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平成２１年第１２回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２１年１１月２６日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後６時３０分 
 
２  場  所      室蘭市役所 ３階１号会議室  
 
３  本日の議事日程  別紙のとおり 
 
４  出席委員   西里委員長 芝垣委員 黒光委員 谷藤委員 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 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] 田中青少年課長 真野学校給食セ

ンター所長 
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西里委員長     それでは、ただ今から、平成２１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。 

 

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１１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。説明をお願いします。 

 

松村学校教育課長  初めに、学校教育課に係ります行事予定について、ご説明申

し上げます。 

２１日から２５日の間で小中学校の２学期終業式が行われま

す。小学校では、２４日が８校、２５日が１２校ですが、中学

校は、２２日が１校で、残りの９校は２１日となってございま

す。 

ただ、一部報道にもございましたが、白鳥台小学校は、１２

月２４日終業式、１月２０日始業式ですが、インフルエンザの

臨時休業の影響から、授業時数確保ため、１月１８日と１９日

には５年と６年生のみ授業を行うことで２日間短縮としてござ

います。同校はこの対応の他にも、終業式や始業式当日の授業

や、６時間授業を行うなどにより授業時数の確保に努めると聞

いてございます。今のところ、冬休みに授業を行うことを決め

たのは白鳥台小学校のみですが、今後の臨時休業の状況によっ

ては同様の措置が増えることも予想されます。 

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

ご説明いたします。 

まず、社会教育の関係ですが、１８日（金）に、本年度５回
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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、１９日（土）、本館３階

講堂で、クリスマスふれあいコンサートを開催します。内容は、

ボアロシニョール女声合唱団によるクリスマスソングを中心に

した合唱で、幼児から大人まで楽しめる内容となっております。

当日参加自由で、無料となっております。 

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、年末恒例になっておりますが、１３日（日）に「しめ縄

づくり」、２０日（日）に「石臼もちつき」の体験学習会です。

どちらも、小学生以上が対象で定員は２０人。「石臼もちつき」

は材料代として１人３００円の参加費が必要です。 

次に、女性センターの関係ですが、１９日（土）、「親子でわ

くわくクッキング」を開催します。小学生以上の子と保護者を

対象に、本市健康づくり課管理栄養士からの食育に係る講話の

後、室蘭市食生活改善推進員協議会「明日葉の会」の指導でピ

ザ、スープ、デザートの調理実習を行います。定員は１５組、

材料代として１人５００円の参加料がかかります。 

次に、市民美術館の関係です。１日（火）から６日（日）ま

で、市民から作品を公募して展示するとともに、最終日に優秀

な作品を表彰する市民ギャラリーを開催します。８日（火）か

ら１３日（日）まで、常設、オープン両ギャラリーで、第３回

北海道現代具象展を開催します。道内外で活躍する道内在住作

家が企画する移動絵画展で、本市にゆかりの深い小島和夫さん、

矢元政行さんなども参加しています。 

次に、青少年科学館の関係です。２日(水)から２７日(日)

まで、ファミリーサイエンスではキャンドル作りやスポットサ

イエンスではクリスマスカードづくりなどを実施します。 

以上で、室蘭市教育委員会１２月行事予定の件の説明を終わ

ります。 

 

西里委員長     ただいまの説明に対しまして、御質問等は、ありませんか。 

 

西里委員長     １８日に第５回室蘭市社会教育委員の定例会がありますが、

この会議は毎年行っているものですか。 

 

森生涯学習課長   現在、室蘭市では社会教育委員が１０名おりまして、偶数月
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に定例会を開催しております。 

 

西里委員長     ほかに、ありませんか。それでは、報告第１号は、終了しま

す。次は、日程第４報告第２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    報告第２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２号別紙「寄附採納状況

報告書」を御覧いただきたいと存じます。 

寄附採納につきましては、２件でございます。１１月１０日

に大沢小学校父母と先生の会会長様より、児童の健康のため気

化式の加湿器２台、金額にしまして６万６千６００円相当の御

寄附がございました。これらは同校の教室内に置いて使用する

こととしております。 

次に１１月２０日にふくろうの会代表様より、読書普及のた

めといたしまして、横山大観作重要文化財長さ４０メートルの

水墨画の絵巻物｢生々流転｣の限定版など図書を６冊、金額にい

たしまして、３１万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、市民の読書普及のために、活用させ

ていただくこととしてございます。 

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。 

 

（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号室蘭市特別支援教育推進協議会諮問に対する答申の件を

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  報告第３号室蘭市特別支援教育推進協議会諮問に対する答

申の件について、ご説明申し上げます。 

本件につきましては、障害などにより教育上特別な支援を必

要とする就学予定者、児童及び生徒に対し、教育的ニーズに応

じた適切な教育的支援を行うため、本年７月に、条例に基づき

室蘭市特別支援教育推進協議会に諮問していたところでござい
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ますが、１１月２０日に同協議会より答申を頂きました。 

本日は、その判定内訳を報告するものでございまして、順次、

ご説明申し上げます。 

次ページの報告第３号別紙１をご覧頂きたいと存じます。最

初に一番下の表をご覧ください。今年度の就学受診件数でござ

います。在学中の児童生徒の数が１５８人。来年小学校に入学

する児童の数が５６人、合計２１４名に対して判定を行いまし

た。 

その結果、上段の表では、在学児童生徒１５８人の判定結果

です。これは、現在の小学校１年生から中学校２年生までの在

学している就学指導対象者について、判定したものでございま

して、表の「計」の欄で「８１名」の児童生徒が、障害の種類、

程度に応じて「知的、情緒、特別支援学校対象」などと判定が

なされたものでございます。 

また同様に中断の表は来年度小学校に入学予定の初入学児童

５６人の結果です。 

全体として言えることは、原因は不明ですが、年々相談件数

が増えてございますが、最近は自閉・情緒障害が疑われる子ど

もの増加が目立っているということです。 

Ｈ１８との比較で、知的が２１人から３０人、情緒が７人か

ら２０人、となっております。 

次に、次ページの報告第３号別紙２の「平成２１年度発達障

害部会答申」ですが、この発達障害部会につきましては、昨年

度、条例改正がありまして、改正条例の下で設置されたもので

ございます。表にはございませんが、最近、発達障害が疑われ

る子どもが増加傾向にあります。 

これは、医学的あるいは社会的に関心が高まり今まで埋もれ

ていた子どもが顕在化したということと、特別支援教育の理解

が深まり、教員や保護者が障害に気づきやすくなったことが考

えられます。 

室蘭市特別支援教育推進協議会では、発達障害部会の中で、

普通学級における LDや ADHD、高機能自閉症といった発達障害

が疑われる児童生徒の支援のため、支援員の配置についての検

討をしてございます。 

今年度、小学校児童３８名、中学校生徒１１名について検討

し、それぞれ普通学級における支援員の必要性について、上段
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の表では、新たな配置校を、下段の表は現在配置されている学

校への継続配置につての答申でございます。 

なお、今後、この答申を受けましたので、障害のある児童生

徒の来年度の就学先の一つの基準ということで、市教委及び在

籍校、それぞれで保護者への説明、協議を通じ児童生徒の就学

先を決定することとなってございます。 

また、支援員の配置については、今後、学校での実態などを

含め、協議をし、配置をして参ります。 

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。 

 

（なし） 

 

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号室蘭市教育委員会臨時代理の件（室蘭市立学校職員の人

事内申に関する件）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号室蘭市教育委員会臨時代理の件(室蘭市立学校職

員の人事内申に関する件)について、ご説明申し上げます。本

件につきましては、日新小学校の萩原校長が、病気のため入

院、療養中であり、今後も引き続き療養が必要と診断され、

１２月１日には休職が発令される予定であることから、休職

となる 萩原校長の後任として、新たな校長を配置いたしたく、

道教委への人事内申・人事発令等の関係から、臨時会を開催

するいとまがないことから、室蘭市教育委員会教育長に対す

る事務委任等規則第３条第１項に基づき、１１月１７日付で、

教育長が臨時代理をいたしたものであります。 

臨時代理の内容につきましては、報告第４号別紙をご覧頂

きたいと存じます。表にございますとおり、白老町立萩野中

学校の教頭であります穴田博樹を１２月１日付で室蘭市立日

新小学校長に、採用発令したいという内申でございます。 

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。 
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（なし） 

 

西里委員長     それでは、報告第４号は、終了します。次は、日程第７報告

第５号室蘭市教育委員会臨時代理の件（室蘭市文化センター条

例の一部改正する条例について市長への申入れ）を議題といた

します。説明をお願いします。 

 

小西生涯学習課主幹 

報告第５号、室蘭市教育委員会臨時代理の件(室蘭市文化セ

ンター条例の一部改正する条例について市長への申入れ)につ

きましてご説明いたします。 

室蘭市の規定審査委員会が１１月１６日に開催されたため、

教育委員会に付議する時間がございませんでしたので、「室蘭

市教育委員会教育長に対する事務委任等規則第３条第１項」の

規定に基づき、教育長が臨時代理しましたので、同条第２項の

規定に基づき報告するものです。臨時代理の年月日は平成２１

年１１月１３日でございます。 

次のページ、報告第５号別紙をご覧ください。提案理由でご

ざいますが、リハーサル室の増設に伴う使用料の改定を行うと

ともに、控室を廃止するもので、使用料は別表リハーサル室の

下欄 Cにありますように、左から午前９３０円、午後１，２４

０円、夜間１，２４０円にするものです。なお、使用料の算定

方法は、上のリハーサル室Ａ及びＢと同じ方法で積算しており

ます。 

工事の内容ですが、次のページ、別紙参考１をご覧ください。

上の図で、現行文化センターのリハーサル室は、ＡとＢの２部

屋がございます。改築後の下の図を見ていただきますと、Ａの

下に新たに防音性の高いリハーサル室 Cを増設するもので、そ

のため、上の図で右下にあります大道具室と文化連盟事務室が、

下の図では左下の控室を廃止した跡に移動することとなります。

なお、施行月日は平成２２年４月１日からとしておりますが、

控室の工事が来年１月から入りますので、この部分は１月１日

からとしております。 

次のページ別紙参考２には、新旧対照表を載せてあります。

以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上

げます。 
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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。 

 

谷藤委員      このリハーサル室の増設というのは、リハーサル室が足りな

いという要望があったからでしょうか。 

 

小西生涯学習課主幹 

          今年、吹奏楽連盟と合唱連盟の２つの団体から要望が出され

ておりまして、その要望に基づいて、各団体と話し合いをした

結果、新たに、リハーサル室Ｃを設けた方が良いということに

なりまして、今回の増設にいたりました。 

 

西里委員長     ほかに、ありませんか。それでは、報告第５号は、終了しま

す。次の案件についてお諮りいたします。日程第８報告第６号 

につきましては、特定の個人に関する情報が含まれているため、

非公開とすることにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長     御異議なしと認め、非公開とします。説明員及び記録員を除

くその他の方は、退場して下さい。 

 

（以下非公開） 

 

西里委員長     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、平成２１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。 

 

室蘭市教育委員会委員長  西 里  弘 二 

 

室蘭市教育委員会委員    谷 藤  豊 

 

会 議 録 調 製 員     川 本  修 


