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平成３０年第４回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 

１  日  時      平成３０年４月１８日（水） 

                    開会 午後４時００分 

                    閉会 午後４時５０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 議案第１号 財産取得に係る市長への申入れの件（室蘭市立八丁平小学校増築棟の件）

報告第１号 平 成 ３ ０ 年 第 １ 回 室 蘭 市 議 会 定 例 会 議 事 内 容 に 関 す る 件

報告第２号 室 蘭 市 教 育 委 員 会 ５ 月 行 事 予 定 の 件

報告第３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）

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 

 

５  説明員 髙木教育部長 大須賀教育指導参事 坂口総務課長 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 椎名指

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 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］ 伏見図書館長 
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國枝教育長        ただ今から、平成３０年第４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３０年第２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３０年第１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。 

 

髙木教育部長       それでは、平成３０年第１回室蘭市議会定例会議事内

容について、ご報告申し上げます。このたびの第１回定

例会は、平成３０年度の予算案などの審議を中心に、２

月２６日から３月２６日まで、会期２９日間で開催され

たところでございます。今回の本会議における質問は、

５会派のうち４会派の代表議員からの代表質問と、一般

質問では７人中５人の議員から、教育に関わる質問があ

りました。資料は、１ページから３７ページまでござい

ますが、２１ページまでが代表質問、２２ページからが

一般質問になります。質疑の議事内容は、各ページに質

問要旨と答弁内容を載せてございますが、時間の関係上、

質問要旨に沿って概略を説明させていただきますので、

よろしくお願いいたします。それでは、代表質問からご

説明申し上げます。最初は、市政協同、岡田議員からの

質問で、１ページから８ページまで、総合体育館の建て

替え地区の考え方、だんパラスキー場や旧絵鞆小学校に

対する市の方針、コミュニティ・スクール導入のスケジ

ュール、室蘭市立学校業務改善指針の基本的考え方など

についての質問があり、総合体育館は、基本計画では中

島公園内の整備としていたが、立地適正化計画の都市機

能誘導区域内に整備することにより、有利な財源の確保、
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建設の早期実現性が見込まれる室蘭駅周辺地区の入江

運動公園内への整備が適当と考えていること、だんパラ

スキー場については、存廃判断のための検討期間を複数

年と設定し、収支改善や利用者数などの条件の達成状況

により最終判断をすること、旧絵鞆小学校については、

旧円形校舎棟との一体活用を原則として公募を実施し、

民間団体への売却を検討していること、コミュニティ・

スクールの導入については、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、小学校の統廃合に合わ

せて平成３４年度末までに市内全中学校区に設置する予

定であること、学校業務改善指針は、教員が業務に専念

できる環境の確保、部活動指導の負担軽減、長時間労働

の見直し、教育委員会による支援充実の４つの柱に沿っ

て推進する旨答弁をしてございます。また、入江運動公

園の機能強化の考え、だんパラスキー場の存続の方向と

する基準の考え方、旧絵鞆小学校保存の要望活動に対す

る見解などについて再質問があり、テニスコートの入江

への集約や、課題のある多目的運動公園と芝生広場につ

いて祝津グラウンドの整備や民間グラウンドの活用によ

る利用枠の確保を検討していること、スキー場の存廃判

断の基準については、中島スポーツリンクの利用者一人

あたりの税負担額と同程度となることを基本方針と考え

ていること、旧絵鞆小学校の保存要望については重く受

け止めている一方、旧体育館棟は公共で継続的に所有す

ることが難しいと判断し、民間売却を検討するとした旨

答弁しております。次は、公明党室蘭市議会の砂田議員

からの質問で、９ページから１１ページまでは、旧絵鞆

小学校の民間団体への売却に向けた今後の対応、総合教

育会議で出された意見の政策への反映、新たな図書館の

運営形態などについての質問があり、旧絵鞆小学校の対

応については、安全への配慮、絵鞆貝塚の保存活用の観

点を踏まえ、地域や関係団体の意見を伺いながら進める

こと、総合教育会議で出された意見は、教育行政方針に

反映させ、学校教育の重点と位置付け、日々の教育活動

が展開されていること、新図書館では継続的な人材確保、

合築施設での事業連携など、サービス向上に向けた指定
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管理制度導入に向けて庁内・関係団体と協議し、具体的

な方向性について示す旨答弁しております。１２ページ

から１７ページまでは、日本共産党室蘭市議団の常磐井

議員からの質問で、本市独自の標準学力調査が全国学テ

と同様の傾向にあるならば、全国学テを実施する必要性、

特別の教科道徳の教育内容、少人数学級の実現による教

育環境の改善などについて質問があり、全国学テは義務

教育の機会均等や教育水準の維持向上の観点から活用し、

標準学力調査は個に応じたフォローアップに重点を置い

ていること、特別の教科道徳は、「考え、議論する道徳」

への転換を図ることとし、善悪の判断、思いやり、規則

の尊重、生命の尊さの４つの視点で構成されていること、

少人数学級の全学年での早期実現に向けて国や道教委へ

の要望を継続して行う旨答弁しております。また、全国

学テの調査結果の具体的な活用策、教員の多忙化を解消

するため少人数学級実現に向けてなすべきことなどにつ

いて再質問があり、全国学テは児童生徒が苦手とする領

域を把握することにより、課題を焦点化し教育課程の工

夫改善や授業改善を図るよう活用し、少人数学級実現に

向けて国や道教委への要望を行うほか、本市独自の学習

支援教員や特別支援教育支援員を配置し支援体制の充

実に努める旨答弁しております。また、子ども達への平

和についての学習について再々質問があり、学習指導要

領、教育基本法に基づき、適切な形で平和に対する教育

を行う旨答弁しております。１８ページから２１ページ

までは、新緑会の早坂議員からの質問で、学校運営協議

会を設置するための手順について、学校現場の業務改善

に関して国や道教委の検討状況と市の取り組みなどにつ

いて質問があり、設置に係る４つの手順を踏まえ、保護

者、地域、学校の３者が共通理解を促進しながら、学校

運営協議会の設置を推進すること、国や道教委では働き

方改革に関する緊急対策の公表や北海道アクション・プ

ランの策定が進められ、市の指針ではそれらの方針と関

連を図っている旨答弁してございます。また、コミュニ

ティ・スクールに対する保護者の認知状況について、学

校現場の業務改善指針を着実に進める考えなどについて
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の再質問があり、認知状況を把握するアンケートでは保

護者の約半数が認知し、今後も全市的な情報発信に努め

ること、指針は学校現場での聞き取り、アンケート、学

校との協議により策定し、教員の負担感解消につながる

実効性のある指針とする旨答弁してございます。続いて、

２２ページからは、一般質問でございます。一般質問の

最初は、市民ネット・むろらん、児玉議員の質問で、２

２ページから２８ページまで、縄文遺跡と旧絵鞆小学校

について、文化財審議会の議論を尊重する考え、解体以

外の活用策の庁内での検討状況、民間に２棟売却するに

至った経緯などについての質問があり、文化財審議会で

は保護の措置が妥当との見解であったが、行政の利用が

ないこと、老朽化の進行、安全性に懸念があることから

方向性を示したこと、庁内では市民団体からの意見を参

考に旧体育館棟の活用を検討したところ、今後も継続的

に所有することが難しいと判断したこと、建物の保存に

向け、民間団体の意向確認も重要と考え、旧校舎棟との

一体活用を原則として民間売却の考えを示した旨答弁し

てございます。また、文化財審議会の意見や市民意見を

踏まえ、時間をかけ検討すべきとの再質問があり、民間

活用の募集要領の策定に向け、市民団体や地元町会と協

議をし、効果的な提案をもらう旨答弁してございます。

審議会の議論と市の方針に対する教育長、市長の見解に

ついて再々質問があり、文化的側面からの検討が必要な

一方で、市全体の公共建築物の方向性の検討も必要であ

り、様々な角度からの検討を行いながら取り組んでいく

こと、市民からの多数の意見をまとめた方針の決定であ

ることを理解いただき、これからも全市的なまちづくり

を行う旨答弁しております。２９ページから３０ページ

までは、日本共産党室蘭市議団、田村議員の質問で、だ

んパラスキー場のあり方の検討状況について質問があり、

公共建築物適正化計画ではあり方を検討する施設とされ、

存続を求める署名を踏まえ、検討期間や一定の条件の達

成により存続を検討する方向で団体と意見交換している

旨答弁してございます。また、専任の職員を置いて、一

年を通じてだんパラ一円を活かす道を探る考えについて
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再質問があり、室蘭岳山麓総合公園周辺はスキー場だけ

ではなく、四季を通じて楽しめる場所でもあるという観

点から意見交換を進めていく旨答弁してございます。３

１ページから３４ページまでは、市民ネット・むろらん、

佐藤議員の質問で、１月に実施した学校閉庁日の実施状

況と休暇取得の強制との意見に対する見解、教職員の再

任用の状況、学校用務員を民間企業へ委託する基本的考

えなどについて質問があり、今回実施した学校閉庁日で

は９５．８パーセントが休暇を取得し、学校閉庁日は教

職員の理解のもと実施するものであること、再任用希望

者は毎年１０人前後で推移し、希望者全員が再任用とし

て雇用されていること、用務員の人材確保は難しい状況

にあり、持続的な学校管理の手法として、民間への委託

は有効なものと考えている旨答弁してございます。また、

業務改善指針の作成時期と作成メンバーなどについての

再質問があり、３月中に全小中学校に通知して周知する

こと、校長や教頭、事務職員の代表からなる業務改善推

進会議で協議している旨答弁しております。３５ページ

は、市政協同、黒光議員の質問で、就学援助世帯へのク

ラブ活動費と生徒会費の援助金額について質問があり、

クラブ活動費は中学校で文化体育振興会費を対象に１世

帯あたり年額３千円から４千円程度、生徒会費は生徒一

人あたり年額２千円から４千円程度の支給である旨答弁

しております。３６ページから３７ページまでは、市政

協同、早川議員の質問で、統合校の建設における安全対

策と課題、グラウンドが使えない学校の対応などについ

て質問があり、工事における侵入防止対策、資材の搬入

時間の調整や警備員を置き安全確保に努めるとともに、

運動会での駐車場確保が課題となっていること、隣接す

る高校、市の体育施設、統合後の旧小学校のグラウンド

を活用し、徒歩やバスで異動している旨答弁しておりま

す。第１回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。 
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谷藤委員         本庁舎の建て替えは教育委員会の所管ではないですよ

ね。 

 

國枝教育長        総務部のほうなのですが、今建て替えが急がれている

というか、耐震不足ということで、本庁舎と総合体育館

がクローズアップされている状況ですね。 

 

前田委員         常磐井議員の質問で、「国旗国歌の制定、教育現場で

の強制」というのは卒業式などで歌う歌わないの話です

よね、こういった質問も、教育委員会として答えること

になっているのですか。 

 

大須賀教育指導参事    国旗国歌の見解については教育委員会としてお答えす

る形で、学習指導要領というものがございまして、それ

に則って適正な教育課程を編成し適正に実施しますと毎

回お答えしています。 

 

國枝教育長        学校の入学式や卒業式ですとか、そういうときの国旗

国歌がありますので、学校現場に関する内容でしたら教

育委員会が答える形です。 

 

前田委員         オリンピックなどで選手たちが国旗を掲げていること

は何の問題もないのに、学校となると重く取り上げられ

るというのも不思議な感じがしますけれど。 

 

奈良委員         ロータリーでも、国歌を歌うのなら入らないという人

もいるといいます。 

 

國枝教育長        過去には式のときに歌わないとか起立しないとかあり

ました。 

 

奈良委員         私の頃も起立はするけれど歌わないことがありました

ね。 

 

國枝教育長        ほかにありませんか。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号室蘭市教育委員会５月
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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。 

 

坂口総務課長       報告第２号室蘭市教育委員会５月行事予定の件のう

ち、主なものにつきまして、ご説明申し上げます。次の

ページの報告第２号別紙をご覧願います。はじめに、学

校教育課でございます。１４日から２５日に中学校が修

学旅行に行きます。行先は東北から関東方面となってお

ります。次に、生涯学習課でございます。まず、民俗資

料館では、５日の土曜日に民俗資料館フェスティバルが

開催されます。次の、市民美術館では、1日から２０日

に「命の神秘 西村徳一展」、１日から６日には「風景

に息づく歴史 伊藤正展」、１１日から１３日には「新

道展 室蘭支部展」、２３日から３１日には「鈴木秀明

油彩展」が開催されるほか、数件の展示会が開催されま

す。次の青少年科学館では、３日に出張ロボットアリー

ナ２０１８が、４日から６日にゴールデンウィーク科学

館祭が開催されるほか、毎週、イベントがあります。次

のスポーツでは、２６日に西胆振６市町小学生スポーツ

交流（陸上競技）が、２８日に「楽しくランニング」が

それぞれ入江運動公園陸上競技場で開催されます。次の

図書館では、１日から１３日に「親子でチャレンジ、作

ってみよう、やってみよう」が図書館本館で開催される

ほか、子どもの読書週間行事の各行事が開催され、また、

１７日、２４日、２６日に、ふくろう文庫ミニ特別展「復

元浮世絵大観」が図書館本館で開催されます。次の港の

文学館では、３日から３１日まで、企画展『三浦清宏「海

洞」の世界展』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。 

 

谷藤委員         今年の修学旅行先はどのようになっていますか。 

 

杉野指導主事       桜蘭中学校が関東方面で、それ以外の学校は東北方面
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です。 

 

谷藤委員         新幹線ですか。 

 

杉野指導主事       そうです。 

 

奈良委員         修学旅行は学校の裁量でできるものなのですか。 

 

杉野指導主事       ほとんどが学校の裁量です。 

 

奈良委員         費用等も学校で決めるのですか。 

 

杉野指導主事       学校のほうで業者と話して、あまり負担にならないよ

うに費用を決めています。 

 

奈良委員         行き先はどこでもいいのですか。 

 

杉野指導主事       はい。 

 

國枝教育長        桜蘭中学校は生徒数が多いので、新幹線で全員一緒に

というのは難しいようです。東北方面はなかなか普段行

く機会がないですので、そういうところに行って、修学

旅行も教育の一環でありますので、３．１１の被災の関

係はもちろん、東北の歴史や文化も見るような形で企画

されています。 

 

谷藤委員         仙台くらいですか。 

 

杉野指導主事       仙台の学校もありますし、盛岡のほうで泊まる学校も

あります。 

 

奈良委員         何泊ですか。 

 

杉野指導主事       ２泊３日です。 

 

前田委員         震災の、あえて残している建物とか、ああいうものを
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見るチャンスはありますか。 

 

杉野指導主事       はい、今年度は室蘭西中学校が宮古市のほうに行きま

すので。 

 

國枝教育長        修学旅行は帰ってきてから壁新聞などいろいろな形に

して学校祭などで展示したりして、読んでいると本当に

皆さん真面目にきちんと学んできていると感じますね。 

 

國枝教育長        ほかにありませんか。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３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。

報告第３号別紙をご覧ください。本件は、本市社会教育

委員の山上昌彦委員が、本年４月３日をもって退任した

ことに伴い、その補欠委員の委嘱について教育委員会を

招集する暇がないため、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

が臨時に代理したものでございます。後任の高見恭介 

委員は、室蘭西中学校の校長をされており、学校教育関

係分野からの社会教育委員として委嘱をし、委員の任期

は、前任者の残任期間の平成３０年５月３１日までとな

ってございます。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。これは校長会から必ず出してもらっていまして、校

長会のほうで変わったということで、期間は５月３１日

で終わって一斉改選になるのですけれど、このような形

で高見校長先生に就任していただきました。ないようで

したら、報告第３号は終了します。次は、日程第６議案

第１号財産取得に係る市長への申入れの件（室蘭市立八

丁平小学校増築棟の件）を議題といたします。事務局の

説明をお願いします。 
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加納総務課主幹      それでは、議案第１号財産取得に係る市長への申入れ

の件（室蘭市立八丁平小学校増築棟の件）についてご説

明いたします。本件は、財産の取得に関するものでござ

います。まず、１の取得物件は室蘭市立八丁平小学校増

築棟でございます。２の所在地は室蘭市立八丁平４丁目

４２番１号、３の取得価格は９９，３６０，０００円、

４の取得年度は平成３０年度、５の契約方法は随意契約、

６の契約の相手方は大和リース株式会社札幌支店でござ

います。本件議案については、施設整備契約に係るもの

でございますが、契約の内容は、八丁平小学校増築の設

計・整備を行い、完成後に市がこれを買い取るものであ

ります。そのため、議会の議決に付すべき室蘭市の契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基

づき本案を提出し、財産取得の議決を得ようとするもの

でございます。続いて、議案第１号別紙をご覧ください。

１の契約の相手方についてでございますが、プロポーザ

ルにより本年２月２６日から３月２６日まで企画提案書

を募集し、３月３０日開催の選定委員会における審査の

結果、優先交渉権者に選定された大和リース株式会社札

幌支店と随意契約による仮契約を締結済でございます。

２の取得物件についてでございます。今回の財産取得議

案の対象となる取得物件の概要についてでございますが、

建物概要としては、軽量鉄骨造平屋建て、床面積２８５．

６３平方メートル、普通教室３教室となっておりまして、

事業提案にあたり、市側から要求水準書において求めた

ものとなっております。３の今後のスケジュールですが、

ご覧のとおり、現地調査、実施設計や確認申請を７月中

旬までに行い、７月下旬より仮設工事、その後増築整備

工事を行うものであります。１１月中旬には引き渡しの

予定としております。以降、参考図１に配置計画図、参

考図２として平面図、参考図３として立面図を添付して

おりますが、こちら企画提案されたものでありまして、

市との設計協議により先程の面積含め一部変更となる可

能性はございますが、配置場所としては、参考図１の右

下に塗りつぶされた部分が増築棟になっておりまして、

普通教室棟の南側に配置し、既存校舎と渡り廊下で繋げ
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ることとしております。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。 

 

前田委員         増築したものを取得というのは、出来上がった建物を

買うという形なのですか。 

 

加納総務課主幹      そうです。 

 

前田委員         土地は市のもので、建てることを前提にしての売り買

いということになるのですか。 

 

加納総務課主幹      そこの場所に、請け負った業者で建てていただいて、

それを買い取るという形です。 

 

前田委員         設計等はこちらで提示したとおりのものを作っていた

だく形ですか。 

 

加納総務課主幹      そうです、要求水準書といいまして、性能発注といい

ますか、最低限こういったところはやってくださいとい

うことを募集要項で提示しまして、それに沿った形で出

していただいています。 

 

前田委員         一般の感覚だと、こういうものを建ててくださいとい

う建築費ということの科目は発生すると思うのですけれ

ど、この取得というものが何かわからなくて。 

 

加納総務課主幹      通常ですと、まず設計をやって、それが終わってから

次年以降に建築工事を発注するのですが、今回は早く児

童の学習環境を整えたいということで、早く整備するた

めにはどういった形が良いかというところで、今回こう

いった形をとりました。 

 

前田委員         時間的にロスのない方法という発想ですか。 
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國枝教育長        通常の設計工事であれば２年３年かかって、そのあと

建てる形なのですけれど、統合する学校については計画

してやっているものですからそういう形ですが、今回の

八丁平小学校は統合等は一切関係なく、旧商業高校跡地

の住宅に小学生のお子さんを持つ方が多く入られまして、

それに伴いクラスが増えることが、昨年の冬くらいには

っきりしたものですから、もう４月から学級数が増える

ケースが出てくるので、２年３年かけて増築というわけ

にはいかないもので。 

 

前田委員         状況に応じていろいろな方法があるものなのですね。 

 

國枝教育長        千歳市や恵庭市、苫小牧市などでは既にこの方法をや

っていて、そちらのほうに職員が視察に行ったり資料を

いただいて、どうすれば早く対応できるかということで

今回こういう形をとりました。 

 

谷藤委員         契約の相手方は今回このほかにも何者かいたのですか。 

 

加納総務課主幹      今回募集した中で、問い合わせとしては２者あったの

ですが、実際に提案書を提出されたのはこの１者でした。 

 

谷藤委員         地元の業者はいなかったのですか。 

 

加納総務課主幹      ありませんでした。 

 

國枝教育長        学校のような仕様のものはそれなりに実績のある業者

でないとできないみたいなのですよ。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。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４
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回室蘭市教育委員会定例会を閉会いたします。 
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