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令和２年第５回室蘭市教育委員会定例会

１ 日 時 令和２年５月２０日（水）

開会 午後４時００分

閉会 午後５時２０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 髙田教育指導参事 坂口総務課長

中野学校教育課長 河内指導主事 椎名指導主事

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 ６ 月 行 事 予 定 の 件

第４ 報告第２号 令和元年度（平成３１年度）室蘭市教育委員会所管施設利用状況報告の件

第５ 報告第３号 室 蘭 市 小 中 学 校 Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ー ル 構 想 に 関 す る 件

第６ 議案第１号 室 蘭 市 教 育 支 援 委 員 会 委 員 委 嘱 の 件

第７ 議案第２号 室 蘭 市 教 育 支 援 委 員 会 諮 問 の 件

第８ 議案第３号 室 蘭 市 学 校 給 食 運 営 協 議 会 委 員 の 委 嘱 の 件

第９ 議案第４号 室 蘭 市 学 校 給 食 費 等 に 関 す る 諮 問 の 件

第１０ 議案第５号 室 蘭 市 学 校 給 食 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 中 一 部 改 正 の 件

第１１ 議案第６号 令 和 ２ 年 度 室 蘭 市 学 校 給 食 費 等 の 変 更 の 件
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國枝教育長 ただ今から、令和２年第５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。

令和２年第２回定例会及び第３回、第４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６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６月行事予定の件」

のうち、主なものにつきまして、ご説明いたします。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。１２日から「教科書展示会」が実施されま

す。次に生涯学習課でございます。まず、社会教育では、

２５日に「社会教育委員の会」が行われます。次に市民

美術館では、２日～７日に「諏訪英雄展」が開催されま

す。次に青少年科学館では、「スポットサイエンス」、「フ

ァミリーサイエンス」等が開催されます。次に港の文学

館では、企画展として「写真家 掛川源一郎が見つめた

『コタンのマリア バチラー八重子』展」が開催されま

す。なお、現在、北海道では緊急事態宣言が継続して発

令されており、６月も緊急事態宣言が継続される場合に

は、行事等の中止、変更等がございます。また、昨日の

１９日から、市民美術館、民俗資料館、図書館分室、き

らんのブックパークにつきまして、感染症予防措置をと

りながら、限定的にサービスを開始しております。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、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。
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次は、日程第４「報告第２号 平成３１年度（令和元

年度）室蘭市教育委員会所管施設利用状況報告の件」を

議題といたします。事務局の説明をお願いします。

佐々木生涯学習課長 「報告第２号 平成３１年度（令和元年度）室蘭市教

育委員会所管施設利用状況報告の件」について、ご説明

申し上げます。はじめに文化・青少年関連施設ですが､

令和元年度は､１番目の「文化センター」から１０番目

の「生涯学習センター」までの合計で、平成３０年度の

４８４，７９７人に対し、令和元年度は７２５，３６４

人と、２４０，５６７人増加してございます。利用者増

となりましたのは、１番目の「文化センター」及び１０

番目の「生涯学習センター」です。「文化センター」は、

前年と比較して営利の興業によるホールの利用が多かっ

たこと、また、自主事業として行ったコンサートが好評

だったことなどが利用者増につながったものでございま

す。「生涯学習センター」は、平成３０年１２月に開館

し、平成３０年度実績は４ヶ月分でしたが、令和元年度

実績は１年分となったことが増加の要因でございます。

大きく利用者減となりましたのは、９番目の「青少年研

修センター」ですが、当該施設は、平成３０年１１月末

で閉館したため、減となっているものでございます。な

お、７番目の「図書館」につきましては、利用状況は前

年比７４％となっておりますが、生涯学習センターブッ

クパークの本の貸出し利用者と合算いたしますと、平成

３０年度７５，１７４人に対し、令和元年度が８４，６

５４人となり、前年比で１１２%増加している状況でご

ざいます。他の施設につきましては、例年微減の状態が

続いておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、２月２７日から３月末まで休館したことが大幅

な利用減につながった要因と考えます。文化・青少年関

連施設については、以上でございます。

木村生涯学習課主幹 続いてスポーツ関連施設について、ご説明します。報

告第２号別紙２をご覧ください。施設は１から１７まで

番号が振られてまして、その他に施設ではありませんが、

学校開放事業を載せております。表記施設の中から、特

別事情のあったものや、大きな増減があったものについ
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てご説明いたします。平成３１年度につきましては、コ

ロナの影響で、多くの施設が２月２７日以降休館となり

ましたことから、４番目の「陸上競技場」、１１番目の

「市体育館」、１３番目の「中島スポーツセンター」、１

６番目の「武揚体育館」の利用数が減少となってござい

ます。コロナの影響以外の施設では、１番目の「中島公

園野球場」、３番目の「祝津公園グラウンド」、５番目の

「入江多目的運動広場」と、６番目の「芝生広場」、１

７番目の「電信浜児童遊泳場」は、好天の日や、大会数

が多かったことにより利用が増加しております。その他

としては、６番目の「入江温水プール」は、コロナ関係

で約１ヶ月間、休館しましたが、比較対象となる平成３

０年度には胆振東部地震の影響で施設が約２ヶ月休館と

なっていたことから影響は限定的であったものです。ま

た、１５番目の「だんパラスキー場」はコロナの影響に

加えて、雪不足によりオープンが２週間ほど遅れたこと

により、昨年度より大幅に利用者が減少している状況で

ございます。最後の学校開放につきましては、コロナの

影響によりまして、対前年度比で９５％と減少してござ

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。

２月、３月にコロナの影響があったので、やっぱり通

常の時との比較とは同じような形にはならないのですけ

ど、今年度もまだ閉まっている施設が多いですので、４

月、５月の２ヶ月分位は、また影響が出るのかなと思っ

ております。

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 室蘭市小中学校ＧＩＧ

Ａスクール構想に関する件」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 「報告第３号 室蘭市小中学校ＧＩＧＡスクール構想

に関する件」について、ご説明いたします。報告第３号

別紙をご覧願います。まず、この「ＧＩＧＡスクール構
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想」ですが、昨年１２月、国が閣議決定しました総合経

済対策において、文部科学省から示された構想でござい

まして、これからの時代を生きる子どもたちにとって、

ＩＣＴ活用能力の向上は不可欠であり、教育におけるＩ

ＣＴ技術の効果的な活用が求められていることから、全

国の小中学校等において、令和２年度中にＩＣＴ環境を

整備しようとする構想が、「ＧＩＧＡスクール構想」で

ございます。参考といたしまして、別紙の下段に国の概

要資料を掲載しております。なお、「ＧＩＧＡ」とは、

ギガバイトのギガではなく、「Global and Innovation

Gateway For All」の略で、直訳すると「全ての人にグ

ローバルで革新的な入口を」という意味になりますが、

「誰一人取り残すことなく、子どもたち一人一人に個別

最適化され、創造性を育む教育ＩＣＴ環境の実現」を目

指すものとなっております。この国の構想を受けまして、

室蘭市といたしましても、これからの時代を生きる子ど

もたちのために、ＩＣＴ環境整備は急務であり、国の財

源負担があるこの機会に国の構想に従った整備事業を進

めようとしているところでございます。この事業内容と

しましては、今年度末に閉校予定の天沢小学校を除く全

小中学校の１６校に、一人一台端末に対応する、高速大

容量の校内無線ＬＡＮを新たに整備するとともに、小学

校１年生から中学校３年生までの全児童生徒、約５，０

００人分の端末を購入するものでございます。なお、こ

れらに関連する事業につきましては、来月開催される第

２回市議会定例会において補正予算として計上される予

定となってございます。ＧＩＧＡスクール構想について

は、説明は以上です。また、机上に配布してございます、

「室蘭家庭学習応援プロジェクト」学校におけるＩＣＴ

の活用ということで、まだ学校に一人一台パソコンは整

備されておりませんけれども、こういった取り組みを開

始してございますので、この取り組みについて、指導班

のほうから説明いたします。

椎名指導主事 お手元に本日配布させていただきました資料をご覧い

ただきたいと存じます。「むろらん家庭学習応援プロジ

ェクト」ということで、今回の新型コロナウイルス感染

防止対策の取り組みが、非常に長期化が予想される中か
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ら、急遽このような形で、子どもたちの学びをサポート

するための仕組みを立ち上げたところでございます。内

容といたしましては、プロジェクト専用サイトに集めま

した学習コンテンツを、各家庭のパソコン及びスマート

フォン、タブレットパソコン等から見られるような状況

で、子どもたちの家庭での学びをサポートしようとする

ものでございます。現在のところ、まず小中学校から普

段学校の中だけで配布しているようなプリントを、室蘭

市全体として共有することができないかというようなあ

たりで、協力してもらって集めております。その他、室

蘭市内の企業、各種機関といたしましては、そちらに掲

載のありますＦＭびゅーの他、青年会議所、室蘭スティ

ーラーズ（アイスホッケーチーム）、ジョイフィット等

からご提供いただきまして、社会科見学の代わりになる

ような、それぞれのお店、企業等の仕事の様子だとかを

写してもらうというような動画、それから、おうちで出

来る運動の動画等を掲載させていただいております。ま

た、図書館と青少年科学館にも協力いただきまして、青

少年科学館では実験動画が公開されておりまして、図書

館、港の文学館にもご協力いただいて、今週中に読み聞

かせ、ブックトーク等の動画を配信する予定となってお

ります。なお、まだ子どもたちに一人一台パソコンがあ

たっている訳ではございません。また、ネット環境の無

いご家庭もありますことから、そういったご家庭からは、

指導班に直接お問い合わせをいただきまして、ＤＶＤを

配布しまして、そちらで見ていただく。それからプリン

トにつきましても、こちらでプリントアウトした物をお

渡しするというような形となっております。なお、学習

コンテンツに関しましては、著作権等の問題も絡むこと

が想像されますので、アクセスに関しては、こちらのＵ

ＲＬは公開をせずに、保護者向けのお便りの中だけで紹

介をする形、また、パスワードについても、お便りを持

っている人しかわからないような形で、一般公開は避け

るような形で限定的に公開しておりますので、こちらの

ＵＲＬ等に関しましては、外部等に漏れることの無いよ

うにご協力お願いしたいと思います。説明は以上でござ

います。
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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 一人一台ずつ割り当てるというのは、学校の中でだけ

ですか。例えば今みたいに、三次感染みたいなことが起

きて、また休校になった時に、パソコンを自宅に持って

帰ってオンライン授業みないなものをするような感じな

のですか。

國枝教育長 基本的にはそうなると思います。最初はＧＩＧＡ構想

というのは、国が４年間かけて整備しようという形だっ

たのだけれども、今回のコロナの影響があったもので、

今年度中に全部をやってしまおうという形で、小学校１

年生から中学校３年生まで全部取り揃えて環境を整備し

て、一斉臨時休校になって家でやってもらわなければい

けなくなった時には、それを持ち帰ってやってもらえる。

そのためには、家にＷｉ－Ｆｉとかの環境がない人に対

してもそれを支援できるようなものもつけられるという

形で、今進めているところです。もしまた、こういうよ

うな事態になれば、これを活用するような形になると思

います。双方向での学習、お互いに顔が見えて、その場

で先生がしゃべって、子どもたちがそれに答えたりだと

か、出来る形にはなると思います。

谷藤委員 年内にできそうなのですか。

坂口総務課長 パソコンにつきましては、教育長が言ったように、当

初は何年も掛けてやる予定だったので、今現在３学年分

の申請が終わっている状況で、残りの分については、国

も予算の繰越を認めているので、今年度すべての物を整

備しようと考えておりますけども、間に合うかどうかと

いうところもあって、間に合ったとしても今年度末ぎり

ぎりにそろうような形になって、実際に使えるようにな

るのは来年度からというイメージです。校内ＬＡＮのほ

うも、今年度いっぱいで終わるような形になっているの

で、今年度についてはなかなか使える状況にはならない

のかなと思います。
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國枝教育長 一人一台端末は国が一台４５，０００円補助します。

大体４５，０００円に収まるのですか。

坂口総務課長 端末自体は４５，０００円に収まるように、各メーカ

ーで色々用意しています。

國枝教育長 収まれば、市のほうは負担がないというか、その代わ

り、校内通信ネットワークとか、整備とか、他の色々な

ものについては基本的には２分の１の補助で、市の持ち

出しは出てきます。けれど、端末については、国が一台

４５，０００円まで出すと言っているので、それ以内に

収まるような形で買えればいいかなと思っております。

坂口総務課長 ３分の１が交付税措置をしているという考え方なので、

児童生徒数の３分の２の４５，０００円分は国が負担す

るけども、残りは自治体でそろえなさいという感じです。

谷藤委員 例えば、オンライン授業になった時に、それぞれのク

ラスの先生がその子たちに向けてやるのか、それとも、

一括で各学年毎にやるのか、どちらですか。

椎名指導主事 今想定しているのは、クラス単位でということを考え

ております。というのも、双方向性を活かしていくとい

うことになりますと、子どもたちがわからなかったとこ

ろのサポートですとかというのは、やはり担任の先生の

ほうでやっていただいたほうが、きめ細かい対応ができ

ると考えております。

谷藤委員 一年、一年、学年が上がっていったら、６年生が卒業

したら６年生の分が次の１年生に渡るような感じですか。

椎名指導主事 今回整備されるのは、端末は学校のほうで管理をする

という形になります。

國枝教育長 学校に充電保管庫を一クラスに４０台分整備して、使

っていない時にそこで充電をするというのが、高価だっ

たり、電気代が掛かったり、色々あるみたいですね。
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稲川委員 ｉＰａｄ位の大きさで考えているのですか、それとも

もう少し見やすい大きさですか。デスクトップにはなら

ないと思いますが。

椎名指導主事 ノートパソコンよりも一回り小さい位のサイズですね。

谷藤委員 Ｂ５サイズ位ですか。

椎名指導主事 そうですね。Ｂ５見開き位の大きさになります。

稲川委員 ソフトが無くて、ハードだけあるという感じで、先生

方がどうやってやるのか。コンピューターを使っての授

業は、算数だったり、社会だったり、英語だったりの中

で先生が工夫してやるという形ですか。

椎名指導主事 まず最初の段階では、今行われているような学習から

少し背伸びをしたような形からスタートはしますけれど

も、いずれは全ての教科の中で、クラウドですとか、そ

ういったことも活用しながら、資料の「一人一台端末の

環境」にあるような学習を目指して進めてまいります。

國枝教育長 先生方も使いこなせるようにならないと、子どもたち

に分かるような物を提供できるような形じゃないと。

稲川委員 今ですら、大学の授業をオンラインでどうやるかって、

先生方がすごい四苦八苦しているというので。この学校

休校の間に先生方は、特にこういうことを重点的にやっ

ているとかあるのですか。

椎名指導主事 先生方の研修という形でしょうか。今の所は各学校の

ほうで出来る内容で、お任せしているところはあります

けれども、教育研究所で考えておりますのは、オンライ

ンの学習っていうのはどうやったらいいだろうというよ

うなコンテンツを作りながら、今後、こういうことを目

指していけばいいんだねというところの研修を考えてい

るところでございます。

稲川委員 これからまた一人二人出たらすぐ休校になるのか。噂
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を聞くと、子どもたちは宿題のプリントをたくさん貰っ

ているみたいですよ。先生方はプリントを作るのに大忙

しなのかもしれないけども、大変な時代になってきそう

な感じですね。

國枝教育長 国のほうが急に単年度で整備することになったのです

けど、これをやらないでいると、市のお金で全部やらな

いといけなくなるので、それを避けるためには、国と色々

調整して、うまく整備できるように取り組んでいるとこ

ろでございます。

稲川委員 授業の何割をこれでやらないといけないとか規定がで

きるかもしれないですね。昔に言っていたプログラミン

グ教育とは違うのですよね。プログラミングとこれがど

ういうふうに関わっていくのかと思いまして。

國枝教育長 先生が中心となって一斉にやる授業もあれば、個別に

自分が深めたいところを調べたりとか、そういう形にも

できるようになるので、それは使い方によっては、深ま

っていったりとか、なるのかなと思いますけど。でも、

教科書は相変わらずペーパーですので、デジタル教科書

というのは、まだ完全にはなっていないので。

椎名指導主事 今のところネックになってくるのが価格の問題でして、

教師用のデジタル教科書で、一学年一教科一年間で約２

万円前後掛かります。それから、児童生徒用のデジタル

教科書が、一教科一学年一年間で大体千円位掛かります。

これを例えば、室蘭市の児童生徒に配布するということ

になると、単純計算で５００万円が一学年一教科に掛か

ることになりますので、なかなか現実的な所では今の所

はないのかなと考えております。ただ、国のほうの児童

生徒用のデジタル教科書の整備に向けた取り組みという

ことで、論議がスタートしているようですので、その動

向を見据えながら導入できればというところでございま

す。

谷藤委員 今の普通の教科書はいくら位するのですか。
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椎名指導主事 教科書は数百円程度ですね。無くしてもすぐに買える

ような状況です。

谷藤委員 一学年の教科分が数百円位なのですか。

椎名指導主事 配置される時には、無償で配布されます。それを無く

しましたという時には、ご購入いただくことになります。

ちなみに、私は個人的に全ての教科をＰＤＦにして持っ

ておきたいと思って、全部買っていたことがあるのです

けど、全ての教科を一学年分買っても５、６千円位でそ

ろって非常に安いです。

奈良委員 私も数学の教科書を買ってみました。

谷藤委員 でもそれは文科省である程度負担しているのですか。

椎名指導主事 そうです。

國枝教育長 ＧＩＧＡスクールというのは、全国で今年全ての市町

村が取り組みますので、新聞記事とか報道でも話題にな

ると思いますけど、こちらも進み具合で都度ご報告はさ

せていただきたいと思います。

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 室蘭市教育支援委員会

委員委嘱の件」を議題といたします。なお、日程第７「議

案第２号 室蘭市教育支援委員会諮問の件」と内容が重

複いたしますので、一括で事務局の説明をお願いします。

中野学校教育課長 「議案第１号 室蘭市教育支援委員会委員の委嘱の

件」についてご説明申し上げます。本件は、室蘭市教育

支援委員会条例第３条に基づき、次のページの議案第１

号別紙の名簿とおり提案申し上げるものでございます。

教育支援委員会の委員は、議案第１号参考に記載のとお

り、医師、学識経験者、教育職員、関係行政機関の職員、

特別支援教育の推進に関して適当と認める者の中から委

嘱することとしており、今回委嘱する委員の人数は、３

４人としておりまして、内訳としまして、再任の委員が
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１８人、新任の委員が１６人となっております。委員の

任期につきましては、令和２年７月１日から令和４年６

月３０日までの２年間となっております。続きまして、

議案第２号「室蘭市教育支援委員会諮問の件」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条

例第２条に基づき、教育上特別の支援を必要とする就学

予定者や児童生徒に対し、教育的ニーズに応じた適切な

教育的支援を行うため、児童生徒等の適切な就学先及び

就学後の教育的支援に関すること並びに特別支援教育の

指導の改善及び推進に関することの２点に関して、教育

支援委員会に諮問したいことから、提案申し上げるもの

でございます。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、ご質問等はありません

か。

例年やっております、今年新入学の子どもたちが、特

別支援が必要かどうかなど審査していただいたり、親や

本人と状況を確認していただいたりという形でやってい

ただく、専門の委員でございます。

ほかに、ありませんか。それでは、議案第１号及び議

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。

次は、日程第８「議案第３号 室蘭市学校給食運営協

議会委員の委嘱の件」を議題といたします。なお、日程

第９「議案第４号 室蘭市学校給食費等に関する諮問の

件」につきましても、内容が重複いたしますので、一括

で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 給食センターに関連する議案第３号と議案第４号につ

いて、併せてご説明申し上げます。まず「議案第３号 室

蘭市学校給食運営協議会委員の委嘱の件」についてでご

ざいます。本件は、室蘭市学校給食センター条例第４条
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及び同条例施行規則第８条の規定に基づき、次ページの

議案第２号別紙の名簿のとおりご提案するものでござい

ます。選任する委員のうち、「室蘭市校長会」の役員改

正及び「室蘭市父母と先生の会連合会」の委員が退任し

たことから、その後任委員として、校長会からは「みな

と小学校 林暁宏校長」、室蘭市父母と先生の会連合会

からは「小野吉子様」、「定廣孝佳様」、「千葉修平様」の

４名の方々を新たに委嘱するものでございます。なお、

委嘱期間は、前任者の残任期間であります令和２年６月

７日から令和３年６月６日まで委嘱いたしたく存じます。

続きまして、「議案第４号 室蘭市学校給食費等に関す

る諮問の件」について、ご説明申し上げます。本件は、

室蘭市学校給食センター条例第４条及び同条例施行規則

第７条の規定に基づき、令和３年度の学校給食費等につ

きまして、室蘭市学校給食運営協議会に諮問したいこと

から、ご提案を申し上げるものでございます。また、学

校給食費の決定につきましては、この諮問に対する運営

協議会からの答申後、教育委員会定例会にてご審議のう

え、決定いたすこととなっております。なお、この諮問

に対し、運営協議会から答申を頂く時期につきましては、

令和３年１月下旬頃を予定しております。なお、参考と

しまして室蘭市学校給食センター条例及び室蘭市学校給

食センター条例施行規則の抜粋を添付しております。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。

これは、４月の人事異動とかＰＴＡの役員が替わられ

たものですから、後任の方を選んでいただいているとい

う形でございます。給食費等に対する諮問は必ず毎年行

うような形でやっておりますので、諮問したから必ず値

上げするとかではなく、委員の方々の中でご審議いただ

くという形でございます。

ほかに、ありませんか。それでは、議案第３号及び議

案第４号は原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。
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（ 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１０「議案第５号 室蘭市学校給食セン

ター条例施行規則中一部改正の件」を議題といたします。

なお、日程第１１「議案第６号 令和２年度室蘭市学校

給食費等の変更の件」につきましても、内容が重複いた

しますので、一括で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５号 室蘭市学校給食センター条例施行規則

中一部改正の件」及び「議案第６号 令和２年度室蘭市

学校給食費等の変更の件」につきまして、関連がござい

ますことから、一括してご説明いたします。はじめに、

説明の都合上、一番最後のページの議案第６号別紙をご

覧願います。この上段の表は、本年１月２２日の教育委

員会定例会において議決を頂きました、令和２年度の学

校給食費等の内容となっております。小学校で給食回数

１８３回、単価２６３円、年額４８，１２９円、中学校

で給食回数１８５回、単価３１５円、年額５８，２７５

円、５月から翌年２月までの１０期に分けて、徴収額を

それぞれ設定したものでありましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止に向けた小中学校の一斉臨時休業

に伴いまして、給食回数、納期等を変更しようとするも

のございます。議案第６号別紙の下段の表は、現時点で

想定している給食回数、年額、期ごとの納入額となって

おりますが、５月からの徴収をやめて、６月から翌年２

月までの９期に分けて徴収しようとするもので、かつ、

１回当たりの納入額が、当初予定額よりも、高くならな

い範囲で設定するもので、１９食分、減食して算定して

います。次に、１枚戻っていただき、議案第６号をご覧

願います。先ほどの別紙の下段はあくまでも、現時点で

の想定であり、今後、一斉臨時休業がさらに増えること

や、夏休みや冬休みの短縮など、給食回数に不確定要素

が多いことから、給食費等の定め方といたしまして、１

食単価に実食回数を乗じて算定することとしたものでご

ざいます。そのため、給食回数が更に減少した場合には、

今年度の後半の納期分の徴収額を調整して対応すること
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になります。次に、議案第５号の「室蘭市学校給食セン

ター条例施行規則中一部改正の件」でございますが、先

ほど、ご説明いたしました、５月から翌年２月までの１

０期に分けて徴収することなど、給食費徴収についての

基本ルールが規則に定められておりますことから、令和

２年度の給食費に限定した特例措置を附則に規定しよう

とするものでございます。議案第５号参考をご覧くださ

い。この資料では、附則の特例措置の対象条文を参考と

して記載しております。例えば、表面の下の方に記載し

ております第５条第１項では、「５月から翌年２月まで

の年１０期に分けて」を定められていますが、裏面の追

加する附則の第２項では、「教育委員会が定める月から、

年額に応じた月数による期に分けて」というように、令

和２年度の特例を定めているものでございます。なお、

この規則改正については、公布の日から施行しようとす

るものでございます。議案第５号、議案第６号の説明は

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、ご質問等はありません

か。

通常であれば、一年間の給食費を１０回に分けて、５

月から２月までで徴収をさせていただいているのですけ

ど、今年度につきましては、５月に一回も食べていない

のに納付書が行くのは保護者の方も疑問に思いますので、

今の所６月から再開だろうということを想定しまして、

１０回に分けていたのを９回にしまして、６月から２月

まで。ただ、４月５月を丸々除いてしまうと、夏休みと

か冬休みを短くしたりとか、色々調整が出てくるもので

すから、全部を減らす訳にもいかないものですから、そ

こら辺は少し柔軟な形で学校とも相談させていただいて、

調整させていただきました。これは今後、コロナの状況

によっては、食数が減ったりとかもありますけど、それ

は最後の２月とかの金額を減らすことで、調整をさせて

いただければと思っております。気持ち的には６月から

は給食を再開させたいなと思っております。

谷藤委員 ６月から始めようとする時に、何日前位から判断する
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のですか。それは道教委とかの判断を踏まえてですよね。

國枝教育長 基本的にはそうですね。私達も実は新聞報道位の情報

しか知らなくて、今週の発表では解除は無理だろうと。

だけど、６月からはなんとか少しでもと思っているので

しょうけど、その６月からも、フルでの授業がスタート

するのか、あるいはどういう形になるのかというのも、

まだ道教委のほうからは示されていないのですよね。で

すからそこら辺はまだ不透明なのですけど、給食は発注

しないといけないので。材料とか。

山口学校給食センター所長 ２週間前に発注しますので、今週の金曜日に第一週の

発注をする予定で準備をしております。

國枝教育長 そういう面では、やるだろうということを想定して準

備をするしかないのかなと思っております。

前田委員 発注するということは、責任を持って買い取るという

ことですよね。もし予定が変わってもね。

國枝教育長 そうしなければならないのもありますし、業者が他の

お店とかスーパーとかにそれを卸すからいいよ、という

ケースもあります。だから、全部が全部必ず買い取って

ということではないのですけど。あと、冷凍とか色々な

物があれば、保存期間が長ければうちで置いとくので、

再開したら注文してくださいというケースも実際にあり

ます。

前田委員 ニュースに出てましたものね。給食に行くべき物が余

っちゃったのでということで。

國枝教育長 あれは、フードバンクという生計が大変な家庭の方へ

のお弁当とか、そういうものへのということで渡したり

だとか、あるいは賞味期限が非常に短かったケースもあ

るものですから、それは役所の人に定価どおりで売らせ

ていただいてということもありますね。ただ、パンとか

ごはんというのは、結構給食で経営が成り立っている所

があるので、そこら辺は２か月以上、非常に影響が出て
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いるのですけど、それに対しては国のほうで、一定程度

保証しなさいということで、米飯とパン類と麺類をやっ

ているところについては、一定程度の支援はさせていた

だいてます。ただ、野菜とか加工品についてはなかなか

難しいものですから、そこら辺は業者と話をしたりしな

がらやっています。給食が始まっても、子どもたちに配

食はやらせるなとか、色々なルールが出てきているので、

そこら辺は先生方も大変な思いをしたりとか。しかも、

食事はマスクを外して食べるものですから、そこら辺に

不安を感じる親御さんもいらっしゃるみたいなので、十

分注意しながら、対応するようにはしていきたいと思っ

ております。

谷藤委員 かといって、今の流れはお弁当という訳にはいかない

んですよね。

國枝教育長 多分、お母さん方は学校休業によりへとへとだと思い

ますので。

前田委員 私も給食のありがたみがわかったら、給食費を徴収す

るのが少し楽になるかと思ってましたけど。

谷藤委員 結局、給食を始めるにも準備が。仕入れもしなきゃい

けないし、準備しなきゃいけないから、学校が始まって

１週間位はお弁当で対応してくださいという世の中じゃ

ないですからね。今では幼稚園から全部給食になってい

るから。本当は親がそういう対応をすればいいんですけ

どね。

國枝教育長 今後も学校の再開については、色々情報が入りました

りしたらご連絡しますし、まだコロナの関係で動くこと

もあり得るということで、対応はさせていただきたいと

思います。

ほかに、ありませんか。それでは、議案第５号及び議

案第６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 ）
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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。

次に、その他ということで、スポーツから一つござい

ますので、よろしくお願いします。

木村生涯学習課主幹 それでは、スポーツ担当の私から１点、お知らせさせ

ていただきます。先月１５日の教育委員会定例会におい

て、「第２回室蘭市議会定例会に議案として付議する条

例改正の件」といたしまして、６月議会に上程予定の「室

蘭市体育施設条例」の改正について、ご報告をさせてい

ただきました。そして、本日の定例会において、条例改

正の議案内容をお示しして、６月議会上程に向けてご審

議いただく予定でしたが、市長部局との議案内容の調整

に時間がかかっており、本日、お示しすることができま

せんでした。また、先月、ご報告させていただいた改正

内容から変更もございましたのでご報告させていただき

ます。先月は、改正内容について、大きく２点、「室蘭

市武揚体育館の料金改定」と「白鳥ヒュッテの廃止」に

ついてご報告させていただきましたが、「ヒュッテの廃

止」につきましては、令和２年度末での廃止の予定では

ありますが、関係者への説明方法、廃止についての条例

の提案時期など、慎重に検討を進めているところでござ

いまして、現在、６月議会には、「武揚体育館の料金改

定」についてのみ、上程の予定となっております。なお、

体育館の料金改定ですが、令和３年４月１日から、現行

２時間５６０円の使用料を、１１００円に改定する予定

となっています。これは学校開放事業の５００円から１

０００円への料金改定にならったものとなっています。

今後のスケジュールでございますが、条例内容の確定が

来週末以降となっており、６月市議会へ議案をすぐに送

付する必要がありますことから、条例内容確定後、教育

長の臨時代理により、条例改正を市長に申し入れさせて

いただき、６月３０日に予定しております６月の教育委

員会定例会で、改めてご報告をさせていただきたいと考

えおりますので、ご了承いただきたいと存じます。

國枝教育長 前回の時に、条例改正をする予定ですと報告をさせて

いただいて、武揚の体育館の値上げと、白鳥ヒュッテの
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二つをということだったのですけど、白鳥ヒュッテにつ

いてはまだ、関係者に十分説明したりとかが必要だとい

うことで、今回除きまして、武揚体育館の値上げの分だ

けで条例を上げさせていただこうと思っているのですけ

ど、実はまだ市長部局との調整といいますか、規定審査

というルールで通ってからじゃないと、なかなか議案と

して出せないものですから、それは今回の教育委員会で

は内容だけをご報告させていただいて、次回の定例会の

時に、報告という形をさせていただければと思います。

あと、参事からもご報告があります。

髙田教育指導参事 私のほうから、現在の学校の取り組みから二点お伝え

いたします。まず一点目は、委員の皆様のお手元の資料

にもございますが、市内中学校の道徳授業の取り組みで

ございます。内容は新型コロナウイルスによる嫌悪、偏

見、差別について考えるものであります。これは、市長

のツイッターや、教育長の思いを受けて、ＳＮＳ上で情

報を探り、作られた物でございます。全校生徒で取り組

まれており、生徒たちの中には、家庭において親子で一

緒に考え、話し合われた記述や感想もございます。もう

一点は先ほどとは別の学校の分散登校の様子でございま

す。ここでは、友達や先生との間隔に注意し、各担任は

生徒達と体調や心のストレス、悩みなど、一人一人と、

きめ細やかな対応をしております。各学校で手作りのシ

ールドを作る等の工夫をしながら、再び子どもたちの笑

顔が学校で咲きあふれて喜びが変わる日を待ちわびてお

ります。以上でございます。

國枝教育長 たまたま、参事のほうで学校のほうから資料としてい

ただいたものです。名前等が書かれているので、外には

出さないような形でよろしくお願いします。稲川先生か

らもアドバイスいただいたものを、私共のほうで学校に

も紹介させていただいて、それを授業で取り入れている

という形でございます。ほかに、稲川先生のほうからご

ざいますか。

稲川委員 聞いた話ですが、ある中学校では平熱を申告しておい

て、平熱よりも０．６度位高ければ、それを有熱とみな
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して、帰りなさいという指導がなされているみたいで、

それが４月８日か９日の学校が始まってすぐの時で、十

数人がそれを発熱として保健室に行って、色々あるとい

うことで、集団感染かと思ったりしたのですけど、よく

聞くとそういうようなことでやっているということで、

その中には３８度位の子もいたみたいなのですけど、２

週間の間、朝と昼と夜と体温を測定すると、人間の体温

ってすごく変動するんですよね。インターネットで調べ

ても、平熱とか発熱の定義って無いんですよね。朝に自

分で計ると３６．１度とか３６．９度とかよくあるんで

すけど、中学生とか活動的な子が学校に歩いて行ったり

する中で、一斉検温して、申告していた体温よりも０．

６度以上高かったら強制的に帰されるというようなこと

をやっていると聞いたので、いわゆる発熱の定義という

のが無くて、国の３７．５度以上という暫定的な数字が

一人歩きするとどうにもならないというような話になっ

ているわけだから、一つの中学校だけがそういうことを

やることが良いのか悪いのかということと、平熱、発熱

の定義がすごく難しい訳だから、それを一律にやってと

いうことは、問題があるのではないのかなというふうに

思いまして。熱を出している感染者を早く帰らせるとい

うのは大事なんだろうけども、それが本当に予防に繋が

るかというのは、発病する一日ないしは二日前の人が一

番ウイルスを出しているというようなことが言われてい

る時代ですから、何か違う対応が必要なのではないかな

と思いまして、教育長に伺ったのですけど。女性の中学

生がみんなの前で体温を計るということが、緊張したり、

色々なストレスを植え付けるんじゃないのかなと感じた

もので、教育委員会としてどうやってこれから発熱とい

うものに対して対応していくのかということを考えてお

いて欲しいなと思います。

髙田教育指導参事 その中学校に関しては生徒の数が市内でも大変多くて

ですね、校長先生も先生方も当初から子どもたちを守る

ぞという思いの元で、丁寧に取り組んできている学校の

一つでございます。今の話を伺いますと、学校医との相

談でということでございますので、この後学校のほうと

丁寧に状況のほうを確認しながら、まずは男女共に体温
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を一つの部屋で計っているとか、多くの人数で密になっ

ているのであれば、本末転倒でございますので、そのと

ころを伝えて、指導するところは指導を図っていきたい

と思います。

國枝教育長 本来であれば家で計って、親御さんが、熱があるねと

か、今日はだるそうだねというのであれば、その時点で

休んでいただくのが、本来一番なんですけど、家で計っ

て大丈夫だろうということで来て、ちょっと高かったり

ということもあったりしているのかもしれないので、そ

れは稲川先生が言われたように変動があったりとか、そ

の時の状態でも変わってくるのかもしれないので、それ

を学校でもう一回計ってみようとなるのが、密になって

いるようなケースがあったのかもしれないので、そこら

辺は人権問題にもなるものですから、十分改めるような

形で、なおかつ、日常的に親との連絡等もより密にする

ことで、親御さんは大丈夫だろうと思っていてというこ

ともありますので、そこら辺は両方が常に見ている状態

を共有し合わないと、片方が大変だと言って、もう片方

が大丈夫だという話になると、急に家に帰ってきたらび

っくりするでしょうし、そこら辺は十分連携するような

形をやるように。さらには、その中学校だけでは無く、

市内の学校については、そこら辺を十分に対応等を注意

するようにお話をさせていただければと思います。

稲川委員 根拠があることでやっていればいいんだけども、どこ

を調べてもあまり根拠が無さそうで、なかなか難しいこ

となんだろうなと思いますが、そういうことでこうやっ

て運営していってしまうと、問題が多いんじゃないのか

なと思います。３７．５度と決めてしまえば、平熱が３

７．２度の人が３７．５度になるとちょっとという話に

なるかもしれないので、大抵は低いという人が多かった

り、そういうことは推定体温計ですから、根拠のあるこ

とという形で対策を練っていかないと、無用な混乱を招

くのかなと。

國枝教育長 私達は、心配しすぎだったりとか、恐れが強かったり

するのかもしれないです。やっぱり学校はなおさら、子
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どもたちを多く預かっているので、その度合いが強かっ

たりするのかもしれないので、そこら辺は学校医の先生

等ともご相談させていただいたり、必要であれば医師会

の先生方のご助言もいただくような形で、まずは元気で

学校に通って貰うのが一番ですので、そこら辺を対応さ

せていただければと思います。

稲川委員 流行状況によって、あの時はまだ出たばかりで、そう

いう中で神経質になったというところもあったかもしれ

ないので、これからインフルエンザが流行ったり、冬に

向けては色々な形で。社会が微熱があったり、咳があっ

たり、体が辛かったら休もうという社会になっていれば

いいんだけれども、学校はだめだけど塾はいいのかと、

なんだかわからない話になっていってしまうから、あま

り社会が混乱しないように。

國枝教育長 皆さんがそれぞればらばらに心配していると、本当に

混乱が起きる形になるので、できるだけ共通認識や共通

理解を持てるような形を取れればいいなと思います。

稲川委員 自分の朝の平熱を知っておくというのは、悪いことで

は無いと思うんですけど、夜に熱があっても朝に無いか

ら来るというのは止めようとか、丸２４時間解熱を確認

してから来ようとか、色々な熱に対しての指導はあると

思うんですけど、計れって言っても計らない人だってい

るし、体温計が無い人もいるでしょうから、なかなか一

律というのは。

國枝教育長 コロナみたいなことが起きたおかげで、色々なところ

で、ある意味で見直しの必要なこととかが色々と出てき

ているのかなと思いますので、進行中ですけどやれるこ

とから少しずつ見直したり、新しい生活スタイルに変え

ていけるような取り組みはしていければと思います。

稲川委員 子どもたちにはマスクは全員にあたっているのですか。

國枝教育長 あたっています。



23

稲川委員 それは、家で買っているのですか。

髙田教育指導参事 基本は家庭から着けて来ることになっているのですけ

ど、もし無い場合は、学校のほうに申し出れば、渡すと

いうことになります。今のところ、どこの学校からもマ

スクが足りなくて困っているという声は上がっておりま

せん。

國枝教育長 結構、寄附とか。布マスクが多いですけど。明日も使

い捨てのマスクなんですけど、１，５００枚位寄附があ

ります。ストックは、学校にそれなりにあります。ただ

これからも、毎日の授業が始まってくるので、ちょっと

忘れたとか、汚れたとか、というのは出てくるので、使

うことは多くなってくると思います。

谷藤委員 最初の頃は、札幌の学校で、校則で色のついたマスク

はダメだとか言ってましたけど、そういう学校はあるの

ですか。

髙田教育指導参事 無いです。室蘭西中は授業で、布を各自持ってきて、

手作りマスクの授業を行っていたり。逆に自分で手作り

マスクを着けることで、愛着が湧いたりという話を伺っ

ております。

稲川委員 体育はどうするのですか。Ｎ９５でなければ、マスク

を着けたまま体育をして良いことにしたのですか。

髙田教育指導参事 校長先生方と、学校始まってすぐにマスクを着けて長

距離走ということはまず無いのでという話は聞いてます。

運動を激しくする時には、マスクを控えてくださいとい

うのは伝えております。

稲川委員 私もネットでしか知らないけども、Ｎ９５マスクは相

当きついから、普通のサージカルマスクだったら問題な

いのかなと思いますが、１年生、２年生で自分で苦しい

ってことを言えるのかなとか、色々あるかもしれないか

ら。普通の布マスクだったらスカスカだから、大丈夫だ

と思うけれど。
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國枝教育長 ほかに、ありませんか。

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５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 奈 良 泰 哉

会 議 録 調 製 員 坂 口 淳


