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平成２１年第４回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２１年４月３日（金） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後７時００分 
 
２  場  所      文化センター４階 大会議室   
 
３  本日の議事日程  別紙のとおり 
 
４  出席委員   西里委員長 續石委員 芝垣委員 黒光委員 山田教育長 
 
５  説明員 佐藤教育部長 酒井教育指導参事 川本総務課長 市橋総務課

主幹［学校施設］ 國枝総務課主幹［施設適正配置］ 松村学校

教育課長 根塚指導主事 高橋指導主事 森生涯学習課長 小

西生涯学習課主幹[文化振興] 佐藤生涯学習課主幹[スポーツ] 

松原生涯学習課主幹[読書活動推進] 山下生涯学習課主幹[読書

活動推進] 田中青少年課長 高木青少年課主幹 真野学校給食

センター所長 照井学校給食センター主幹 
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西里委員長    ただいまから、平成２１年第４回室蘭市教育委員会定例会を開

会いたします。 
 

西里委員長    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、芝垣委員を指名いたします。 

 
西里委員長    次は、日程第２、会議録承認についてであります。 
         平成２１年第３回定例会の会議録は、先日、委員の皆様に案と

して配付いたしております。 

配付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） 

 

西里委員長    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号第１回市議会定例会議事内容に関

する件を議題といたします。 

説明をよろしくお願い致します。 

 

佐藤教育部長   それでは、報告第１号「第１回室蘭市議会定例会議事内容に関

する件」について、ご説明を申し上げます。 

次の頁から、一番下に頁番号ふってますが、第１回定例会の質

問要旨と答弁要旨を載せてございます。 

第１回定例会は、２１年度予算を中心に審議するため、２月２

６日から３月２５日まで会期２８日間で開催されたところでござ

います。本会議における質問は、まず、教育長からの教育行政方

針説明を受けた、４つの会派会長からの代表質問と、一般質問に

分かれてございます。それでは、時間の関係上、主な内容を説明

させていただきます。 

１頁から２頁は、新政会早坂議員からの質問であります。 

最初は、１頁をご覧ください。本市が示した学力向上プランの

内容と成果の検証時期などの、ご質問であり、学力向上プランの

内容につきましては、学校に単に委ねるものではなく、「室蘭市

として、室蘭の子どもの学力向上に腰を据えて取り組む」「頑張

る学校を応援する」という姿勢を打ち出したものであり、全小・

中学校の小３・小５・中２を対象に、民間の標準学力テストを実
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施するものでございます。結果と分析が学校及び個々の児童生徒

に送付されてまいりますことから、その後の学習指導の改善や家

庭における生活習慣の改善に十分資するものと考えていること。

また、小・中学校の各１校を研究奨励校に指定し、子どもの確か

な学力の向上を図る考えとお答えしてございます。 

次は、２頁をご覧ください。次に、中央・港南地区における学

校統合の経過と内容についての質問でありますが、統合中学校に

ついては平成２５年に北辰中学校敷地に開校を、また統合小学校

については、平成２７年に港南中学校敷地に開校することを、基

本的な方向案としたところであり、昨年の１０月から小中６校の

学校関係者やＰＴＡへの説明会、更には今年に入り、中央・港南

地区でそれぞれの住民を対象とした説明会を開催したところであ

り、これまでの説明会では、児童生徒の減少の中においては、子

ども達のより良い教育環境を目指していくこの度の学校統合の方

向性に対しては、理解をいただき賛同を得たものと考えてござい

ます。このため、具体的な統合に向けての諸課題を協議する場で

ある「統合推進協議会」をできるだけ早く設置し、十分議論を重

ね、より良い教育環境の統合校を目指してまいる考えとご答弁さ

せていただきました。 

次に、３頁から７頁にかけましては、市政・創造２１の山川議

員からのご質問であります。 

最初は３頁でありますが、平成１８年に制定から約６０年を経

て教育基本法が改正され、教育行政も今後大きく変化していくな

かで、本市では、教育振興基本計画の策定についてどう考えるか

のご質問でありますが、教育振興基本計画策定にあたりましては、

本市の教育環境が持っている特性や、保護者、地域の声など、さ

まざまな角度から十分実態を把握し分析しながら、検討してまい

りたい旨お答えしたところでございます。 

次は、４頁でありますが、地域と歩む学校づくりについてと題

して、この体制づくりへの保護者理解・地域との連携強化につい

てのご質問であり、「モデル地区においては、第１回目の推進協

議会を開催したところであり、今後、保護者への周知と理解を進

めてまいり、学校・保護者・地域三者の距離がより身近なものと

なり、それぞれに有形・無形のメリットが実感できる活動の展開

となるよう、体制づくりを進めると」お答えしてございます。  

次は、５頁でありますが、全国体力テストに関連し、２点のご
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質問でありますが、まず、調査結果の分析状況についてでありま

すが、答弁としましては、現在、体力や運動能力と日常の生活習

慣や運動習慣などとの相関について進めていること。次に、教育

行政方針に体力向上に触れていない理由の質問に対しましては、

今まで全市的な体力調査を実施していないこともあり、この全国

体力調査の結果を分析する中で、その状況や課題を整理しながら、

体力の向上に向けた方策などについて検討していく旨お答えして

おります。 

次は、６頁でありますが、いじめ・不登校対策として２点の質

問があり、１点目としては、「不登校の防止に向けた具体的な取

組みについて」でありますが、一人一人の児童生徒にとっては、

学校は面白いといった「魅力ある学校づくり」を進めることが不

登校問題を解決するための大前提と考えており、校長先生を含め

た教職員が一体となって、子ども達の健やかな成長に取り組める

環境を整えることが必要との認識から、まずは、子どもと向き合

う時間を確保するため、地域パトロール組織の全市的な展開や適

応指導教室の拡充を進めてきたところであり、今年度から、学力

向上プランの実施や学校を地域が支える体制づくりを進めている

こと。また、今後も、学校現場の意見を傾聴しながら、子ども達

にとって楽しい、先生方には、元気に働いていただける学校づく

りを進めて、不登校問題の解決を推進していく所存の旨お答えし

ております。次に、ネット上の新しい問題への取り組みのご質問

がありましたが、「青少年が安全に安心してインターネットを利

用できる環境の整備等に関する法律」が成立し、青少年が利用す

る携帯電話やパソコン等について、民間事業者にフィルタリング

の提供などが義務づけられるとともに、保護者に対して、インタ

ーネットを適切に利用させる責務などが課されたところであり、

学校を通じて同法の啓発を図ってまいりますが、ネット上へ安易

な書き込み等がどのような犯罪となるのか、具体的に児童生徒に

理解させる指導とともに、保護者にも周知することが必要とお答

えしてございます。 

次は、７頁ですが、文化・スポーツ施設の整備計画策定の考え

方のご質問でありますが、多額な事業費を要する学校統合を最優

先に整備を進めており、また、本市の財政状況は、多額の不良債

務を抱えておりますし、税収や交付税が不透明の中、詳細な整備

計画を策定することは、現状では難しいものと考えており、当面
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は、運営に支障をきたさないことや、安全性、更には利用者の要

望への対応などを基本に、今後の予算編成の中で、優先度を考え

ながら計画的に改修を行って参る考えである旨をお答えしてござ

います。 

次に、８頁から１２頁にかけましては、民主･市民クラブの佐

藤議員からのご質問であります。 

最初は８頁から９頁にかけてでありますが、教育委員会の改革

に向けて４点の質問がございました。１点目は、教育委員会改革

に向けての検討内容についてであります。２点目は、市民の中に

は、教育委員の顔が見えない、仕事が見えない、独自性が見えな

いという声がでている。教育委員会の活性化のためにも公選制を

取り入れる考えについてでございます。３点目は、民間の臨床教

育研究所では、教員対象に意識調査を行ったところ７０％の教員

が不満があり、その不満の理由に教員や子どもの声を聞かないと

の調査内容であり、この調査内容についての見解はという内容で

ございます。４点目は、教育委員として教員、ＰＴＡまたは青少

年団体との対話状況や自らの研修状況などでございます。答弁で

は、教育委員会の改革に向けての検討として、教育委員会規則等

の各規定を整備するとともに、教育委員会の活動状況の点検・評

価を行うことが義務付けられたことに基づきまして、教育行政方

針に対する点検・評価報告書を作成し、議会報告したい旨。２点

目の教育委員の公選制については、昭和３１年地方教育行政の組

織及び運営に関する法律が制定され、公選制の廃止と任命制の導

入が行われたところでございまして、それ以降、教育委員の選定

に当っては、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有

するもののうちから、議会の同意を得て、市長が任命する制度と

なっており、これによりまして、公平性が確保されている旨。３

点目の、民間研究所の調査結果については、日頃より、小中学校

校長会や職員組合等の団体と、要望や意見を聞く機会を設けてお

り、今後も、情報交換の頻度を高めながら、学校現場の実態把握

に努めてまいりたい旨。４点目の教育委員の具体的活動内容につ

いては、９頁にあるように、教育委員としての資質を向上させる

ための研修として、道教委や胆振教育局等における教育委員対象

の研修や教育講演会への出席を始め、今年度からは、新任教育委

員対象の研修も実施されており、参加をしたところでございます。

一方、本市における研修としては、全国学力状況調査や学校職員
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評価制度、統合校建設等の諸課題に係る意見交換や学習会を、随

時、定例会もしくは定例会後に実施しており、さらに、学校現場

についても、教育委員学校訪問として、施設視察・現況調査・公

開授業参観・給食試食などを実施しており、入学・卒業式や開校・

閉校式や記念式典には、来賓として参加している旨それぞれ、お

答えしたところでございます。 

次は、１０頁でありますが、新学習指導要領に関連して４点の

質問であります。この内、１点目と４点目でありますが、最初に、

小学校外国語活動の指導についての質問でありますが、小学校外

国語活動を指導するのは、子どもの実態を一番把握している学級

担任が望ましいとされていること。また、授業に向けての研修に

ついては、北海道教育委員会や市教委が主催する研修会などで、

小学校外国語活動の円滑な実施に向けた取り組みを進めている旨

答弁しております。最後に、新学習指導要領についての所見につ

いてでございますが、新学習指導要領においては、確かな学力、

豊かな人間性、健康・体力といった「生きる力」を育むという基

本理念は、変わっておらず、その理念の実現に向けて、基礎的・

基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成な

ど、各教科等の指導を通して具体化していくことが求められてい

るところであり、授業時数が増加する点については、指導内容を

増やすことが主な目的ではなく子ども達がじっくり学習に取り組

む時間を確保するためのものと考えている旨を答弁してございま

す。 

 次は、１１頁でございます。全国学力学習状況調査について

３点の質問がありましたが、最初の「過去２回実施の学力学習状

況調査の総括について」の質問に対しましては、全国・全道の結

果との比較や生活状況等との関連などを分析することで、各学校

の課題が明確になり、学習プランの作成や修正に活用できた旨を

答弁してございます。「１回目の調査結果をどう学習に生かして

いるか」につきましては、小学校では、国語では、朝読書の回数

を増やしたり、音読指導を行なったり、算数では理解が不足して

いる部分の繰り返し指導を行なっり、中学校では、国語や数学な

ど基礎基本の学習を選択教科の中で取り入れ、指導教員を増やす

ことによる少人数指導や、習熟度別指導を行なうなど、市内のほ

とんどの小中学校で授業改善が行なわれている旨、また、「成績

において、経済格差により優劣が生じているのか」のご質問です
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が、例えば、就学援助率の高い地域が必ずしも学力が低いとは言

えない結果となっておりますし、前回の調査で上位に位置した学

校が、今年度の調査では下位に転じるなど、また、その逆の場合

も見られるところであります。こうしたことから、経済的な面で

の地域差や学校差については、その根拠の断定が難しい旨をお答

えしたところでございます。 

次は、１２頁でございます。本市が実施する標準学力調査につ

いて２点の質問がありましたが、目的、背景、全国学力テストと

の相違点だけ説明させていただきますが、まず、目的は、児童生

徒の発達段階に応じ、定期的な学年において、目標に準拠した学

習到達度を評価し、学校で普段行なわれている学習指導と評価と

の関連を持たせながら、３ヵ年の連続性を持たせることで、指導

と評価の一体化が一層図られると考えております。また、結果に

ついては児童生徒や保護者に提供し、生活習慣等と合わせて指導

することによって、家庭の教育力の醸成を促し、しいては学力の

向上に帰するものと考えている旨。次に、背景でございますが、

現状では既に市内の小学校の約３分の１にあたる６小学校でこの

標準学力調査を保護者負担によって実施しており、児童生徒の学

力の把握や保護者への説明、指導計画の作成等に有効に活用して

いる実態がある旨。次に、全国学力学習状況調査との相違点でご

ざいますが、全国調査は、小学校６年生と中学校３年生の、いわ

ゆる卒業学年で実施しているため、学校全体の学力状況や課題を

把握する上で、その活用が十分でないところがございます。本市

は、小学３年、５年、中学校２年で実施するため、定期的な学力

が検証できるとともに、指導と評価のサイクルが効率よく行なわ

れ、学力が建設的に向上すると考えてございます。また、調査結

果の通知が、実施から約２週間ほどで届くため、学習計画の修正

や指導面など、その改善や手立てに十分効果が期待できるところ

でございます。 

次に、１３頁から１５頁にかけましては、公明党室蘭市議会細

川議員からのご質問であります。 

最初は、１３頁をご覧ください。室蘭のこども達は、現行学習

指導要領ももとで、どのような力がはぐくまれ、課題はどこにあ

るか。今後、室蘭のこども達に必要な生きる力の育成には、今何

が急がれるのか、今年度の取組みは、とのご質問がありましたが、

現在の小学校６年生では、学力という点では、国語に関する基礎・
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基本的な知識に関しましては一定程度の伸びが見られてございま

すが、それを「活用する力」に課題が見られ、算数については、

「基礎・基本」及び「活用する力」の両面で課題が見られること。

国語につきましては、文章を読んで、その意味を理解し自分の考

えをまとめ表現することに課題があり、算数につきましては、特

に、小学３・４年生の２桁の割り算や、小数と分数の関連性など

の理解を図ることが課題と考えてございます。一方、国語や算数

の学習が大切だと思わない児童も少なくないことから、やはり、

一時間一時間のわかる授業の展開や、一人一人の理解の状況に応

じたきめ細かな指導の充実等が学習意欲の向上に必要と考えてご

ざいます。また、一方で、学校のきまりを守ろうとしている、い

じめはどんなことがあってもいけないことと考えている児童生徒

が増加していることは、規範意識や他者への思いやりといった面

で、「豊かな心」の育成が図られていると分析してございます。

このようなことから、生きる力を支える「確かな学力」につきま

しては、小学校低・中学年での学習内容を理解・定着させること

が必要であり、より一層、道徳や特別活動の内容を充実させて「豊

かな心」の伸長を図ることが急がれると考えてございます。この

ようなことから、その具体的手立ての一方策として、今年度から

の学力向上プランを策定した旨お答えしてございます。 
次に、１４頁をご覧ください。青少年健全育成に関連して、２

点のご質問であります。最初に、八丁平地区児童クラブの移転に

ついてでございますが、平成10年度に、八丁平小学校内の特別支

援学級のプレイルームを児童クラブの専用スペースとして開設し

たところでありますが、来年度からの特別支援学級児童数の増加

に伴い、学校とも協議いたしましたが、児童クラブ専用として使

用できる余裕スペースは確保できず、学校内での運営が困難と判

断したところであり、このため、今後、児童数の推移を見ながら、

学校内での専用スペースを確保できるまでの暫定措置として、学

校からの距離が近い、現在使われていない旧八丁平町会会館に関

係町会のご理解をいただき、移転することとした旨。また、２点

目に、スクール児童館での職員配置の見直しによる効果について

でございますが、従来はなかなか難しかった近くの公園などでの

外遊びを新たに取り入れたり、またグラウンド・体育館などでの

遊びの回数の大幅な増加、各種お楽しみ会などの行事内容の充実

など、施設内での子供たちへのきめ細やかな指導や保護者との密
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接な連携などが図られたことや、特に、長期休業期間では早朝に

学習時間を設定するなど、子ども達の生活にも配慮した運営にも

努めており、保護者にとりましても、安心して働くことができる

ようになった旨お答えしたところであります。 

次に、１５頁をご覧ください。スポーツ施設についての３点 ご

質問がございました。最初に、１点目の入江陸上競技場の改修整

備については、平成２０年６月の財団法人日本陸上競技連盟によ

る２種公認検定の際に、走路、各助走路の全天候舗装の磨耗が指

摘され、全面オーバーレイが必要とされており、この改修を条件

として公認を認定されております。このため、このままでは公式

の陸上競技大会等の開催に支障があり、２種公認継続を目指すた

め、全天候舗装の改修整備に取り組んでいくものであります。次

に、２点目の今後のスポーツ施設の整備・拡充についてでござい

ますが、今後とも安全性を第一に緊急性の高い整備から実施する

考えで進めて参りたいと考えてございます。次に、３点目の市民

がスポーツに親しむ機会の拡大と大会や合宿の誘致についてでご

ざいますが、子どもから高齢者まで、それぞれのライフステージ

において、スポーツに親しむ機会の拡大を図って参りたいと考え

てございます。また、入江陸上競技場への合宿の誘致については、

道内では雪解けが早い地域であるため、この時期、主に道内の大

学、高校などの合宿が数多く行われておりますことから、関係団

体と協力して、より一層、誘致を図って参りたいとお答えしてご

ざいます。 

以上が代表質問の内容でございました。 

次に、１６頁から２８頁までが、一般質問でありまして、今回

は５人の議員から教育関連の質問があったところでございます。 

今議会から、再質問以後は、従来の一括質問方式ではなく、１

問１答方式が採用され、持ち時間の範囲でテーマを絞って５回・

６回と無制限の回数で問いただす方式が導入になりました。 

１６頁から１８頁までは、日本共産党の田村議員からの質問で

ありますが、例として、どのような 内容であったか説明をさせ

ていただきます。 

１６頁には、独自の学力テストの見解について、１７頁は教育

予算の使い方について、１８頁は教職員の勤勉手当への見解から

始まり、再質問から１問１答に移り、1回目の質問として、これ

以上の学力テストは必要なく、むしろ少人数学級で１人１人に行
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き届いた教育を充実すべきではという質問がございました。答弁

の後、２回目の質問として、教員が何人いれば３５人学級や３０

人学級にできるかという質問がございまして、３回目の質問とし

て、テストに金を使うくらいであれば、むしろ先生を増やすべき

ではないか、４回目の質問として、少人数学級の実現は学力向上

にとっての課題ではないのか、５回目の質問として、勤勉手当の

多寡で教員を差別するのは教育を根本から破壊することにつなが

るのでは、評価はだれがするのか、最後に、学力テストで明らか

になる成績と組み合わせて教員の勤勉手当評価が行われれば教育

は根底から崩れる可能性があり、このようにならない、させない

という決意を求めますとの要望を受けました。 

このように、間髪いれず質問され、懸命に、即答していくとい

う方式でございます。確かに聞いていて分かりやすい面もあると

いうことで、継続していくことになります。このように一般質問

の方式が変わりましたことから、教育委員の皆様への報告方法に

ついても、次回以降 報告方法も工夫して流れがうまく説明でき

るよう考えてございますので、よろしくお願いします。 

本日は、概略のみで一般質問を説明させていただきます。 

１９頁から２１頁にかけては、民主・市民の花釜議員でござい

ます。 

１９項では、「全国学力テストを今後も続けるのか」、市独自

の標準学力テスト導入についてからは、「既に標準学力テストを

実施している学校への対応について」、「中学２年で実施する目

的について」、「実施時期とその後のスケジュールについて」の

３点でございます。 

次に２０頁でございます。新学習指導要領の中で小学校の英語

導入に関連して、「小学校５･６年への英語導入目的について」、

「教員研修の規模と内容について」、「中学校とのつながり・系

統性について」の３点でございます。 

２１頁は、４６協定破棄と教職員の労働条件についてに関連し

て、「４６協定破棄の通知内容と理由について」、「教職員の多

忙化の解消に向けた具体的取組について」の２点でございます。 

２２頁から２４頁までは、公明党室蘭市議会の柏木議員でござ

います。 

２２頁には、学校を支える体制づくりから、目的と経緯等６点

のご質問であり、また、学力向上プランと教員の資質向上につい
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て、パイロットスクール事業指定校と、学校向上プランの研究奨

励校との相違点についてのご質問であります。 

２３頁は、小中学校への地上デジタルテレビ設置関連から、現

在のテレビ所有台数など３点の質問であります。 

２４頁は、市立図書館の充実から過去４カ年の貸し出し状況の

推移など３点でございます。 

２５頁から２６頁までは、新政会の徳中議員でございます。 

２５頁には、通学区域の現状から、通学基準の設定基準など４

点のご質問であります。 

２６頁には、国旗・国歌の教育から、各種団体からの申し入れ

内容など４点の質問であります。 

最後は、２８頁であり、市政・創造２１ 岡田議員でございま

す。学力・体力テストから、児童生徒への学力向上に向けた指導

等２点、携帯電話関係の質問があった所持率についてのご質問で

あります。 

以上、第１回定例会におきます、主な内容につきまして、説明

させていただきました。 

 

西里委員長    ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 

 

芝垣委員     教育委員の研修や活動について各議員から質問があって、答弁

も８ページに出ています。現実に北海道全体では昨年は網走で研

修会があって、今年も稚内であります。胆振管内では去年は洞爺

湖温泉、今年は登別で行われる予定です。教育委員に係わること

ですので、室蘭市の教育委員会としては、それらとは別に市独自

の何か私ども教育委員会の研修会とか資質向上のお考えはあるの

でしょうか。 

 

佐藤教育部長   今、芝垣委員からご指摘がありましたように、教育委員会の改

革に向けまして、国の方でもどんどん教育委員会の資質向上を含

めていろいろな研修の機会を設定しているところでございます。

今、芝垣委員がおっしゃいました様に教育委員の中で、多様なテ

ーマに基づく議論や情報交換など、資質の向上に向けた取り組み

を答弁の中でも説明させていただいているところでございます。 

  

 黒光委員    それに関連しまして、私、新任の教育委員会の研修というもの
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を道庁に行って受けてまいりましたけれども、新任だけかなと思

いましたら、もう十年以上もやっている方とか、全員で参加とい

うのが結構よその地区ではありました。研修ではいろいろな質問

を受けましたが、新任ということもあって答えに苦慮しましたの

で、もっと勉強や議論する機会があればと思いました。 

 

佐藤教育部長   事務局としましては、お忙しい中で教育委員のかたにいろいろ

な研修に参加していただいて、その成果を復命書という形でいた

だいております。たとえば、このような定例会の場で、研修の成

果などを報告してもらうのがいいか、今後事務局で検討したうえ

で、教育委員の皆様とも今後の研修成果の発表のありかたなどを

ご相談させていただきたいと思っていますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

          

西里委員長    ほかにありませんか。 

 

芝垣委員     登別の研修会で、穂別の教頭先生が秋田は全国一の学力がある

という調査を克明に報告していました。室蘭市独自の学力テスト

は今後もずっと続けていく予定ですか。試験的にしばらくやって

みるということですか。 

 

山田教育長    ３年をひとつのサイクルと考えていますので、３年は続けよう

と考えています。 

 

芝垣委員     秋田の例を見たら、そういうことから始まって、小学校と中学

校が一緒になって一生懸命やっているところがいいと思いました。 

 

山田教育長    今回はテストだけではなく、研究奨励校ということで、小学校

１校、中学校１校を選びまして、秋田や犬山などの先進地を視察

いたします。そして、先程のむかわ町穂別の先生と同じように調

査結果を持ち帰りまして、それを室蘭市に合わせた中でどう教え

ていくか、また、ほかの学校にもどう広げていくかということを、

教育研究所も含めた中でやっていこうと考えています。そういう

ことを続けていかなければ、なかなか成果はでないのではないか

と思います。 
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黒光委員     秋田はもうそういったことで１０年以上の実績があり、効果を

出しています。 

 

續石委員     テストというもので結果を評価されるということになると、ど

うしてもその為の勉強、学力テストの為のテストを授業中にやる

という傾向になっていく心配はないかと思うんです。だから、あ

くまでも、確かな学力を作るためのものという基本は絶対に崩さ

ないでテストをやっていただきたいと思います。やることはいい

と思うんですけど、どうしても回を重ねるごとに、試験のテクニ

ックを優先したりですとか、そうなってしまうと本末転倒になり

ますので、それだけお願いしたいと思います。 

 

黒光委員     テストは、先生がお作りになるのですか。 

 

酒井教育指導参事 民間業者のものでＣＲＴといいますが、目標に準拠したテスト

の内容になりまして、前年度まで学習した内容を翌年の４月にテ

ストしますので、学習の到達度を確認するテストになります。問

題が幅広い分野から出てきますので、ピンポイントで学習したと

ころで、なかなか点数が取れないような内容になっています。基

本的なところから、思考力を要するものまで、幅広い出題がなさ

れます。子供たちが記号で選ぶ問題もあれば、記述式で考え方を

書いたりする問題もあります。 

 

西里委員長    ほかにありませんか。 

 

黒光委員     ６ページのいじめについてなんですけれど、人権擁護委員の活

動として、小学生を対象にいじめはよくないということで人権教

室を開いています。今たいへん力を入れている活動で、そうゆう

ものも活用したらどうかなと思います。室蘭市内には１０人の人

権擁護委員おりますので、その活用について考えていただきたい

と思います。 

 

酒井教育指導参事 人権擁護の関係なんですけど、法務省の管轄なのですが、市の

窓口は総務課になっています。もちろん学校教育課も関わりまし

て、校長会の中ではいろいろな活動の周知や人権作文などに取り

組んでいるところです。作文については、もう少し参加率を高め
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ていきたいということで、この４月に校長会がありますので、そ

ういったところでもお話して、広めていきたいと思っています。

また、総合学習の中での人権教室における人権擁護委員の活動な

ども校長会でお話ししたいと思います。 

 

西里委員長    ほかにありませんか。なければ、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４月行事予定の件

を議題といたします。 

         説明をお願いします。 

 

松村学校教育課長 学校教育に関っての行事予定を報告させていただきます。まず、

本日４月３日ですが４月１日付の教職員の人事異動がございまし

て、その辞令交付式を本日の午後から行いました。人事異動の詳

細につきましては後程報告第４号で改めてご説明させていただき

ます。４月６日は小学校の入学式、４月７日は中学校の入学式が

ございます。以上でございます。 

 

 

森生涯学習課長  続きまして、生涯学習課に係る行事予定のうち、主なものを御

説明いたします。 

まず、社会教育の関係ですが、１０日（金）に、今年度第１回目

の社会教育委員の会が開催されます。 

 次に、読書活動推進の関係ですが、４月２３日（木）から５月

１２日（火）までの第５１回「こどもの読書週間」にちなみ、 

 この期間中、本館児童室で「組み木であそぶ絵本の世界」と題

しまして「おおきなかぶ」や「きんたろう」など昔話の組み木と

絵本を展示します。また、２５日（土）１０時３０分から１時間

程度、輪西分室と白鳥台会館でお話会を開催します。 
内容は、おはなしや絵本の読み聞かせ・パネルシアターなどで、

自由参加で入場無料です。 
        次に、民俗資料館の関係ですが、今月のとんてん館寺子屋教室

は、１２日（日）に「しいたけ植菌」体験学習会です。定員は２

０人で、費用はホダ木用原木の購入費など実費６００円を負担し

ていただくこととしております。 

また、２５日（土）から６月１４日まで、先日、室蘭海上保安

部から寄贈を受けた、本市縁のプロヴィデンス号ブロートン艦長
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が測量して作成した古い海図の複製品など５点を公開する企画展

を開催します。 

次に、市民美術館の関係です。２１日（火）から来月３１日（日）

まで、本市が所蔵する西村貴久子さんの作品展「西村貴久子絵画

展」を開催します。 

次に、港の文学館の関係ですが、１４日（火）から９月１０日

まで、「常設展示作家を書く」三和会展、を開催します。 

八木義徳記念室も含めて常設展示作家の文学を、三和会の三氏に

よる「書」で表現し、文学と書とを同一空間で鑑賞していただく

趣向です。 

次のページになりますが、青少年科学館の関係です。２６日（日）、

温室で室蘭皐月同好会が講師になり「さつき育成教室」を開催し

ます。先着２０名に苗木をプレゼントし、引き続き指導・講習を

受けていただき、６月に開催する、さつき展に出品していただく

企画もあるそうです。参加は、当日会場で受け付けます。また、

参加料は無料ですが、入館料が必要です。 

        最後に、体育施設の関係でございますが、２９日（水・祝）に

中島公園トリムコースで、「第３４回市民健康マラソン」を実施

します。種目は、１km、３km、５km の３種目でございます。参

加料は、中学生以下３００円、高校生以上５００円で、参加は、

当日会場で受付けます。 

以上で、室蘭市教育委員会４月行事予定の件の説明を終わりま

す。 

 

西里委員長    ただいまの説明について、御質問ありませんか。 

 

          （なし） 

 

西里委員長    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号教育機関等に対する寄附採納の件を

議題といたします。 

説明をお願いします。 

 

川本総務課長   それでは、「報告第３号教育機関等に対する寄附採納の件」に

つきまして、御説明申し上げます。 

次の頁の、報告第３号別紙、「寄附採納状況報告書」を御覧い
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ただきたいと存じます。 

寄附採納につきましては、４件でございまして、１件目は、３

月５日に「陣屋小学校父母と先生の会会長様」から開校６０周年

記念として、運動会用玉入台ほか３点、金額にいたしまして、３

８万１千円相当の御寄附がございました。これらにつきましては、

同小学校で、活用させていただくこととしております。 

次の２件目は、３月１７日に「社団法人室蘭地区自動車協会会

長様」から児童の登下校時の安全確保のためといたしまして、防

犯ブザー８５０個、金額にいたしまして、３８万２千５百円相当

の御寄附がございました。これらは、新入学児童のために、活用

させていただくこととしております。 

次の３件目は、３月１９日に「ふくろうの会代表様」から読書

普及のためといたしまして、図書５冊、金額にいたしまして、２

６万５千円相当の御寄附がございました。これらは、ふくろう文

庫に収められ、市民に対する読書の普及のために、活用させてい

ただくこととしております。 

次は、４件目でございます。３月５日に「室蘭海上保安部長様」

から民俗資料館資料として、写真複写版の明治期の室蘭港海図ほ

か４点、金額にいたしまして、５万円相当の御寄附がございまし

た。これらは、民俗資料館で所蔵し、市民に公開し活用させてい

ただくこととしております。 

以上でございます。 

 

西里委員長    ただいまの説明に対しまして、御質問等はありませんか。 
 
黒光委員     防犯ブザーは、高学年になるとなかなか持たないとか、紛失し

てしまうなどのお話がありましたが、この防犯ブザーは、全学年

を対象として配布されるのでしょうか。 

 

酒井教育指導参事 いえ、低学年の児童が対象となります。途中で紛失した場合は

買い換えてもらうことになります。防犯ブザーは、どうしても電

池が切れたりすることがありますので、学校によっては笛をかば

んに取り付けるところも増えています。いざというときには、大

声を出す、とにかく逃げる、車からの声かけについては絶対に対

応しない、また、中学校では防犯教室の中で、自分の体を守る護

身術を身につけるなどの指導を行っています。 
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西里委員長    それでは報告第３号は、終了します。 

    次は日程第６、報告第４号室蘭市立学校職員の人事異動に関す

る件を議題といたします。 

説明をお願いします。 

 

松村学校教育課長 報告第４号「室蘭市立学校職員の人事異動に関する件」につい

てご説明いたします。 
まず初めに、校長・教頭の管理職ですが、３月の定例会でご審

議いただきまして道教委へ発令内申いたしましました。次に、一

般の教職員につきましては、３１日の臨時会でご報告させていた

だきましたが、いずれも、４月１付けで発令され、本日午後、（さ

きほどの行事報告のところでも申し上げましたが、）教育長から

それぞれ辞令を交付しましたのでご報告いたします。 
異動の内容につきましては、報告第４号別紙「平成２１年度学

校職員人事異動報告書」のとおりでございます。 
まず、１ページ目は「校長人事異動報告書」でございます。校

長は３名が定年退職となり、１名が市外へ転出してございまして、

変わって、４名が市外から転入し、４名が市内で異動となってご

ざいます。 
次に２ページ「教頭人事異動報告書」ご覧ください。教頭職で

は、４名が市外転出し、内２名が校長昇任しての転出でございま

す。変わりまして、市外から２名転入し、内１名が昇任、また、

在外教育施設への派遣が終了して復帰が１名、市教委指導主事か

らの昇任が１名となってございます。市内での異動者は８名でご

ざいます。 
          次に３ページは「主幹教諭人事異動報告書」でございますが、 

今年度から配置ができることとなり、海陽小学校に配置となりま

した。この主幹教諭につきましては、胆振管内では本市を含め、

５名が配置（昇任）と聞いてございます。 
次に４ページから１２ページは「一般教職員人事異動報告書」

でございます。４ページから７ページは小学校教諭、８ページ

から１０ページは中学校教諭、１１ページは養護教諭、１２ペ

ージは事務職員でございます。 
以上でございます。 
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西里委員長    ただいまの説明に対しまして、御質問等は、ありませんか。 
 
               （なし） 
 
西里委員長    それでは報告第４号は終了します。 
    
 

西里委員長    以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

これをもちまして平成２１年第４回室蘭市教育委員会定例会を

閉会いたします。 
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