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令和元年第１２回室蘭市教育委員会定例会

１ 日 時 令和元年１２月１８日（水）

開会 午後４時００分

閉会 午後４時４０分

２ 場 所 室蘭市立水元小学校 ２階理科室

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 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 報告第１号 令 和 元 年 第 ４ 回 室 蘭 市 議 会 定 例 会 議 事 内 容 に 関 す る 件

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

第４ 報告第３号 教 育 機 関 等 に 対 す る 寄 付 採 納 の 件



2

國枝教育長 ただ今から、令和元年第１２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 令和元年第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。

坂口総務課長 それでは、「令和元年第４回室蘭市議会定例会議事内容

に関する件」について、ご説明いたします。報告第１号別

紙をご覧ください。このたびの第４回市議会定例会は、１

２月２日から１２月１７日までの会期１６日間で開催され

たところでございます。今回の本会議では、一般質問で１

０人中３人の議員から教育行政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内容を載せ

てございますが、時間の関係上、主な質問項目の概略を説

明させていただきますので、よろしくお願いいたします。

最初は、１ページから９ページまでは市民ネット・むろら

んの佐藤議員からの質問で、旧絵鞆小学校円形校舎につい

て、解体工事の執行状況、市民団体からの提案内容、今後

の進め方について、更には耐震性のない体育館棟の耐震補

強の考え方、判断する時期についての質問があり、矩形校

舎、プールの解体には着手している旨、体育館棟について

は、市民団体が実施したクラウドファンディングの達成等

を重く受け止め、入札を延期している旨、市民団体の提案

については、円形校舎２棟のうち、体育館棟１棟のみを購

入して、校舎棟の一部を市から借り受けて事業を実施して

いきたい旨の提案があり、体育館棟については、屋根、外

壁の補修工事を実施し、当面の地域の安全対策を行う旨、

校舎棟については、有料展望スペース、シェアスペース、

グッズ販売等を行いたい旨、体育館棟は当面活用せずに、

具体的な活用検討時に、耐震設計、耐震補強を検討する提

案である旨、判断時期については、１月の総務常任委員会

で報告する旨を答弁しております。さらに、学習指導要領

等について、ＩＣＴ教育に関する教員研修、パソコン配備、

教員負担増に対応する変形労働時間制などについての質問

があり、ＩＣＴを活用した指導ができる・ややできると７

７．２％の教員が回答している旨、教育研究所の研修や道
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教委等が主催する研修会へ積極的に参加している旨、パソ

コン配備については授業に支障のない環境であるが、今後、

１人１台のパソコン・タブレットを配備する状況となった

際には、通信環境を強化する旨、変形労働時間制は、繁忙

期と閑散期に適したメリハリのある働き方が可能になる一

方で、勤怠管理が煩雑になるなどの課題があり、学校現場

での運用については、国から示された段階で検討する旨、

まずは業務改善、勤怠管理の導入等の取組により教員の働

き方改革を進めていく旨、答弁しております。次に、１０

ページから２０ページまでは市政結和の南川議員からの質

問で、学校適正配置計画の今後の考え、校区の見直しにつ

いて、小中一貫教育の検討状況について、体育施設の適正

配置などについての質問があり、学校適正配置計画の今後

については、今年度策定予定の長寿命化計画を踏まえて、

全市的なバランス、児童生徒数の将来推計を注視する旨、

校区見直しについては、児童生徒の偏在の解消としての検

討課題と考えている旨、全体的には、小中一貫教育の考え

も合わせて総合的な検討課題と考えている旨、小中一貫教

育の検討状況について、本市で取り組んでいる小中連携に

より、義務教育９年間を見据えた、学力・体力向上、学習・

生活習慣の確立、中１ギャップの解決等、教育活動の充実

につながっており、道内で小中一貫教育に取り組んでいる

先進市を参考に、メリット・デメリットを踏まえて検討を

進める旨、体育施設の適正配置に関して高砂小学校体育館

の活用に関して、耐震性はあるものの老朽化しており、大

規模修繕や消防法対応などでの経費負担が１千数百万円と

試算しており、蘭東地区の対応として、桜蘭中学校、東明

中学校で新たに学校開放事業を行う予定であり、高砂小学

校体育館の活用は難しいと考えている旨、さらには、高砂

小学校敷地については、有用な財産であり、全市的な見地

からまちづくりに資する活用を検討していく旨、答弁して

おります。次に、２１ページから２３ページまでは市民ネ

ット・むろらんの児玉議員からの質問で、不登校の要因別

対応について、通学路の点検状況、統合校の通学路・バス

停の検討状況、防犯パトロール隊などとの連携体制などに

ついての質問があり、不登校の要因別対応に関して、小学

校では「家庭に係る状況」が６０％と最も多く、中学校で

は「学校に係る状況、家庭に係る状況」に該当しない理由
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によるものが３９．４％と高く、教職員との関係をめぐる

問題によるものは、小中ともに該当する子どもがいなかっ

た旨、学校復帰に向けては、学校、適応指導教室、教育委

員会が連携していく旨、通学路に関して、川崎市の事件を

受けて、今年６月に関係機関による緊急合同点検を実施し

た旨、統合校の通学路やスクールバスについては、統合推

進協議会や保護者説明会での意見等をふまえ、現在、検討

している旨、統合による校区の広域化により子どもを守る

防犯パトロール隊等との連携体制の強化は必要であり、協

議の場を設け協力要請を行っていく旨、答弁しております。

第４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、ご意見等はありませんか。

谷藤委員 佐藤議員の変形労働時間制というのは、具体的にはどん

な制度なんですか。

中野学校教育課長 変形労働時間制は、これまでも短いスパンでのある特定

の週を多く働いたら何週間以内に時間を調整する制度はあ

ったのですが、それが１年まで拡大してできるようになっ

たということで、具体的には年度替わりの３月、４月は勤

務時間を延ばして、その分閑散期と言われております夏休

みと冬休みにまとめて休みを取ることを例として示されて

おります。

國枝教育長 年間で忙しい月があったりするものですから、その時は

少し多めに働いて、その分を例えば夏休みとか冬休みとか

に休みにするというかたちで、公務員は今までこういう制

度が無かったみたいなんですよね。繁忙期と閑散期が明確

になっている仕事はそういうことが年間であったんだけれ

ども、今回初めて国で法律で定めるというかたちで。教育

現場としてはこれでいいのかという話も実際出てますし、

夏休みとか冬休みが何もしないでいっぱい休めるかといっ

たら、必ずしもそうはいかないんじゃないかと。働き方改

革にならないんじゃないかと。結局休みも取れないし、忙

しいときは時間も増えているという環境が生まれるんじゃ

ないか、という懸念はあったりしているんですけどね。
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谷藤委員 これは国で導入をしなさいと言われているのですか。

國枝教育長 あとは、都道府県で条例設置して、やるかやらないかを

決めます。教職員は都道府県職員なものですから、北海道

の方で条例で令和３年の４月からやるかやらないかを決め

ます。

稲川委員 これは、働き方改革の一環で出てきているのだったら、

働き方改革っていうのは、非常に時間外の多い方の過労死

に繋がる色んな対策として提案されてきているわけだから、

教員の時間外をどうするかというのが決まらないと。医師

だけは色んな地域医療のことがあるので、あと３年後か４

年後位まで延期という形にはなっているのだけれども、先

生方の働き方改革の中で、時間外はどうするかっていうこ

とはどういうふうに議論されているのですか。

國枝教育長 結局、給特法で４％はみているので時間外は無しという

形を変えないでやろうとしてるものだから、根本的なとこ

ろの、委員がおっしゃったところはなんら解決されていな

いというか。

稲川委員 基本は、過労死とかそういうものに対しての働き方改革

の提案のはずだからね、そこは市教委がもっと言ったほう

がいいんじゃないの。根本的なことを議論しないで小手先

のことを言ったって。大きな方針の流れの中が、１年、２

年かかるのはしょうがないとは思うのだけど、そのことの

議論が横に置かれてて、こういう夏休みをやろうだとか、

忙しい時やろうだとか、というのはついて行けないけどな。

國枝教育長 月４５時間は超えないようにしようというようにしてい

るんですけど、その間の時間外について閑散期に休みを取

るというやり方なので。

稲川委員 お金は別として、時間外は時間外として把握されてるの

ですか。

中野学校教育課長 基本的には教員は時間外は無いという根本は変わってま
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せんので、今は把握していないのですが、今後時間外を客

観的に把握しなさいということが出てきていまして、室蘭

でも年明けから、ＩＣカードで時間外を把握する試みはや

る予定です。

稲川委員 そういうことが前提で色んなことを考えていかないと。

國枝教育長 働き方改革は国がやろうと言ってはいますけど、そう言

いつつ、小学校で英語が教科化されましたとか、色んなこ

とがでてくると、先生方も真面目に教材準備をやったりだ

とか、色んなことをやったりだとか、当然負担は増えてき

ますし、子どもがいる時間帯はずっと子どもについている

ような環境ですので、なかなか休むというのも難しい環境

ではあるんですけどね。

谷藤委員 小学校でも専門の先生をつけるような。

大須賀教育指導参事 専科教員ですね。

國枝教育長 それもだんだん検討はされるだろうけどもすぐにはなら

ないんじゃないか。

大須賀教育指導参事 現時点では英語の専科教員が２名配置されておりまして、

市内全ての学校に着けば本当はいいんですけど、２人で周

れる限界もございますので。その先どうなるかという明確

なものは出されていないのですが、少しずつそういう制度

を利用していきたいと考えております。

國枝教育長 小学校の先生は担任制だから、朝から晩までずっと授業

を持つ形になりますので、それが専科になれば、例えば３

時間目は空くとか、ありえるかもしれないですね。変形労

働時間制については、今後そうやって令和３年４月に導入

するかを、都道府県が決めると言っているので、来年以降

もまた話題にはなってくると思いますので、また情報提供

はさせていただければと思っております。

稲川委員 今まで中高一貫教育っていうのは聞いたことあったんで

すけど、小中一貫教育っていうのは、人の少ない所はそう
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いうのなんだろうけど、この地域でもそういうのが課題に

なるのですか。例えば中学校が少ないと当然小学校も少な

いから、一つにするっていうのだったら、今の適正配置の

小学校だけを統合しているような考えからだと。

奈良委員 これっていわゆる義務教育学校ってやつですか。

大須賀教育指導参事 それも小中一貫教育の一つの選択肢で。色々あって、施

設も一緒で校長先生も一人の学校が義務教育学校で。施設

が別々の小中一貫校というのも存在してまして、その場合

は校長先生が２人いてということで。第一のきっかけとい

うのは中１ギャップを無くしていきましょうというのが発

想の第一歩だったということですね。

國枝教育長 小中一貫教育になれば、例えば中学校の英語の先生が小

学校に行って教えたりっていうことも可能になったりもし

て、そうなると小学校の時から子どもたちをある程度把握

できたりとかっていうのが可能になったりするんです。

稲川委員 かなり真剣な検討事項なのですか。

大須賀教育指導参事 室蘭市の場合は小中一貫より小中連携教育というのを平

成２６年から力を入れてやってきておりまして、その取り

組みである程度中１ギャップは解消できましたので。ある

いは、学力、体力向上にもそういう仕組みが貢献している

というのもわかってきておりますので、これから先、子ど

もがどういう数になっていくのかっていうのも、鑑みなが

ら、これから十分に検討していく余地があるのかなと思っ

ております。なので今すぐどうこうという話にはならない

と思いますけども。

稲川委員 そうとう義務教育のイメージが変わるよね。

國枝教育長 今は小学校が６年、中学校が３年ですが、義務教育学校

になるとどうなるんですか。

大須賀教育指導参事 色んな組み合わせがあるんですけど、小学校１年生から

４年生を一つの括りにして、５年生、６年生、中学１年生
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を一つの括りにして、中学２年生、３年生を一つの括りに

してと発達段階の組み合わせをちょっと変えてみたりとい

う。

國枝教育長 ということも取り組まれていて、それが効果があるって

言う人もいらっしゃいます。今すぐ室蘭市で想定はされな

いですけど、さっき言った中１ギャップの関係もあるので、

小中連携は重要だという認識にも至ってますし、これから

ますます子どもが少なくなってきて、小中学校が近い距離

にあり、連携しやすい環境であれば、検討の必要性がある

と考えます。

ほかに、ありませんか。

前々回あたり、旧絵鞆小学校の関係の考えを検討してい

る最中だという話で、新聞等で報道されているのを見てい

らっしゃると思いますけど、今のところ円形校舎解体につ

いては、保留にしてます。矩形校舎とプールはもう使って

ないので、それはもう解体作業に入っています。今のとこ

ろ円形校舎の２つある内の１つの体育館棟については、議

会の方で解体の予算はついておりますけど、今は保留にし

て団体の方でクラウドファンディングとかを行い、一千七

百万円程度資金があるものですから、それで果たして、屋

根とか外壁とかの安全が保たれるのだろうか、それを維持

していくだけのスケジュールがちゃんとできるのだろうか。

それは資金面もそうだし、活用策もそうですしね。そこら

辺を今、教育委員会の方で精査をさせていただいておりま

して、市長は、精査の上、可能であれば二棟を残して、団

体の方に一棟を売却する、という方向もあるというのを記

者会見で述べさせて貰ってますので、それについては来年

１月の後半になると思いますけど、議会の方に報告させて

いただく形で準備をしております。

谷藤委員 解体の予算をつけた時に、議会では満場一致で承認され

て、その後クラウドファンディングでお金ができたという

ことでこういう話になってるんですけど、議決したんだか

ら残さないで壊しなさいという意見と、市民団体が一生懸

命やってるんだから市長はそれを応援するべきだと、議員

の中でも意見がわかれているような気がするんですけど。
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坂口総務課長 どの議員も、解体を決めた体育館棟にこれ以上税金を投

入するのはまかり成らんと、それ以外の方法で安全が確保

されるのであれば、そこまで市民団体が頑張っているんだ

から、考えてあげても良いんじゃないかっていう流れにな

ってきてます。ただやっぱり、本当にできるのか、逆に団

体にあきらめてもらった方が団体のためじゃないだろうか、

任せたらその後団体がものすごい物を背負っていくからっ

ていう意見の議員もいらっしゃいます。その辺はどれだけ

バックアップしてくれる人がいるかとか、資金面ですとか、

そういうのも含めて検討しております。

國枝教育長 温度差は少しはあるけれど、議会で補正予算が全会一致

で議決されてますので、これは議会で市が提案して議決し

たっていうことに対しての責任は重いぞ、ということは、

議員からも言われてます。それを変える形になるので、議

会や市民に対しての責任は出てくるんじゃないかなと思い

ますけども。

谷藤委員 でも議決では一人の反対もいなかったんですよね。意外

だなとは思ったんですけど。

國枝教育長 その後のクラウドファンディングで目標額を上回るだけ

の支援があったということに対しては、重く受け止めなけ

ればいけないんじゃないかと。それを無視して解体とかっ

ていう話には、なかなかならないんじゃないかと。

前田委員 クラウドファンディングで集まったお金というのは一過

性のもので、毎年集まるなら別ですけど、そういうふうに

して買い取った体育館をどうやって使っていくのか。団体

の人がちょっとでも収益を積み立てて修繕に充てられるく

らいの借り手をつけられれば良いけど、そこら辺の可能性

は厳しいんじゃないかなと思って。例えば役所の方で何か

しらの施設として使用料を貰って使うという、そういうシ

ステムにでもなれば、いくらか積み立てしながら補修もで

きる余力もあるけど、かつかつで買い取ってどうなるんだ

ろうっていう気はしますよね。

坂口総務課長 おっしゃるとおりだと思います。
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前田委員 家賃をきっちり払って使ってくれる企業を、市民も団体

も役所も一丸となって可能性を探さなきゃ、目に見えてる

ような気もしますよね。

坂口総務課長 体育館棟の方は耐震性がないので、当面は耐震性がある

校舎棟の方をなんとか活用してもらって、そこで少しでも

収益を上げて貰おうっていう形で協議しています。

國枝教育長 市が解体しようとしたのは耐震のない体育館棟の解体で、

校舎棟の方はまだ活用していこうというスタンスだったん

ですけど、団体は二棟対であるのが価値があるという意見

なんです。

前田委員 耐震の必要性というのは、常時人がいるためのものか、

不定期で使うときも耐震がしっかりしないと認められない

ものなんですか。

坂口総務課長 耐震は努力義務なので、耐震性がない建物を使っちゃダ

メかと言われるとそういうわけでもないんですけども。行

政としては耐震性がない建物を改修して使うという判断は

できなかったので。団体に売却するにあたっては、やっぱ

りそこはしっかりとやってもらわないとダメですよという

形で、要するに耐震性がないので大地震が来ると崩れるか

もしれないんですよ。そういう状態で自由に使える。使っ

てても法律に触れるわけではないんですけど、やっぱり命

に関わることですから。

國枝教育長 円形校舎の関係については引き続き、状況に変化があり

ましたら、お伝えしたいと思います。

稲川委員 １月に判断すると言ってたけども、１月や２月レベルの

話で判断できる話なのですか。

國枝教育長 解体の予算を計上したっていうことは、今年度中にとい

う予算計上なもんですから、１月に報告したからすぐに全

部手続きができるかというとなかなかそうはいかないかも

しれないですけど、団体の方の内容を確認して、こういう

ことで進めさせていただきますという形までは、示さない
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とまずいかなと考えております。

ほかに、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３「報告第２号 室蘭市教育委員会１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２号 室蘭市教育委員会１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・１５日に各中学校の３学期始

業式が、１７日から２１日に各小学校の３学期始業式が行

われます。次に生涯学習課でございます。はじめに男女平

等参画推進では、１１日に男女共生セミナー後期２講とし

て「令和元年度胆振女性リーダー養成研修報告会」等の講

演とグループトークが実施されます。次の民俗資料館では、

２０日から３１日まで資料整理休館とする予定となってお

ります。次の市民美術館では、１月４日から１９日まで「髙

橋昭五郎作品展」が、７日から１３日まで「北海道情景写

真部作品展」が、２１日から３１日まで「野本醇・渡邉眞

利二人展」が開催されます。次の青少年科学館では、１２

日・１３日に「冬休み科学館祭」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。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

して企画展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、ご意見等はありませんか。

それでは、報告第２号は終了といたします。

次は、日程４「報告第３号 教育機関等に対する寄付採

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。

坂口総務課長 「報告第３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３号別紙をご覧願い
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ます。まず最初に訂正をさせていただきたいと思います。

報告第３号別紙の目的の所に文化振興基金と記載しており

ますが、公共施設等整備基金の誤りでございました。申し

訳ございません。今回の寄附採納は１件でございまして、

室蘭ふるさと応援寄附金により、５０，０００円の寄附を

いただいたもので、公共施設等整備基金に積み立て、活用

させていただくものでございます。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、ご意見等はありませんか。

それでは、報告第３号は終了といたします。

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１２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 谷 藤 豊

会 議 録 調 製 員 坂 口 淳


