格を現単価と比較したところ、

小中学校ともに６パーセント程度の増となっております。

室蘭市学校給食費改定基準では、改定の判定を行なう年
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度の給食費の試算額とその前年度の給食費を比較し、５

パーセント以上となった場合を改定する基準としており

ますが、ただし、５パーセント以上であっても社会情勢

等を鑑みて改定が適切でないと判断した場合は据え置く

ことが出来ると定めております。本来ならば１食単価の

改定を考えるべきところですが、平成３１年１０月には

消費税の増税を控えており、平成３１年度の単価改定は

避けられないと考えております。２年連続の料金改定は

保護者の負担も増え、混乱を招く事が想定されるため、

給食費改定の時期については平成３１年度が適切と考え

ております。平成２９年度は、台風の影響による野菜の

急騰が一般物資の試算額が上がる要素として強く試算に

影響しましたが、今後は価格も落ち着いてくることが予

想されておりますので、このような状況を鑑みまして、

次年度については、食材購入の工夫、例えば単価が上が

っている野菜から、価格が安定している野菜へ切り替え

るなど、今回の試算で見込まれる増額分は対応が可能で

あると判断しまして、平成２９年度と同額の小学校２３

５円と中学校２８１円と試算したところでございます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

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。５パーセント以上の増ですが、平成３１年度に消費

税が上がるものですから確実に増額になるということで、

そうなると２年連続増額となるので、給食センターの栄

養士さんに、なんとか安い食材で栄養を確保していただ

けるように、１年間頑張っていただいて、平成３１年度

は料金を見直さないといけないと、もちろんその時に物

価が下がっていたりすればまた変わってくるのですが、

おそらく消費税の影響で上がるだろうということで、平

成３０年度につきましては据え置きで考えております。 

 

前田委員         一般の主婦の感覚でも今野菜などがとても高くて、ニ

ュースになるくらいですから、給食のほうも大変でしょ

う。 
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稲川委員         基本的な給食費会計というのは、親御さん方が払う給

食費で賄うものなのですか、赤字が出た場合は誰かが補

填するとか、黒字が出たらそれをどうするかとか、そう

いう仕組みはどうなっているのですか。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   今野菜がとても高騰していまして、赤字になるのでは

ないかというところですが、なんとか今年度はプラスマ

イナス０で終わりそうなのですが、例えば野菜がとても

下がって黒字になりそうだというときには、２月３月の

献立で多めにデザート類を増やすなどの対応をして、今

年度お支払いいただいた給食費は全て使い切るようなや

り方をしています。 

 

稲川委員         給食センターが全て作るのですか。職員の人とか調理

の人とかそういう人件費もいろいろありますよね。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   いただいている給食費は全て食材のみに使っておりま

す。 

 

稲川委員         人件費のことは考えず、お子さんたちは割安というか、

付加価値がつけられていることに対するお金は支払って

いないということなのですね。 

 

國枝教育長        あくまで原材料費というか、食材費のみという形にな

っています。 

 

稲川委員         給食費は食材費だけで取りなさいというのは国で決ま

っているのですか。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   はい。 

 

國枝教育長        義務教育は無償ということになっていますので、家に

いても食費はかかるという考えですので、食材料費だけ

を徴収する形になっています。絶対に赤字にならないよ

うにはもちろんしないといけないので、まさか保護者か

ら追徴というわけにはいきませんので、常に先を見越し
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たり物価変動を見ながら、高い野菜の代替を使うとか、

調整していただいていますし、黒字になるということは

滅多にないですけれど、そうなった場合は豪華な献立に

したりという調整は実際しています。 

 

前田委員         テレビで見ていると、野菜の産地にある学校は農家さ

んから寄付をいただいたとか、カニが取れるところでは

給食でカニを食べるとかやっていましたけれど、室蘭市

はそういう近隣の農家さんからの協力は見込めるのです

か。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   室蘭市はないです。玉ねぎですと２００キログラム程

使うので、くださいとは言えませんので、近隣農家が少

ないのもありますが、野菜類はそういうことはありませ

ん。 

 

谷藤委員         給食費未払いの保護者がいたら、その補填はどうして

いるのですか。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   未払いは市が補填しています。 

 

國枝教育長        今はほぼ徴収できていますよね。 

 

山口学校給食ｾﾝﾀｰ所長   ９７から９８パーセント近くは徴収しています。 

 

國枝教育長        地元の食材はできるだけ使うように、地産地消という

形でやっているのですが、そうなると価格が少し高くな

るので、全部地元というわけにはいかないものですから、

給食センターも苦労はしているのですよね。ほかにあり

ませんか。それでは、議案第７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、議案第７号については原案

のとおり可決いたします。次は、日程第１７報告第８号 
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八丁平小学校の増築に係る整備方針の件を議題といたし

ます。事務局の説明をお願いします。 

 

加納総務課主幹      報告第８号八丁平小学校の増築に係る整備方針の件

について説明いたします。別紙１をご覧下さい。１番目、

児童数等の推計になりますが、表にありますとおり、３

教室程度の不足が継続する状況となってございます。平

成２９年度から平成３５年度までの児童数等を出してお

ります。次に２番目の整備方針になりますが、児童の学

習環境を第一に考え、短期間で整備し、教室の不足状況

を解消することを最優先に方針をまとめております。１

つ目として、設計から施工を一体で行うことにより期間

の短縮を図り、整備完了後買い取る形とします。これは、

設計・施工を一体で行うことにより、別々の発注とした

場合に必要となる設計終了後の工事入札等契約手続が

不要になり、その分整備期間の短縮が図れることから、

設計・施工を一体で行い買い取る形とします。２つ目と

して、システム建築による軽量鉄骨造での整備とします。

これは、他都市でも事例があり、短期間で整備できるた

め、この工法による整備を基本とします。なお、増築規

模については、平屋で不足する３教室分と渡り廊下を想

定しています。参考１として八丁平小学校の現在の配置

図を付けております。また、参考２としてシステム建築

による軽量鉄骨造による整備事例の写真を添付しており

ます。３つ目として、プロポーザル方式による業者選定

とします。これは、施設整備の計画から確認申請などの

手続きを含め建設工事まで一体として行う必要があり、

その中で整備内容の充実や工期の短縮のほか、児童の安

全確保や学習環境への影響を最小限に抑えるなどの提案

を受けるプロポーザル方式とすることでこれを評価し、

優れた業者を選定する形をとるものです。３番目の今後

の予定としまして、プロポーザルの公募を２月中に開始

し、提案を３月まで受け付け、４月には優先交渉権者を

選定し、契約、確認申請の後、施設整備を行い１０月中

には供用開始をすることを目標に考えております。なお、

予算については、第 1回室蘭市議会定例会に補正予算と
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して上程したいと考えております。説明は、以上になり

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         配置図でいうとどのあたりに増築されるのですか。 

 

加納総務課主幹      想定しておりますのは、配置図の左下、校舎の横の緑

地のあたりです。 

 

稲川委員         学級数と子ども達の数というのは、理想と現実がある

と思うのですが、２５人くらいが良いと考えているのか、

今１９の学級で４８９名ですと２６名くらいですか。 

 

加納総務課主幹      現状としましては、小学校は、普通学級が１、２年生

は３５人で１クラス、３年生以上は４０人で１クラス、

特別支援学級につきましては、障害の種類により８人で

１クラスとなっております。 

 

稲川委員         増やすか増やさないか、千歳市のようにすし詰めで良

いのか、基本的な考え方をおしえていただければと思い

ます。 

 

國枝教育長        基本的には、学校規模としては普通学級は１２学級か

ら１８学級が標準的で、１学年２から３クラスで、クラ

ス替えができるくらいを学校規模の方針として持ってい

ますが、八丁平小学校でいいますと、だいたい１８学級

で普通学級として良いのですけれど、特別支援学級が今

まで１クラスだったりしていたものですから、なんとか

やりくりでできていたのですけれど、今は障害の種類も

増えていることと、特別支援学級に通うお子さんも増え

てきていますので、障害の種類によって知的、肢体不自

由、情緒という形で学級を作らなければ、人数に関係な

く分けなければいけないという状況ですので、もう図工

室とか家庭科室を無理やり特別支援学級の教室にすると
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いうのは耐えられないような状態で、普通学級の子ども

たちにも影響が出てくるものですから、今回は３学級分

を増築することで、普通学級は普通学級、図工室や家庭

科室はそれで使う、特別支援学級も学級数を確保すると

いう対応が必要と判断し、増築という形です。 

 

稲川委員         平成２９年度の特別支援学級数４というのは、これは。 

 

加納総務課主幹      平成２９年度は既に４学級あり、ここ２、３年で３学

級４学級と上がってきています。 

 

國枝教育長        図工室等の特別教室を一時的に代替で使うことで平成

２９年度は取り組んでいたのですけれど、平成３０年度

には普通学級も増えるような状態になりまして、予想で

は４月に入る新１年生が４学級で、これまでは３学級が

最多だったのですが、４学級になりそうな環境になって

いるものですから、子ども達が基本的に６年間いると考

えたら、少しは減っていく傾向にはあるのですけれど、

そんなに極端には減らないだろうという推計の基で、今

回は増築が必要という判断をしました。 

 

稲川委員         私の記憶が違うかもしれませんけれど、八丁平小学校

ができたときの児童数って８００人くらいいませんでし

たか。 

 

加納総務課主幹      平成９年に開校しているのですけれど、このときは特

別支援学級も含めまして４５７人、最高は平成１６年度

で５９６人となっています。 

 

國枝教育長        それは増築したときでしたか。 

 

加納総務課主幹      増築は平成１１年の９月です。 

 

稲川委員         海陽小学校と八丁平小学校が多かったと記憶していて、

多かった時期からは随分減っているはずなのに、また増

改築というのは、と思ったのですが、２０年経って教育
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環境も変わって、特に特別支援学級のことを充実すると

いう形であればそれはそれで１つの見識でしょうから。 

 

加納総務課主幹      平成１６年度に５９６人いまして、今後の推計ですと

５６１名が最高で、児童数としては少ないのですが、特

別支援学級が増えている関係で部屋数が足りなくなって

いる状況です。 

 

國枝教育長        ほかにありませんか。それでは、報告第８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。

これをもちまして、平成３０年第２回室蘭市教育委員会

定例会を閉会いたします。 
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