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令和元年第１１回室蘭市教育委員会定例会

１ 日 時 令和元年１１月２０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 ２階 大会議室

３ 本日の議事日程

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 成田教育部長 大須賀教育指導参事 坂口総務課長

加納総務課主幹 中野学校教育課長 椎名指導主事

河内指導主事 佐々木生涯学習課長 髙橋生涯学習課主幹

大澤生涯学習課主幹 木村生涯学習課主幹

伏見図書館長 山口学校給食センター所長

日 程 番 号 件 名

第１ 会 議 録 署 名 委 員 の 指 名

第２ 会 議 録 承 認 に つ い て

第３ 報告第１号 室 蘭 市 教 育 委 員 会 １ ２ 月 行 事 予 定 の 件

第４ 報告第２号 室 蘭 市 教 育 支 援 委 員 会 諮 問 に 対 す る 答 申 の 件

第５ 報告第３号 室 蘭 市 社 会 教 育 委 員 の 会 諮 問 に 対 す る 答 申 の 件

第６ 議案第１号 公の施設に係る指定管理者の指定の件に係る市長への申入れの件
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國枝教育長 ただ今から、令和元年第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。令

和元年第１０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

ことにご異議ありませんか。

（ 異議なし ）

國枝教育長 ご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。

坂口総務課長 「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。２３日から２５日に各中学校の２学

期終業式が、２６日に各小学校の２学期終業式が行われま

す。また、１２月２９日から１月４日までを学校閉庁日と

いたします。次に生涯学習課でございます。社会教育では、

１９日に「令和元年第６回社会教育委員の会」が開催され

ます。次の文化振興・青少年では、８日に「第６９回市民

文化祭 AJG ダンスコンサート」が文化センターで開催され

ます。次に民俗資料館では、８日に「とんてん館寺子屋教

室『しめ縄づくり』体験学習会」、１５日に「『石臼もちつ

き』体験学習会」が開催されます。次に市民美術館では、

３日から８日まで「『むろらんだいすき』絵画展」が、１

２日から２２日まで「市民ギャラリー展」が開催されます。

次の青少年科学館では、１５日に「プラネタリウム特別投

影」が開催されるほか、「スポットサイエンス」、「ファミ

リーサイエンス」、「おもちゃの病院」等が開催されます。

次に図書館でございます。２１日に「クリスマスふれあい

コンサート」が開催され、本館、輪西分室、本輪西分室に

おいて「おはなし会」が開催されるほか、「ブックスター

ト」、「赤ちゃんライブラリー」等が行われます。次の港の
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文学館では、「時代を繋ぐ港の文学館『四文庫展』～平成

から令和へ～」を年間テーマとした企画展が２２日まで、

１４日に「本との出会い『今年の一冊』」が開催されてい

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、ご質問等はありませんか。

それでは、報告第１号は終了といたします。

次は、日程第４「報告第２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２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、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問

していたところでございますが、１０月２８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２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９７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

通級の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５６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、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、ご質問等はありませんか。

稲川委員 一番上の在学の方々は、色々あるんでしょうけど、情緒

から通常学級に行くとか、あるいは知的から通常学級に行

くとか、逆にやっぱりついて行けないから特別支援学級に

行く子も多いのか。
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中野学校教育課長 今までは通常から支援学級に行くケースが多かったので

すが、最近は小学校に入学したときは支援学級から始めて、

学年の途中で通常に戻るケースも増えてきています。

稲川委員 そういう傾向がもしわかったら、教えてください。そう

やってフレキシブルにやっているということで、入学時の

判定をフィックスしたものではないのだということですね

基本的には。そのためにこれをやっているという。言語指

導教室というのはどういうことをしているのですか。

中野学校教育課長 こちらは、在籍が常に言語指導教室ということではなく、

週に１回とか、週に１時間とかだけ、言葉の指導教室に通

って、言葉の指導を受けるということで、それ以外の授業

は全て通常学級での時間となっております。

稲川委員 それは有効なの。もっと回数を増やした方がいいだとか。

そういうのはどうなの。

中野学校教育課長 実態として子どもが増えておりまして、週１回程度しか

やる時間がないというのが現状です。

國枝教育長 主に言葉を発するのが苦手だったりという方で、吃音と

かではないんですね。

中野学校教育課長 吃音もそうですが、最近は発達障害等が原因で、言葉に

課題がある子も在籍しています。

稲川委員 報告第２号参考１の７番目の「言語の異常があり、意思

疎通が困難になっていないか」ということとはまた違うの

ですか。

國枝教育長 そうですね。

稲川委員 週一程度の指導教室は室蘭市独自の指導ではなくて、こ

ういうのは統計学的に就学支援部会の方は出てくるのだろ

うけど。このインクルーシブ教育支援部会っていうのはど

ういう括りの中の指導なんですか。
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中野学校教育課長 通級指導自体は、制度的に決まっているのですが、言語

の指導をするとか、情緒の指導をするとかは、それぞれの

自治体の特色で、地域の実態に応じて行っております。

稲川委員 これが地域によって分かれてくるかもしれないんですね。

國枝教育長 ほかに、ありませんか。それでは、報告第２号は終了と

いたします。

次は、日程第５「報告第３号 室蘭市社会教育委員の会

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。

伏見図書館長 それでは、資料に基づきご説明させていただきます。本

件は、今年５月の本定例会で社会教育委員の会へ諮問する

旨ご了承いただいた「第３次室蘭市子どもの読書活動推進

計画」策定について、この度、当会より素案に対する答申

をいただきましたことから、ご報告させていただくもので

ございます。策定の経過でございますが、５月の本定例会

後、６月２７日に社会教育委員の会へ諮問させていただい

ております。その後、７月から各小中学校、幼稚園、保育

所、スクール児童館、子育て支援センター等を対象にアン

ケート調査を実施したほか、地域文庫や子育てサークルな

ど現在、最前線でご活躍いただいている６団体から現状の

実態や課題などについてヒアリング調査を行ってきたとこ

ろでございます。その結果、各学校からは図書館司書のア

ドバイスや学校図書館運営支援などに関するご意見、また、

ボランティアの方々からは学校との連携支援に関するご意

見、子育て関連施設からは絵本等の整備に関するご意見な

ど、それぞれいただいたところでございます。これらの実

際にいただいたご意見・課題などを踏まえ、関係課で構成

する「子どもの読書活動推進委員会」で作成した案に対し、

社会教育委員の会でご意見を伺いながら進める形で、今回

の素案を作成してございます。それでは、素案についてご

説明させていただきます。報告第３号別紙２をご覧くださ

い。はじめに、１枚めくっていただき、目次をご覧くださ

い。構成としては、第１章から第３章、最後に関連資料を

掲載した形となっております。第１章は基本的な考え方と

いたしまして、計画改定の経緯、基本理念、期間、対象年
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齢について記載しております。第２章が計画の主となる具

体的な方策となりますが、基本目標１では主にソフト的な

取組により読書活動の推進を図るもの、基本目標２では主

に図書整備や施設整備・運営など、ハード的な部分を含め

た環境整備により推進を図るものという、大きく２つの目

標を設定し、それぞれ、家庭や地域、学校、図書館という

実施主体ごとに分類した形でまとめております。第３章で

は、推進へ向けての体制と情報共有について記載しており

ます。それでは、隣の１ページをご覧ください。計画改定

の経緯は５月定例会時にご説明させていただいた内容でご

ざいますので説明を省略させていただきます。次に基本理

念について、本市の全ての子どもが、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、読書環境の充実を図ることを基本理念としております。

計画の期間は令和２年度から令和６年度までの５年間、対

象年齢は法に準じ０歳から１８歳までとしております。次

に２ページをご覧ください。具体的方策のうち、「基本目

標１.様々な場所における読書活動の推進」について、は

じめに、①家庭・地域における読書活動推進について、推

進の方向性といたしましては、家庭での読み聞かせを推進

するための取組や子育て関連施設・地域文庫など子どもた

ちが集まる施設での読み聞かせの推進に努めるとともに、

親子読書の啓発に努めてまいります。次に、３ページをご

覧ください。②学校における読書活動推進について、推進

の方向性としては、全校一斉に取り組む読書活動や読書啓

発、また、読後感想討論会など、お互いの関心を高める取

組を行っていきます。③図書館・きらん図書室での読書活

動推進では、子どもの発達段階に応じた読み聞かせの実施

やおすすめ本等の情報提供のほか、読書習慣づくりのきっ

かけとなるような取組の実施に努めてまいります。次に、

４ページをご覧ください。「基本目標２.子どもの読書活動

を推進するための環境の整備」について、はじめに、①幼

稚園・保育所など地域における読書環境整備についてです

が、推進の方向性としては、個々の施設の図書の充実。②

学校における読書環境整備では、児童生徒が感心を持てる

ような蔵書の充実と書架づくりに努めることとしておりま

す。５ページ、③図書館・きらん図書室における読書環境

整備では、蔵書整備とレイアウト・ディスプレイの工夫に
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努めることとしています。それぞれ、赤い囲みの部分に具

体的な取組内容を記載しておりますが、そのうち今回の計

画で新たに加えたものや内容を拡大したものなどにつきま

しては、後ろに【新規】［拡充］と表記してございますの

で、これらについてご説明させていただきます。資料戻っ

ていただきまして、２ページ、読み聞かせ活動等の推進に

おける学校等と地域とのつながりを支援でございますが、

学校での読み聞かせなどを実施いただいているボランティ

アの方々から、学校の先生の異動に伴い学校とのつながり

が無くなったなどのご意見や、学校や子育て関連施設から

のアンケート結果でも地域により温度差があることなどか

ら、読み聞かせしてくださる方々と読み聞かせしてほしい

施設や学校とをつなげる役割を図書館が積極的に果たすと

いうものでございますが、前計画の中では学校と図書館の

連携、地域文庫と図書館の連携と２者の連携で記載されて

おりましたが、今回、３者の連携を推進する形としたこと

から[拡充]としたものでございます。次に、３ページ、「ひ

まわりカード」利用促進について、読んだ本のタイトルや

読んだ日、感想などを記録するカードで、現在も配布して

おりますが、自主的に読書に取り組むことが楽しくなるよ

うな工夫を加えるなど改善に努めながら、利用促進を図っ

てまいりたいというものでございます。次に、４ページ中

段の「絵本などのブックシェアリング」について図書館で

は、読まなくなった本の寄贈のお話を数多くいただいてお

りまして、現在所蔵の無い本や所蔵している本よりも状態

の良い本は、寄贈を受けて貸出本を取り替える、あるいは、

分室に所蔵していた本のうち年数経過により読まれなくな

ったものや、配置スペースの関係で本館に引き上げてくる

際に、本館にも所蔵しているものであれば状態の良いもの

を残し副本を廃棄する場合など、除籍にまわる本が年間通

して百～数百冊規模で発生します。これまで貸出していた

本なので、背表紙の日焼けやバーコードやシールを剥がし

た跡などが残っている場合もありますが、本の中は十分き

れいな状態であるものが多く、子育て関連施設などで自由

に読んでもらう本として再利用いただけるものと考えます

ことから、試験的にではありますがこのような取組を実施

するものでございます。次に、その下の学校図書館に関す

る具体的な取組のうち図書館司書による書架づくりや選書
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等の助言・支援でございますが、学校へのアンケート調査

で図書館司書からアドバイスをもらいたいとの声が多かっ

たことから、希望する学校に対し実際に伺ってアドバイス

などできるような体制をつくってまいりたいと考えており、

前計画の学校と図書館との連携という項目の具体的な内容

の中に若干触れていた内容を今回具体的な取組として抜き

出した形としたことから、[拡充]としたものでございます。

次に、（仮称）学校図書サポーターの活用推進についてで

すが、これは既に一部の学校で実施されておりますが、保

護者や地域の方々を学校図書館のサポーターとして募集し、

図書整理や読み聞かせなどにご協力いただくというもので、

学校へのアンケートでご意見の多かった学校図書館運営へ

のサポートとして取組を推進していきたいと考えておりま

す。次に５ページですが、令和３年に開館予定の新図書館

において、これまで専用の部屋が無かった「読み聞かせの

部屋」や閲覧席の充実などの読書環境整備と、合築となる

環境科学館との企画連携など行いながら読書環境の整備を

図ってまいります。以上、【新規】[拡充]のみご説明いた

しましたが、その他の取組については事業名の一部変更な

どはございますが、前計画からの継続事業という位置付け

でございます。続きまして、６ページをお開きください。

第３章、推進体制と情報共有について、教育委員会担当課

（図書館）が中心となり、着実な推進を図ること、また、

異なる分野に広がる取組が必要であるため、情報提供や情

報共有を図りながら積極的に取り組むことを記載している

ほか、連携・支援体制の図を掲載してございます。また、

資料として７ページ以降に法律および推進委員会の設置要

項を掲載してございます。最後に、今後のスケジュールで

ございますが、今後、市議会への報告を経た後、１月から

パブリックコメント（公表による一般市民からの意見聴取）

を実施し、４月からの計画の開始を予定しております。説

明は以上です。

國枝教育長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等はありませんか。

家庭での読書時間とか、勉強時間とかは、全国学力テス

トの時に生活の方のアンケートを取ったりすると、なかな

かその時間が少なかったりというのが実態なものですから、

全国で新聞等で話題になりましたけど、大学生の読書時間
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が０分とかってなってますからね、なんとか少しでも本に

関心を持っていただけるような形の取り組みというのをさ

らにやりたいなと。現実的にきらんができてから図書スペ

ースは結構利用者もいたりとか、もちろんそこで勉強して

いる方もいるんですけど、そういう形で使われているもの

ですから、こちらも図書館が新しくなるものですから、そ

ういう機会を通して子どもたちの本に親しむ時間がもっと

増えて欲しいという取り組みです。

前田委員 きらんは入りやすいですものね。図書館というか、ロビ

ーの延長みたいな感じでね。

稲川委員 教育委員会としてやって、どう評価するかとか、こうい

う５年間の取り組みを、例えば朝読書とか全国の小学校で

やっているのか、やっていないのかとか、例えば義務化し

てやらせてるのかとか、そういう統計は、この事業をどう

評価していくか、評価の視点というのをどこにどういう数

値を求めてやっていくのかなっていうのは、考えられてい

るのでしょうか。今度は新しく５年間なので。その前の第

２次、第１次とかっていうのでの、そういうのはどんな形

で評価されて、また拡充しなきゃ行けないのは拡充しよう

とか、新規のものは新規でやっているのでしょうけど、そ

れは５年に１回ずつでも途中で出てくるのですか。

椎名指導主事 朝読書は現在の所ほぼ全ての小学校で実施されていると

いうところです。これに関しては、この取り組み自体に対

する調査ということではなく、道教委ですとか、文部科学

省のほうからの調査がありますので、そういった調査の結

果も活用しております。

國枝教育長 今回は数値目標はあえて入っていないのですけど、この

計画の途中で図書館が新しくなったりするものですから、

それによって増えたりですとか、外的な要因でなるような

可能性もあるものですから、今回は数値目標はあえて示さ

ないような形で、もうちょっと家や学校での読書を定着さ

せるというのは、取り組みを強化していきたいというよう

なかたちで示したんですけどね。
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稲川委員 「よむ・よむカード」の枚数とか「ひまわりカード」の

枚数とかなんとなく目安となるものがあるとまた、先生方

ももうちょっと頑張ろうとかね。最終的には小学校５年生

と中学生の国語の点数が全国平均を上回ることになるのか

どうかわかりませんけども、読書が大切だっていうことは、

みんなのコンセンサスなんだろうから、やっぱりスマホと

か、いろんなコミュニケーションの強烈な刺激が入ってく

る物に対して、読書ってもうちょっとゆっくりなものだか

ら、その方が今の世の中良くしていくにはいいのかなと思

いますね。

國枝教育長 仕事とか色々な面で、社会の流れのスピードに合うので

したら、スマホとかパソコンとかがより良いのかもしれな

いですけど、自分で調べたり自分で興味を持ったり自分で

時間を大切にしたりというのは、人間として大切な要素な

んだろうなと思いますね。

前田委員 親が家で本を読んでる姿を子どもに見せているかって言

ったら全然ですものね。

國枝教育長 子どもに本を読めって言っても、やっぱり読まないので、

親も一緒にその時間を共有するというのが大切だとは思い

ますけどね。

前田委員 今の親っていうのは忙しくてね、子どもが起きてる時間

に本を読んでいるかっていったら、難しいですものね。

奈良委員 親が本を読むって人は、子どもも本を読むって言います

からね。

稲川委員 仕事が増える一方で大変なんだろうけど、小学生が借り

ている本の傾向とか、どういう物が時代と共に傾向として

あるのか。こちら側がセットする物が常に古い本ばかりな

のか、建前と本音が違うような形で、学校の道徳ですごく

良いことを学びながら世の中がどんどんそういう風になっ

ちゃうと、子どもたちってアンバランスになっちゃうと思

うんですけど。傾向が時代と共にどんなものがというのを、

これは図書を管理する方が一生懸命考えてせっかくの情報
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なのだから。図書館になっていくんだったらこういう物を

情報としてきちんと管理して、それを考えるのが市教委の

仕事だと思うので。

國枝教育長 この計画での進捗状況などで、いろんなデータを提供で

きればと思ってますし、いろんなデータがありますので、

教育委員からこんな情報が知りたいですとか、こういう視

点での情報があるのとかがあれば、その都度、提供させて

いただければと思いますので。

稲川委員 中学校でも学校図書館ってあるのですか。

國枝教育長 あります。学年が上がるにつれて、本に接する時間が少

なくなっていますが、中学、高校というかたちで。

稲川委員 図書館で借りるか、自分で買うかということもあるだろ

うからね。一概に図書館でどうこうと言えないのかもしれ

ないけど。

奈良委員 この前ニュースで、国語だけじゃなくて数学とか、そも

そも問題の意味がわかっていないというのが問題になって

いるとやってましたね。

前田委員 環境としては至れり尽くせりの準備をされているんです

よね、こうやって見たら、昔に比べてなんてすごいことか

と感心するんですけども。

奈良委員 この間ニュースで、札幌の本屋さんの店員が、中学生、

小学生が読んだ方が良い本を紹介してましたね。

僕の知り合いの弁護士は、あえてアマゾンとかで買わな

いで地元の本屋さんで注文するらしいんです。

前田委員 小学校の時にこういう経験をしておくと、すぐに本好き

の子にはならなくても、大人になったときに違うんじゃな

いでしょうかね。私たちが子どもの時は本がたくさん家に

あるほうがめずらしかったですからね。それでも大人にな

って読みたいと思うときは読める状況になりますから、小

さい時にこういう教育を受けていたら、きっと活かされる
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んでないかしらね。

國枝教育長 活字に接することに対して抵抗感が無くなれば、いいん

でしょうけどね。

前田委員 その人達が大人になったときに、子どもたちを図書館に

連れて行くってなれば、初めて成功したってことになりま

すよね。

奈良委員 大学時代は大変でしたよね。教授からは一番本を読める

時期はここしかないんだって言われて。大学卒業したら読

む時間無くなるぞって言われて。

前田委員 子どもも宿題やって塾に行ったりしたら本読む時間無い

でしょうね。

國枝教育長 この後、先ほど館長からも話しがありましたが、パブリ

ックコメント等を行いますので中身が若干変わってくるこ

とはあるかもしれませんけど、本筋はこのようなかたちで

計画を進めていきたいと思っております。

ほかに、ありませんか。それでは、報告第３号は終了と

いたします。

次は、日程第６「議案第１号 公の施設に係る指定管理

者の指定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１号 公の施設に係る指定管理者の指定の件に

係る市長への申入れの件｣につきまして、ご説明申し上げ

ます。議案第１号をご覧頂きたいと存じます。本件につき

ましては、本年１０月２９日に開催されました指定管理者

選定委員会におきまして、室蘭市青少年科学館の指定候補

者が選定されましたので、来月開催の第４回市議会定例会

に、議案として、市長に申し入れるものでございます。本

件は、市青少年科学館の指定管理者の指定期間が、令和２

年３月３１日で満了することに伴い、新たに指定管理者を

指定しようとするものでございます。現在の青少年科学館

は、新たな科学館整備に伴い、令和３年３月末をもって閉

館を予定しているため、今回の指定期間は、１年間の短期
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間となります。指定管理者には、施設の目的に沿った科学

実験や実演など、青少年の科学振興等に資する事業展開が

求められますが、短期間でも市民サービスを安定的に維持

し事業を実施するためには、相応の経験等が必要なところ

であり、また、適正な管理運営のためには特殊な技能等が

必要でもあり、人材育成や雇用確保の面からは相応の期間

が必要なところでありますが、期間が短い今回の場合、新

規事業者にとっては必要な期間が十分に取れない状況でご

ざいます。現在の指定管理者は、平成１７年度から当該施

設の指定管理者を継続しており、適正な管理運営の経験等

も持ち合わせているため、室蘭市青少年科学館の指定管理

者を、非公募により「特定非営利活動法人科学とものづく

り教育研究会かもけん」に指定し、管理を行わせようとす

るものでございます。指定管理者につきましては、指定管

理者選定委員会において、申込み書類の審査などを行った

結果、室蘭市青少年科学館指定候補者に「特定非営利活動

法人科学とものづくり教育研究会かもけん」を選定いたし

ましたので、第４回市議会定例会に提案するものでござい

ます。指定期間につきましては、先ほどご説明申し上げま

したとおり、令和２年４月１日から、令和３年３月３１日

までの、１年間となっております。なお、参考といたしま

して、選考結果、評価書を別紙１と２に添付してございま

す。説明は、以上でございます。ご審議賜りますよう、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、ご質問等はありませんか。

令和３年には新しい環境科学館になるものですから、今

回は令和２年の１年間だけの指定管理というかたちであり

ます。ですから今までやっていたところが今までと同じ環

境、同じ設備を利用して子ども達に科学の楽しさを提供す

るというかたちになると思います。

稲川委員 「かもけん」ってなんですか。

大澤生涯学習課主幹 「科学とものづくり教育研究会」を略したものです。

國枝教育長 多くは理科の先生のＯＢです。
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稲川委員 ５番の評価がすごく良いのに何で６７点なのかなと思っ

て。検討なさった結果なのでしょうけど、ずっと評判も良

くきちっとやられているので。やや優れているが多いのか、

優れているが少ないのか。もっと頑張って欲しいようなこ

とは教育委員会から要望事項として提出するのですか。

大澤生涯学習課主幹 こちらについては、選定委員会による評価ですから。

國枝教育長 選定委員会はシビアに点数をつけるほうです。

稲川委員 そういう厳しい査定をするのなら、どういうことをした

ほうがいいのか選定委員会に聞いてみた方が良いかもしれ

ないですね。せっかく評価しているのだから。どこが足り

ないところなのかとか、そういうことも含めて提案してく

れたら、「かもけん」の人もなるほどなと思うかもしれな

い。７割だから良いのか、６割ならだめなのか、ここの評

価は実績もあるのでしょ。僕も見に行って、少ない予算で

きっとやられているのでしょうから。

國枝教育長 点数だけ見ると、あんまり評価されていないのかなとい

うか、ギリかなみたいに思われるかもしれないですからね。

市教委としては毎年実績が上がってきていますし、そうい

う面では委員がおっしゃられたように、大変一生懸命やっ

てくれて、手作り感を出したりとか、子どもたちが興味を

持つような実験をしてくれたりということで、評価をして

おりますので、そこら辺は選定委員会と共通認識を持てる

ようにやっていきたいと思いますので。

稲川委員 新年度になったら５年計画くらいで一般公募になるので

すか。

國枝教育長 そのあたりは今考えております。

稲川委員 特定非営利活動法人だが、この人方にはお金は発生して

いるのか。

國枝教育長 発生しております。

ほかに、ありませんか。それでは、議案第１号は原案の
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とおり可決することにご異議ありませんか。

（ 異議なし ）

國枝教育長 ご異議がありませんので、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、令和元年第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。

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 坂 口 淳


