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令和２年第１回室蘭市教育委員会定例会

１ 日 時 令和２年１月２２日（水）

開会 午後４時００分

閉会 午後５時０５分

２ 場 所 室蘭市役所 ２階３号会議室

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 ２ 月 行 事 予 定 の 件

第４ 報告第２号 教 育 機 関 等 に 対 す る 寄 附 採 納 の 件

第５ 報告第３号 令和２年第１回室蘭市議会定例会に議案として付議する条例廃止の件

第６ 報告第４号 令和２年第１回室蘭市議会定例会に議案として付議する条例制定の件

第７ 議案第１号 令 和 ２ 年 度 教 育 予 算 に 係 る 意 見 書 提 出 の 件

第８ 議案第２号 令 和 ２ 年 度 室 蘭 市 学 校 給 食 費 等 の 件
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國枝教育長 ただ今から、令和２年第１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前田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１１回定例会及び令和元年第１２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２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２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。１４日に「初入学児童の一日

入学」が各小学校で行われます。次に生涯学習課でござ

います。はじめに社会教育では、２０日に「令和２年第

１回社会教育委員の会定例会」が開催されます。次の民

俗資料館では、３月１９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、「野本醇・

渡邉眞利 二人展」が開催されています。次の青少年科

学館では、９日に「室蘭子ども環境フェスタ」が、１４

日に「第８回コンピュータ活用コンテスト作品展示会」

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。

次のスポーツでは、「ジュニアスポーツ教室体験会」を

開催するほか、２３日に「第１２回 文化・スポーツの

祭典」が開催されます。次に裏面をご覧ください。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
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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 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件でございまして、室蘭ふるさ

と応援寄附金により、それぞれ 50,000 円の寄附をいた

だいたもので、文化振興基金に積み立て、文化の振興に

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、ご質問等はありません

か。それでは、報告第２号は終了といたします。

次は、日程第５「報告第３号 令和２年第１回室蘭市

議会定例会に議案として付議する条例廃止の件」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３号 令和２年第１回室蘭市議会定例会に議

案として付議する条例廃止の件」について、ご説明いた

します。本件は、令和２年第１回室蘭市議会定例会に議

案として付議するよう市長に申し入れをする条例廃止に

ついて報告するものでございます。条例廃止の内容につ

きましては、報告第３号別紙をご覧ください。内容につ

きましては、平成３０年８月の定例会で議決をいただい

ておりますが、教科用図書採択の実施について一層の充

実と適正化を図るため、室蘭市の単独による採択から胆

振地区の共同による採択へ見直しを行うこととしたとこ

ろですが、本年３月には、北海道教育委員会において採

択地区変更が決定となる見込みでありますことから、室

蘭市教科用図書調査研究委員会条例を廃止するものでご

ざいます。なお、今後は、２月３日に開催が予定されて

おります本市の規定審査委員会において審査を受けた後、
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次回の定例会で議会への条例提案について市長への申し

入れの議決をいただく予定でございます。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、ご質問等はありません

か。

前も話がありましたけども、室蘭市と苫小牧市だけが

単独で、他の胆振の市町は合同でやっていたのですけど、

今度、室蘭もその合同の方に入るという形でやるもので

すから。それまでは市が単独で胆振第１０採択地区とな

っていて、研究委員を決めたりしていたのですけど、今

度は合同になるものですから、採択地区は合同になって、

研究委員会も合同で行うと。所属する市や町の先生方と

か、ＰＴＡの関係でやるという形になります。

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「報告第４号 令和２年第１回室蘭市

議会定例会に議案として付議する条例制定の件」を議題

といたします。事務局の説明をお願いします。

髙橋生涯学習課主幹 それでは、「報告第４号 令和２年第１回室蘭市議会

定例会に議案として付議する条例制定の件」について、

ご説明いたします。報告第４号別紙をご覧ください。室

蘭市サンライフ条例制定の件についてでございます。は

じめに、「１．条例制定の理由」についてでございます

が、本件は、「室蘭市中高年齢労働者福祉センター」こ

れは、港北町の国道 37 号線沿いに立地するサンライフ

室蘭のことでございますが、これを、現在の利用実態を

鑑み、より幅広い層の市民が利用できる社会教育施設と

するために、現行の条例を廃止し、新規の条例を制定す

るものでございます。「※印」は、補足説明でございま

すが、サンライフ室蘭は、中高年齢労働者の雇用促進や

福祉の向上を目的に雇用促進事業団が設置した施設であ

りますが、現在は、中高年労働者を対象とした就労支援

事業等は行っておらず、一方で、中高年労働者に限らず、

様々な世代や、階層の市民が利用する施設となっている

ことが、今回の条例制定の背景となってございます。次

に、「２．条例制定の概要」でございます。本施設につ
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きましては、既に長年の運営実績があり、また、継続利

用されている市民も多数おられますことから、現行の条

例を基に、社会教育施設への転用のために必要最低限の

変更を行うこととしております。主な変更点は、表のと

おりでございますが、最も重要なのは、第１条の設置目

的の変更でございまして、従来の「中高年労働者の福祉

増進等」から、「多様な活動・学びの場の創出により、

生涯学習社会の実現に資すること」に変更することとし

ております。なお、市民に直接影響のある変更要素は、

表の上から４段目「個人使用料」でございまして、中高

年齢労働者の優遇料金制度を廃止し、一律料金とするこ

ととしております。つまり、中高年齢者にとりましては、

実質的な値上げということになります。最後に、「３．

施行期日」についてでございますが、今後、２カ年で、

社会教育施設への転用に向けた新たな指定管理者の選定

や、施設一部再整備を予定しておりますことから、これ

らの完了後の、令和４年４月１日に条例施行を予定して

ございます。なお、施設整備の概要等につきましては、

参考図を添付しておりますので、後ほどご参照いただき

たいと存じます。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。

谷藤委員 中高年齢労働者っていう方は、どういう方が対象なの

ですか。

髙橋生涯学習課主幹 規則上は、４５歳以上の方という定義でございます。

労働者の定義は特に無くて、就労をしようと思っている

人も対象となるので、実質的には年齢だけで規定されて

いるという状況でございます。

谷藤委員 今までは４５歳以上の方は１５０円ということですね。

髙橋生涯学習課主幹 そうです。

國枝教育長 今回は、隣にありました本輪西会館が廃止なるのです

けど、その中に図書館の分室が入ってまして、利用者の
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状況を調べてみましたら、結構、本輪西地区、港北地区

の比較的高齢者が利用しているケースが多かったもので

すから、図書館の分室を廃止するのは、地域にとっては

マイナスかなということで、このサンライフの中に、報

告第４号参考に図面がありますが、図書館分室を中に設

ける形で対応するということと、それと合わせて、いわ

ゆる中高年齢労働者だけが使っているというわけではな

くて、広く使われているものですから。それであれば、

いわゆる社会教育施設という扱いで、教育が所管するこ

とで対応する予定でございます。

ほかに、ありませんか。それでは、報告第４号は終了

といたします。

次は、日程第７「議案第１号 令和２年度教育予算に

係る意見書提出の件」を議題といたします。事務局の説

明をお願いします。

成田教育部長 「議案第１号 令和２年度教育予算に係る意見書提出

の件」について説明いたします。本件は、提案理由に記

載しておりますが、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第２９条において、市長が予算を作成する場合、

教育に関する事務については、教育委員会の意見を聞か

なければならない、となっておりますことから、意見書

として本案を市長に、提出するものでございます。それ

では、議案第１号別紙をご覧いただきたいと存じます。

表紙をめくっていただきまして、１ページ目でございま

すが、令和２年度の教育予算に対する考え方を記載して

おり、２ページ、３ページについては、令和２年度の教

育予算の重点事項を取りまとめたものであり、大きく１

０項目としております。なお、具体的な内容につきまし

ては、ただいま配布しました「参考資料」をご覧くださ

い。参考資料の主な事業項目、並びに金額などは、現在

の予算要求の状況であり、今後も精査により変わる可能

性があること、予算につきましては、３月議会で議決さ

れるものでありますことから、あくまでも現時点におけ

る参考としていただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。それでは、意見書の重点項目、１０項目の概要に

ついて説明いたします。「１学校教育事業の促進」とし

ましては、学力向上のための「教育研究活動の充実」や、
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「いじめ･不登校問題等の生徒指導対策の充実」など、「２

統合校整備事業」では、今年４月に開校する天神小学校

のグラウンド等整備のほか、天沢小学校統合に伴う地球

岬小学校の増築工事を、「３学校給食センター施設・設

備の整備」では、施設・設備の老朽化に伴う改修や備品

の更新としております。また、「４読書活動の推進」、「５

社会教育事業の推進」、「６男女平等参画社会の推進」、「７

芸術・文化の振興」、「８青少年の健全育成及び非行防止

の推進」のほか、「９社会教育施設の整備」として、(仮

称)環境科学館・図書館の整備、および、（仮称）室蘭市

総合体育館等の整備、最後「１０スポーツの振興及び施

設整備」では、スポーツの普及促進や指導者の育成のほ

か、スポーツ施設・備品の整備を項目としております。

なお、本日、審議、決定された意見書につきましては、

すみやかに市長に提出する予定でございます。説明は、

以上でございます。ご審議を賜りますようよろしくお願

いいたします。

國枝教育長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等はありません

か。

谷藤委員 スポーツ施設の整備なんですけども、先月の新聞記事

に、ファイターズの方で少年野球場の改修をやっていた

だけるという記事が載ってまして、あの記事をみるとフ

ァイターズが全面的に改修・修理してくれるような感じ

を受けてたんですけども、関係者の人と話をしたときに、

全部ではなくて、せっかくファイターズがある程度出し

ていただいて、改修というふうになっているので、市の

予算とかはどうなっていると聞くと、ずっと以前からお

願いはしているのだけれども、なかなかって話があって。

今回はどうなんですか。

木村生涯学習課主幹 新聞報道でありましたとおり、室蘭の少年野球場、今

ファイターズから上限２００万円程度ということでお話

をいただいております。市としましてダグアウトは数年

前の強風でひっくり返ったものですから、今は鉄管で支

えているような状況で、予算要求はしていたのですけど

も、なかなか予算が付かない状態が続いておりました。
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市の建物を予算要求するときに、程度が良いＲＣでコン

クリート造りの物を要求していたものですから、なかな

か予算が付かなかった経緯もあるんですけども、この度

採択を受けて２００万円ということでありますけども、

体育協会が管理されておりまして、体育協会が主体的に

ファイターズから２００万円をいただくのと、体育協会

の修繕費の中でなるべくやりたいなということなのです

けれども、その中で少年野球連盟とも既に話し合いを進

めておりまして、「どこを優先するのか」、「どのように

整備するのか」を、基本的な考え方をまとめておりまし

て、お伺いする中で立派なダグアウトでなくても、駐輪

場のような屋根が掛かった簡易的な物でもよろしいとい

う話もありましたので、それであると予算の範囲内で可

能ということもありますので、その方向で今考えていま

す。ファイターズも２００万円ぽんといただいて、その

ままあとはやってということではなくて、例えば地元の

ボランティアですとか、市内企業の協賛ですとか、みん

なで地域で作り上げていくような姿をイメージされてい

るということですので、例えば、保護者と一緒にペンキ

塗りをするだとか、お金とかも含めて市内企業と提携で

きるようなとこを探しているところで、そういうような

コンセプトで作り上げていきたいと考えております。

國枝教育長 ２００万円では全部をというのは無理なものですから、

今まではがっちりした物をという感じで、まだそうでな

いのでも対応は可能だということで、それでまずどれく

らい掛かるのかを見ながら、グラウンドも２面あるもの

ですから、もしかしたら複数年で２面を整備するとか、

そういうことも視野に入れながら。ただ、ファイターズ

の補助金というのは、全道で３箇所だけしか当たらなか

ったんですよね。非常にラッキーな形だったので、なん

とかそれをうまく活用して、市でもそれに合ったような

形での整備ができないかということで、今やっている最

中でございます。

谷藤委員 全額ではなく２００万円なんですけども、せっかくの

機会だし。結構グラウンドの水はけが悪いっていうのが

あって、毎回雨が降ると父兄でグラウンドに土を入れた
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りしてるので。

國枝教育長 雨が多くなると土が流れちゃうんですよね。そこら辺

もうまく地元の業者と協力できれば、なんとかできるよ

うなかたちを取れればなと思っておりますので。

ほかに、ありませんか。

参考資料の「１学校教育事業の促進」の「（４）外国

語教育や環境学習の充実」の一番下に「外国語指導助手

（ＡＬＴ）（５名）国際理解教育推進員の配置（２名）」

ということで、増員を今要求している最中なんです。今

現在ＡＬＴというのは３人なんですよ。ですから２名増

やしたいというのと、国際理解教育推進員というのが１

名なものですから、それも２名体制を図りたいという形

で、ご承知のとおり、小学校英語が５、６年生の教科化

されますので、それに合わせまして、ここらへんを充実

させたいなということで。まだ予算要求の段階ですから、

このとおりになるかというのは別な話なのですけど、そ

ういう形で要求はさせていただいております。その次の

「（５）情報教育やＩＣＴ環境の充実」とありますが、

今、国から子ども１人に１台のパソコンを整備するとい

うのをやっているのですけど、それの関係は含めており

ません。今ちょうど、国のほうでも審議してたりとか、

あるいは予備調査ということで、文部科学省から調査等

は来ているのですけど、まだ具体的な形にはなっていな

いものですから、せっかく国が全額ではないですが、そ

れなりのお金を出してくれると言っているので、それに

は乗ろうと思ってまして、それに乗り遅れないような形

で取り組もうと考えております。

稲川委員 「教師用教科書・指導書購入」のところが２０倍にな

っているけど、これは何かあるのですか。

中野学校教育課長 小学校が来年に教科書が変わるタイミングで、先生の

指導書の買い換えで一時的に増えます。

稲川委員 次年度は、今の先生が使っているのを次の先生方に渡

しているということなのですか。
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中野学校教育課長 そうです。

國枝教育長 教科書改訂は４年に一度あり、教科書改訂した翌年に、

指導書の予算が大きく増えます。ですから、再来年は中

学校の指導書の予算が増えます。なので、４年間は学校

で大事に使ってもらいます。

前田委員 「遠距離通学費助成」というのは、生徒が遠くから来

る場合ということですか。

中野学校教育課長 遠距離通学については、基本スクールバスなんですが、

人数が少ない地域はスクールバスを出さずに、定期代を

補助したりですとか、そういった対応もしておりまして、

１７万円というのは、定期代になります。

國枝教育長 普通はスクールバスなんですよね。例えば３人だとか、

４人とかというのは、スクールバスを出すには経費が掛

かるものですから、バス定期代を支給しております。

中野学校教育課長 実態としてバスに乗って登下校するかは、家庭の事情

があるのですが、こちらでは相当額を家庭に補助してお

ります。

國枝教育長 ほとんどはスクールバスなので、対象は少ないですが。

あとは、「（１０）教職員の働き方改革の推進」につい

ては、産業医とストレスチェックは全校で実施を考えて

おります。国や道の基準だと大規模な学校だけというこ

とだったんですけど、働き方改革だったり、メンタル面

でのチェックが必要なものですから、全校でできれば実

施したいというかたちで盛り込んでます。

谷藤委員 産業医というのは。

稲川委員 従業員５０名以上で企業は産業医を置かなければいけ

なくて、５０名未満は置いても置かなくてもいいという

話なんですけど、そういう企業に医師会の産業医の方が

相談業務をやってます。学校の先生が５０人以上の学校

が今は無いから産業医を置かなく良いということになっ
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ているみたいだけれども、学校医が代用できるのかどう

かとか色々なこともあるんだけれども、やるとなったら

医師会の産業医の人に依頼することになると思います。

このストレスチェックの問題はプライバシーの問題も

あるから、校長先生まで知った方が良いのかどうかとか

色々やっていく課程でどういうふうにするかっていうの

が。

國枝教育長 一般の書類と同じように、事務職とか、校長、教頭が

回収という形には、なかなかならないと思いますね。あ

るいは封をするだとか。なんらかの形でプライバシーを

保てるような対応になると思います。

稲川委員 実際には、全道や全国の５０人以上の学校は産業医の

任用はされているのですか。

中野学校教育課長 ５０名以上の学校は本当に少数なのですが、任用して

いる学校はございます。

稲川委員 それを参考にすればいいですね。そこで問題点がどう

だとか。

國枝教育長 今回は参考資料の数字は載せるのではなくて、あくま

で議案の項目を申し入れるという形を考えております。

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。

次は、日程第８「議案第２号 令和２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２号 令和２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。本件につきましては、昨

年、当委員会から「令和２年度室蘭市学校給食費等の件」
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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。

１月１６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、「令和２年度学校給食費及び給食回数」

については、翌１月１７日に試算案のとおり「今年度は

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２号別紙５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、説明を行いました令和２年度学校給食

費の試算案等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２号別紙１の令和元年度と令和２年

度の基本物資及び特別加工料単価比較表をご覧ください。

この表は、１月１０日に北海道学校給食研究協議会から、

パン及び米飯の来年度の原料価格等が示され、基本物資

単価を試算して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、パンは原

材料である「道産小麦粉」が輸入小麦の収穫量増などの

影響を受けて値下げとなりますが、配送などに要する経

費上昇に伴い若干値上がり傾向にあります。米飯につき

ましても、お米が今年度の猛暑や台風による品質低下や

収穫減の影響で道産米が若干の値上げとなり、配送経費

の値上げも合わせると、パン以上の値上がりとなってお

ります。中段にお示ししている牛乳の価格は、３月に北

海道農政部より単価が示されるため、過去三年の価格変

動率により試算しております。下段の特別加工料は、混

ぜご飯やパン包装、米飯箱洗浄などの手数料が水道料金・

人件費単価上昇により若干の値上がりが想定されます。

次に、議案第２号別紙２をご覧ください。この資料は、

基本物資を除いた温食・副食などの購入費である一般物

資の物価変動指数を示したものでございます。前年度を

基準にいたしまして、賄材料を１－１「野菜・果物」か

ら９「調理乳」までの部門別に積算し、合計した結果、

令和元年度の物価変動指数は９９.２１％となりました。

内容としましては、部門１－１「野菜・果物」の前年度

までの大幅な単価上昇が落ち着いたこと、部門４－３「味

付肉類」など一部の部門においては見積もり合わせによ

る競争原理が働き価格が下落したことなどを受け、部分

的に指数の低下がみられますが、全体を通すと指数は若
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干の上昇傾向を示しております。令和元年度の一般物資

実施額、小学校１３３円９６銭、中学校１７５円１７銭

に、この物価変動指数９９.２１％を乗じて試算した令和

２年度の一般物資は、小学校が１３２円９０銭、中学校

が１７３円７９銭と試算いたしました。只今の、議案第

２号別紙１、別紙２から算定いたしましたのが、議案第

２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、今年度実施額と令和２年度の資産額との比較

となってございます。上段の小学校では、主食のパン米

飯は平均で２円１９銭増、牛乳の予想価格は８１銭増と

なりました。同様に、パン米飯の特別加工料は２５銭増、

一般物資は１円６銭減となり、基本物資と特別加工料、

一般物資を足した試算額の合計に、消費税を含みますと、

１食単価は２円４２銭増の２６５円４２銭となりました。

次に下段の中学校分は、主食のパン米飯は平均で２円２

６銭増、牛乳が８１銭増、特別加工料は２７銭増、一般

物資は１円３８銭減となり、合計に消費税を含みますと、

１食単価は２円１７銭増の３１７円１７銭となりました。

室蘭市学校給食費改定基準では、改定の判定を行なう年

度の給食費の試算額と、その前年度の給食費を比較し、

５％以上となった場合を、改定する基準と定めておりま

す。今年度は学校給食費を改定して１年目となりますが、

今年度実施額と令和２年度試算額の一食単価を比較しま

すと、それぞれ小学校０.９２％、中学校０.６９％の微

増となりますことから、学校給食運営協議会でも、令和

２年度の学校給食費の一食単価は、令和元年度と同額の

小学校２６３円、中学校３１５円で対応可能と判断し、

答申に至ったものでございます。説明は以上でございま

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、ご質問等はありません

か。

昨年値上げをしておりまして、今年度の上昇を見たら、

前年度と比較しても１％に満たない上昇なものですから、

令和２年度については、据え置きでやりたいという形で

の議案でございます。

前田委員 消費税１０％に昨年１０月からなりましたが、それに
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対応できるのですか。

山口学校給食センター所長 食材は軽減税率の対象となりますので、８％のままな

のですが、パンの包装料ですとか、手数料に関しては１

０％となりますので、その部分だけは１０％で計算して

おります。

國枝教育長 食材はほとんど８％ですね。加工とかは１０％なんで

すけど、それも加味してこの上昇率という形になりまし

た。

稲川委員 パーシェ指数というのを調べてみたらシグマが付かな

きゃだめなんだけれども、個々の野菜・大豆一つ一つで

やるんですよね。

山口学校給食センター所長 実際には全ての商品に対しまして、野菜であればにん

じん、大根、じゃがいも等、それぞれの年度平均で出し

ております。

稲川委員 この数式だと分母と分子の対象年度の購入量が相殺さ

れてしまって、単価しか比較してないようになってしま

うから。平成３０年度に購入したのは１億２千３百万円

くらいなのですか。令和元年度は１億７百８十万くらい

で購入できそうなのですか。

山口学校給食センター所長 児童生徒の人数と予定の食数で計算しますとこの金額

になる予定となっております。

稲川委員 給食の合計額というのは、基本的に児童数が減るとか

回数が減るとかが影響すると思いますが、児童数の減と

いうのはどのくらいのファクターで入ってくるのですか。

２％減るとか、３％減るとか。購入額が１千６百万円ほ

ど減っているように見えたので。

山口学校給食センター所長 今年度に関しましては、前半の洗浄料とかが値上がり

をしたので、資料には記載されていないのですが、手数

料ですとか、購入物資のほうで上がっているものですか

ら、食材費に関してはこのような形となっております。
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稲川委員 このパーシェ指数というのは単価がどういうふうに変

動しているのかというのを加重平均して算出しているか

らいいのだけれども、給食費全体としてはこのくらい減

っていくのかなと思いまして。給食費というのは、受益

者負担なのですか。みんなから集めた給食費で全部をま

かなうのか、それとも国から援助があったりとかはある

のですか。

山口学校給食センター所長 牛乳の価格に関しましては、国から補助が出ているの

ですが、基本は保護者の方から。

稲川委員 赤字が出たり、黒字が出たりすると積み立てたりして

いるのですか。

山口学校給食センター所長 積み立てはしておりません。毎年、単年度で完結する

ようにしております。

國枝教育長 食材料費は、全部保護者負担で、光熱水費とか人件費

とかというのは市が負担しているという形なので、あく

まで食材料のほうが、上がったり下がったりということ

に直接的に影響を受ける形にはなります。本当は１００％

給食費を徴収するべきなのですけど、収納率は９８％で

一部納めてもらっていない方がいるのですが、あくまで

食材料費については、徴収したお金で一年間をまかなう

こととなっております。後半に物価が下がったりすると

デザートが増えたりということもあります。逆の場合は

質素にする訳にもいかないので大変ですが。

谷藤委員 台風とかね。

稲川委員 納入業者を決めるには公募とかをするのですか。

山口学校給食センター所長 ２か月前に献立を作るのですが、給食の前の月に全て

の食材を見積もり合わせで業者の競争にしております。

稲川委員 １年間の納入業者を決めてるわけではないんですね。

國枝教育長 今は地産地消と言われてて、できるだけ地元の物を使
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いましょう、地元の特産物を給食に出しましょうとなっ

ています。ふるさとを理解するとか、地元の食材を味わ

うというのは、食育の大きな項目ですので、できるだけ

計画的に。カレーラーメンを出したりとか、色々な形で

ふるさとの味を味わってもらうという取り組みをしてお

ります。

前田委員 物価が高くなって、デザートが付かなくなったという

のも、子どもにしたら結構勉強になったりして。

國枝教育長 給食も世界の経済の情勢と繋がっているというふうに

思われるかもしれないですね。

谷藤委員 給食費は口座引き落としとかになっているのですか。

山口学校給食センター所長 ９０％くらいが口座引き落としになっております。

國枝教育長 基本は口座引き落としでお願いします、というかたち

でやっております。

谷藤委員 昔に比べたら回収率は大分上がっているのではないで

すか。

國枝教育長 口座引き落としだったり、滞納した方には本人の了解

を得て児童手当から引くということもやっております。

谷藤委員 弁護士が対応するとか。

國枝教育長 今年度から対応しております。

山口学校給食センター所長 ７月から契約をしまして、弁護士の委託を開始してお

りますが、１２月末までで全体の約２０％の回収が完了

している状態です。昨年に予算を作成した際に、年間で

約２０％位の回収を想定していたのですが、５か月間で

その目標に到達した状況でございます。

國枝教育長 あくまで前年度、前々年度の分で、なかなか連絡をし

ても反応がないとか、そういう方に対しての対応という



17

ことでやってますので、そこら辺は今までは１０％行く

か行かないかだったのが、強行な形を取っているわけで

もなくて、弁護士事務所からの通知で払わないといけな

いという意識が生まれるケースはあるみたいです。

稲川委員 さっき食材の購入費が１千６百万円少ないと思ってい

たのは、１２月末時点の値で、１、２、３月分は含まれ

ていないからなんですね。

國枝教育長 そうです。

ほかに、ありませんか。

稲川委員 「ハラール給食はわがままなの」っていう記事が朝日

新聞に出ていたのだけれども、「戒律で豚肉禁止。除去要

請も対応されず。」って、マレーシアとかイスラムの人が

豚肉を食べられないと市教委に言ったら、対応しません

と言われたらしいんだけれども、室蘭市はどういうふう

な対応になるのかなと思いまして。アレルギーと同じく

なるのか、今は色々な国の留学生も来るのでしょうから。

あまり話題にあがらないでしょうけど、宗教的な理由で

食べられない物に対する教育委員会の対応は。

國枝教育長 具体的なケースが無かったのですが、今の給食設備だ

とハラール食というのは厳しいと思います。アルコール

とかもだめなはずなので、調味料とかでもみりんはだめ

だとか、イスラム教ではそういうふうになっているらし

いので、そこら辺の対応というのは、今の給食設備では

正直に言って難しいと思います。だからといって、何も

しない訳にもいかないので、例えばアレルギーの方と同

じように、確実に食べられる物はこれですと示すとか、

ごはん類とか牛乳とか野菜類とかで可能なのかとかは、

ご家族等に説明しながら対応する形になると思います。

全国的に留学生とか外国の就労者もどんどん増えてます

し、話題にはなってくるので。現に観光客を受入れてい

るインバウンドの多いところはハラール食とか礼拝の場

所を設置したりとか、色々やってますので、頭の中に入

れつつ対応しないといけないなと思いました。
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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２年第１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 前 田 弘 子

会 議 録 調 製 員 坂 口 淳


