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平成２２年第２回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２２年２月４日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後７時４０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 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 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     それでは、ただ今から、平成２２年第２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、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２２年

第１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２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。 

今年の４月に小学校に入学する児童の一日入学と保護者説明

会が 1日から１９日の間、各小学校において行われます。新設

の旭ヶ丘小学校ではすでにこの１日に、中島小学校を会場に行

われました。その他の小学校では、４日と５日で６校が終了し、

今後、８日が１校、９日が３校、１０日が２校、１２日が２校、

１５日、１６日、１７日、１９日が各一校ずつとなってござい

ます。ちなみに、今年の入学予定児童数は、７３９名で、昨年

の同じ時期に比べて、に比較して、３２名の減となってござい

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

ご説明いたします。 

まず、社会教育の関係ですが、８日（月）に、女性センター

で、今年度４回目で最後になりますが「児童子育てサロン」を

開催します。また、１２日（金）に、第６回の室蘭市社会教育

委員の会定例会を開催します。 

次に、女性センターの関係ですが、２６日（金）に、「女性

のための起業家セミナー」を開催します。女性の個性や能力を

生かした起業を促進するため、㈲タカラサービス代表取締役 
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内池孝子さんを講師に迎え、起業の実際などについてお話を伺

い知識や心構えを学びます。参加料は無料、定員は２０人程度

です。 

次に、読書活動推進の関係ですが、２７日（土）、本館講堂

において「こどもきり絵教室」を開催します。今年の干支の「虎」

をカッターで切り出し、背景をつけて台紙に貼って完成させる

ものです。対象は小学生で２０人を公募します。また、ふくろ

う文庫ミニ特別展は、１８日（木）から４月末まで、「蘭花譜

（らんかふ）」を展示します。日本画家の池田瑞月（いけだず

いげつ）の下絵になるもので、浮世絵を彷彿させる、伝統芸術

を取り入れた高い評価を得ている洋蘭の木版画です。 

次に、市民美術館の関係です。２日（火）から来月７日（日）

まで、「異国の地で見たもの」と題し、市の所蔵作品の中から、

熊谷善正さん、西村貴久子さんなど５人の画家が外国でインス

ピレーションを受け創作した作品や外国の風景画を展示します。 

最後に、体育施設の関係です。１４日（日）、だんパラ高原

運動広場で、「２０１０雪中キックベース inむろらん」を開催

します。参加者の健康保持と相互の親睦を図ることを目的に行

われるもので、小学生の部と一般の部合わせて先着２０チーム

を募集しています。参加料は１チーム２千円、体育館、入江温

水プール、Ｂ＆Ｇ海洋センターで１０日まで受け付けています。 

以上で、室蘭市教育委員会２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。 

 

黒光委員      行事予定の一覧をホームページで見る事はできないのですか。 

 

森生涯学習課課長  ホームページ上のそれぞれの施設毎で行事予定を見ることは

出来ますが、一覧という形では見る事はできません。ふくろう

文庫については、只今ホームページのリニューアルをしており

まして、４月より見ることができる予定です。 

 

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。 
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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、３件でございまして、１月８日に

財団法人むろしん緑の基金理事長様より、学校の緑化推進のた

めといたしまして、本年４月に開校予定の旭ヶ丘小学校に、エ

ゾヤマツツジなど樹木１０９本、金額にいたしまして６０万円

相当のご寄附がございました。これらは、すでに新校舎の西側

の市道に面した外周に植樹されております。 

次に１月１２日に室蘭ライオンズクラブ、室蘭東ライオンズ

クラブ、室蘭北斗ライオンズクラブの各会長様より、子どもを

守るパトロールに対する支援のためといたしまして、防犯用車

両ステッカー１００枚、金額にいたしまして１２万円相当の御

寄附がございました。これらは、各学校やＰＴＡ、子どもを守

る支援活動をしていただいている地域の方々に配布し活用して

いただくこととしてございます。 

次に１月１９日にふくろうの会代表様より、読書普及のため、

図書を３１冊、金額にいたしまして、３０万円相当の御寄附が

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。 

 

黒光委員      旭ヶ丘小学校への樹木の寄附がありましたが、中島小学校と

比較して樹木の本数は増えるのでしょうか。 

 

市橋総務課主幹   伐採した樹木もありますので、同数程度となります。ただ、

近隣住民への影響を考え高木の本数は多くはありません。 

 

西里委員長     ほかに、ありませんか。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。 
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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、昨年１１月２６日開催の定例会でご報

告申し上げましたが、その時までに保護者の同意を得られなか

った児童やその後、市外から転入した児童等５名について、改

めて追加の答申を頂いたのでございます。 

判定の内訳でございますが、次ページの報告第３号別紙のと

おり、在学児童・生徒５名につきまして、通常学級対象１名、

特別支援学級対象３名、特別支援学級入級観察１名、と判定さ

れてございます。 

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３号は、終了します。次に、日程第６議案

第１号室蘭市・登別市に係る就学児童生徒の取扱いに関する協

議書の更新の件を議題とします。説明をお願いします。 

 

松村学校教育課長  議案第１号室蘭市・登別市に係る就学児童生徒の取扱いに関

する協議書の更新の件についてご説明申し上げます。 

本件は、登別市の一部地域に居住する児童生徒、具体的には

登別市美園町６丁目１２番地以北に居住する児童・生徒ですが、

本市の小中学校に就学させるための協議内容について、協議書

の期間が平成２２年３月３１日をもって満了となることからこ

の期間を更に１年間延長するため、提出するものであります。 

協議書の内容につきましては、議案第１号別紙をご覧くださ

い。第１条から第６条までございます。 

この中で、第２条第２項では、本市の受け入れ校として小学

校は水元、中学校は東明を規定してございます。 

次に、第３条では就学を認める期間を１年間と定めておりま

す。 

次に、第４条では、本市の受け入れにかかる「経費の負担」

について、毎年５月１日現在の児童生徒数に基づき、登別市の

負担とする旨定めておりまして、具体的には議案別紙に添付し
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ております「就学に要する経費算定基準」をご覧頂きたいと存

じます。小学校及び中学校双方ございますが、内容的には同じ

でございますので、小学校の表でご説明いたします。区分の(Ａ)

欄は、室蘭市教育費児童一人当たりの負担金として、「室蘭市

の学校教育に係わる歳出総額から歳入額を差し引いたもの」を、

平成２２年５月１日時点での「児童数で割って」算定し、さら

に(Ｂ)欄で室蘭市の普通交付税として措置されている需要額を

出し、これを差し引いた額が、登別市が負担すべき一人当たり

の単価としてございます。 

参考までに、平成２１年度の小学校一人当たり単価は、「９

２，０００円」、中学校では、「１１８，０００円」となってお

り、また、受け入れ数では、小学校が「９人」、中学校が「２

人」となってございまして、総額で１，０６４千円の負担金を

見込んでございます。なお、平成２２年度における受入数では、

小学校が「９人」中学校が「３人」の予定でございます。 

以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいた

します。 

 

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、議案第１号は、原案のとおり可決することに御異

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、原案のとおり可決いたします。次

に、日程第７議案第２号室蘭市指定文化財の指定に伴う諮問の

件を議題とします。説明をお願いします。 

 

小西生涯学習課主幹 

          議案第２号、室蘭市指定文化財の指定に伴う諮問の件につき

まして、ご説明いたします。 

本件は、室蘭市指定文化財の指定について、平成２０年２月

から約２年間に亘り、文化財審議会にて多角的に調査してまい
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りましたが、この度、南部藩陣屋跡モロラン陣屋跡出土砲弾な

ど、指定要件にふさわしいと思われる３件の物件について、室

蘭市文化財保護条例第５条第４項の規定に基づき、文化財審議

会に諮問するものであります。 

諮問の内容でございますが、次のページの議案第２号別紙１

「南部藩陣屋跡モロラン陣屋跡出土砲弾」をご覧下さい。所有

者は室蘭市で民俗資料館に所蔵しております。概要ですが、国

指定史跡となっている史跡東蝦夷地南部藩陣屋跡モロラン陣屋

跡から、昭和４５年の内陣発掘調査において出土した資料であ

り、鉄製の柘榴弾（ざくろだん）と銑玉（ずくだま）の合計８

２点からなっております。特徴・指定理由ですが、史跡関連の

実物資料として、本市所有の唯一の物件であり、希少性が高く、

幕末期の火器資料としても極めて貴重であり、歴史的価値が高

いものとなってございます。 

次に、議案第２号別紙２「膽振國室蘭郡全圖」をご覧下さい。

所有者は室蘭市で図書館に所蔵しております。概要ですが、縦

５５cm、横８０cm の明治初期に作成された絵図で、制作者及

び所蔵経緯は不明でありますが、チマイベツからワシベツまで、

地名や道路・里程、当時の入植者や植生・海産物などの情報が

記載されております。特徴・指定理由ですが、産物・人口動態、

またアイヌ語地名など、明治初期の情報が細かく記載されてお

り、この時代、同種の絵図は他にないことから、貴重な歴史資

料となってございます。 

次に、議案第２号別紙３「友情人形（青い目の人形）」をご

覧下さい。所有者は室蘭市で民俗資料館に所蔵しております。

概要ですが、全長３９cm、重量約７００ｇのアメリカ製人形で、

写真では服を着ておりますが、人形本体と靴が当時のものであ

ります。日本移民排斥運動が過熱し、日米関係が悪化したのを

背景にして、昭和２年米国より「友情人形」として日本に約１

２，０００体贈られましたが、そのうちのひとつです。特徴・

指定理由ですが、戦前室蘭に贈られた１２体中、現存する唯一

の人形であり、胆振管内でも本例のみであります。戦前の日米

親善運動や、戦中における排斥運動などを示す重要な資料とな

ってございます。 

なお、諮問につきましては、２月２３日開催の文化財審議会

に、お諮りする予定ですので、諮問結果については、早ければ、
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次回の教育委員会にご報告できるものと考えております。 

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。 

 

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、議案第２号は、原案のとおり可決することに御異

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、原案のとおり可決いたします。次

に、日程第８議案第３号平成２２年度室蘭市学校給食費等の件

を議題とします。説明をお願いします。 

 

佐藤教育部長    それでは、議案第３号平成２２年度室蘭市学校給食費等の件

につきまして、ご説明申し上げます。 

平成２２年度の学校給食費につきましては、昨年７月１６日

に「室蘭市学校給食運営協議会」に諮問し、以後、審議を重ね

ていただいたところでありますが、最終的に、この度、参考７

にございますように、「学校給食費１食単価」は、小学校では

２１９円、中学校では２６４円と、平成２１年度価格と同額で

の据え置きが望ましいこと、また「給食回数」につきましても、

平成２１年度と同様に据え置きが望ましいとの答申を、去る１

月２８日にいただいた次第でございます。 

来年度の学校給食費の１食単価の考え方でありますが、単価

そのものは、主食であるパン・米・牛乳などの基本物資と、副

食・温食で構成される一般物資の合算した価格で求められてお

りますが、基本物資については、北海道学校給食会で示された

価格を用い、また、一般物資については、提供回数を基本とし

て、本年度の消費者物価指数や食料品価格動向をもとに、来年

度の見通しを勘案して試算をしていくものでありますが、本年

度は、物価の動向は穏やかなデフレ状況にあり、消費者物価は、

前年度の原油価格高騰の反動から下落に転じ、来年度におきま
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してもその下落の傾向が穏やかに引き続くと見込まれており、

食料品の物価の上昇についてもマイナスと分析してございます。 

これらを背景として、来年度の１食単価を試算した結果、試

算額ではダウンしたところですが、この減額分につきましては、

学校給食摂取基準に定められた基準値の充足率を満たすために

一般物資の試算値に上乗せして参る考えであります。 

こうしたことから、平成２１年度と同様に学校給食費の１食

単価を据え置いた次第であります。 

次に、学校給食回数でございますが、学校によっては回数の

希望については相違があることから、小学校長会、中学校長会

に相談し調整させていただきました結果、それぞれ平成２１年

度と同回数で良いとの了解をいただきましたことから、給食回

数を据え置いた次第であります。 

それでは、平成２２年度の学校給食費等についての試算につ

きましては、真野給食センター所長から説明をしますので、よ

ろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

 

真野給食センター所長 

          それでは、資料に基づきまして、平成２２年度の学校給食

費の試算案を説明させていただきます。 

最初に、パンや米などの基本物資でございますが、参考１

の「平成２２年度と平成２１年度の基本物資単価比較表」を

ご覧ください。 

本年１月８日に、基本物資として道内市町村に統一価格と

して提供していただいております財団法人学校給食会から、

基本物資でありますコッペパン、黒糖パン及び米飯の来年度

の価格動向が示されたところでございますが、小学校のコッ

ペパンにつきましては、昨年度価格と比較しまして、原材料

の小麦粉などは値下がりが見込まれており、搬送・供給等の

経費は昨年度と同額であり、示された来年度単価は、４８円

６５銭から４７円２５銭に値下げとなってございます。 

また、黒糖パンにつきましても、同様に、５５円３８銭か

ら５３円９８銭に値下げとなってございます。また、米飯に

つきましては、昨年度価格と比較しまして、原材料の精米は

同額でありますが、加工賃が昨年度より値上げが見込まれて

おり、示された来年度単価は、５４円０８銭から５４円１６
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銭の値上げとなってございます。 

中学校でも同様であり、コッペパンにつきましては、５５

円５６銭から５３円５７銭に、黒糖パンにつきましても、６

３円６２銭から６１円６２銭にそれぞれ値下げとなってござ

います。また、米飯につきましては、６０円９０銭から６０

円９８銭に値上げとなってございます。また、この資料では、

牛乳の来年度価格が示されておりませんが、この提供価格は

北海道農政部から、今年２月中旬頃に示される予定でござい

ますが、現在までの情報では値上がりの要因が見当たらない

ことから、昨年度並みと見てございます。 

次に、参考２の「学校給食費・平成２１年度実施額及び平

成２２年度試算額（小学校）」と記載した資料をご覧くださ

い。平成２２年度の学校給食費の試算額の算定に当たりまし

ては、平成２１年度の実施額をベースとしまして、平成２２

年度の試算額を算出した表でございます。 

平成２２年度の基本物資のうち、コッペパン、黒糖パン及

び米飯につきましては、ただ今参考１で説明した学校給食会

で示された供給価格で算定しております。 

なお、パンの積算にあたりましては、菓子パンも含まれて

おりますことから、学校給食会で示されたコッペパン及び黒

糖パンの平均値下がり率（△２．７１％、金額△１円７０銭）

を、昨年度の菓子パンの単価に乗し積算してございます。 

また、パン･米飯の加工料並びにパン包装料などは昨年度

と同額で見てございます。 

平成２２年度の学校給食費の考え方は、昨年度と同様であ

りまして、週のうちパン食は週２回・米飯は週３回提供する

とした国の基準を遵守しておりますので、年間のパンや米飯

の実施回数は同様とし、パンについては、コッペパンや黒糖

パン、また、特に、子ども達から希望の多いメロンパン等の

菓子パンについても、平成２１年度と同様な提供回数を維持

する考えでございます。また、パン・米飯の加工料につきま

しても、こども達に人気のスライスパン・背割り加工（コッ

ペパンそのものでなくスライスして食パンにすること。）の

回数も、平成２１年度と同様の回数を維持する考えでござい

ます。 

以上のような考えで、基本物資の１食単価を試算いたしま
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すと、９９円３６銭との試算結果でございます。平成２１年

度と比較して５９銭の値下げ（０．５９％のダウン）でござ

います。 

次に、温食、副食、いわゆる汁物とおかず類である一般物

資でございます。平成２１年度と平成２２年度の食料品価格

の比較をさせていただくものでありまして、具体的には、平

成２１年度の消費者物価指数の総合指数と食料品指数の動

向や、平成２２年度の消費者物価指数の見通しなどを勘案し

伸び率を求めた結果、０．７％減と試算いたしましたことか

ら、このマイナス分を、平成２１年度の１食当たりの単価で

ある１１９円０５銭に対して乗じました結果、２２年度の一

般物資については、８３銭ダウンの１１８円２２銭との試算

結果でございます。 

しかしながら、学校給食における栄養の摂取量については、

学校給食摂取基準に定められた数値を目標値として、これま

でも献立を立てておりますが、その充足率を満たすために、

試算で求めた１円４２銭の減分を、一般物資に上乗せし、学

校給食摂取基準の充足率をさらに向上させるため、一般物資

を１１９円６４銭との試算結果でございます。 

以上の結果、合計にありますように、小学校の学校給食費

の１食単価は、基本物資が９９円３６銭、一般物資が１１９

円６４銭で、合計しますと、平成２１年度と同額の２１９円

と試算したところでございます。 

続きまして、参考３の中学校をご覧ください。中学校も小

学校と同様な考え方で、平成２２年度の学校給食の１食単価

を算定しました結果、基本物資が１０７円９２銭、一般物資

が１５４円０９銭であり、合計して、中学校では、２６２円

０１銭との試算結果であり、平成２１年度に比較して１円９

９銭の減と試算したところでありますが、中学校におきまし

ても小学校同様に、学校給食摂取基準の充足率をさらに向上

させるため、試算で求めた１円９９銭の減分を、一般物資に

上乗せし、１５６円０８銭との試算結果でございます。以上

の結果、合計にありますように、中学校の学校給食費の１食

単価は、基本物資が１０７円９２銭、一般物資が１５６円０

８銭で、合計しますと、平成２１年度と同額の２６４円と試

算したところでございます。 
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続きまして、参考４をご覧ください。道内他都市における

学校給食費の改定動向でございます。ご覧のように、本市の

ように共同調理場方式、いわゆる給食センター方式で、各学

校に給食を提供している市が、道内では２８市ございます。

この２８市のうち、平成２０年度に学校給食費の値上げを改

定した市は６市、平成２１年度改定した市は１５市でござい

ます。また、来年度改定を予定・または検討中と伺っている

市が、４市と伺ってございますが、この数字は、現時点での

聞き取り調査であり、今後、変更等も予想されますのでご了

承願います。 

続きまして、参考５をご覧ください。平成２２年度室蘭市

学校給食回数と記載した資料をご覧ください。ご覧のように

給食回数は、小学校では１７５回～１８３回、中学校では１

７０回～１８０回でございます。試算にあたりましては、小

学校長会、中学校長会とも相談をし、調整をさせていただい

た結果、全小中学校で共通に消化できる給食回数であるとの

了解を得て、平成２１年度と同回数と試算したところでござ

います。 

最後に、参考６の「平成２２年度室蘭市学校給食費及び学

校給食回数」をご覧ください。これは、参考２、参考３及び

参考５の試算結果を取りまとめたものでございますが、ただ

いまご説明いたしましたとおり、平成２２年度の小学校、中

学校の学校給食費の１食単価及び給食回数につきましては、

ご覧のように、平成２１年度と同様の試算内容であり、考え

方でございます。 

以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いし

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      学校給食摂取基準の基準値の充足率を満たすとありましたが、

具体的にはどういうことでしょうか。 

 

真野給食センター所長 

          学校給食では、栄養の摂取量について学校給食摂取基準に定

められた数値を目標値として献立を立てておりますが、栄養素
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の中には基準に達していないものがございます。 

そのため、試算で求めた本年度との差額分については、減額

を行わず、一般物資に上乗せし学校給食摂取基準の充足率の向

上に充てる次第であります。 

 

芝垣委員      すこし話はそれますが、給食費の納入状況はどのようになっ

ておりますか。 

 

照井給食センター主幹 

          現年度分の納入額は、９７％を超えております。１００名い

ると、２，３名が未納者であるというのがここ３年の推移でご

ざいます。 

          なお、支払いをされない方に対しては法的措置としまして、

裁判所に支払いの督促の申立てを行っております。 

 

西里委員長     ほかにありませんか。それでは、議案第３号は、原案のとお

り可決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、原案のとおり可決いたします。次

に、日程第９平成２２年度教育行政方針（案）の件を議題とし

ます。説明をお願いします。 

 

佐藤教育部長    今月２月２６日開催の第１回市議会定例会における平成２２

年度教育行政方針の提案説明に先立ち、その内容についてご説

明しご意見等をいただきたく思ってございますのでよりしくお

願いします。 

１ページから２ページにかけましては、まえがきとして、今

日的な社会情勢や教育課題、また、新学習指導要領移行期２年

目を迎えるにあたっての基本理念や生涯学習社会の実現に向け

た学校教育と社会教育の連携協力、いわゆる学社融合の理念に

ついて、述べております。 

教育行政方針の施策の概要につきましては、大きく３つの柱

から構成しております。 

１つ目の柱として、２ページから書かれております、「自ら



 14 

学び、うるおいのある活きた学力の育成および豊かな心と健や

かな身体の育成」であります。 

２つ目の柱として、７ページから書かれております、「安心・

安全に学べる教育環境の整備」であります。 

３つ目の柱として、１０ページから書かれております、「人

生をより健康で充実した生活を過ごすための生涯学習の推進」

であります。 

この後、酒井指導参事から詳しく説明がございますが、教育

改革が一層進められる中、教育行政の果す役割は、ますます重

要との認識に立ち、平成２２年度は、キャッチフレーズとして、

学校教育では「子ども達が生き生きと輝く室蘭の教育づくり」

を、社会教育では「生涯にわたって主体的に学ぶ環境づくり」

を、掲げ鋭意努めてまいりますので、ご検討をよろしくお願い

申し上げます。 

  

 

酒井教育指導参事  平成２２年度・教育行政方針説明（案）の内容についてご説

明を申し上げます。 

まず、まえがきとして、１ページから２ページにかけまして

は、教育基本法の理念や学校教育法の目的の実現に向けて、と

りわけ新学習指導要領の移行期２年目にあたり、「確かな学力」

「豊かな心」「健やかな体」の育成など「生きる力」を育む教

育の推進につとめるとともに、これらの時代に求められる質の

高い教育を提供すべく、鋭意取組みを進めるとしております。 
また、社会教育においては、市民一人ひとりが、生きがいを

持って充実した生活を送るために、生涯にわたって、あらゆる

機会、場所において学習や活動が充足され、その成果を適切に

生かすことのできる生涯学習社会の実現について述べておりま

す。 

また、今後も学校教育と社会教育の一層の連携協力と学校と

家庭、地域が一体となった効果的な取組みが必要という認識に

立った教育行政案を組み立てております。 

それでは、１つ目の柱であります、自ら学び、うるおいのあ

る活きた学力の育成と豊かな心と健やかな身体の育成について

でございます。 

はじめに、学力の向上についてですが、過去３回の全国学力
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学習状況調査における本市の結果から、小中学校ともに、基礎

的・基本的な学習内容の習得が不十分であることや学習習慣の

定着などに課題があることが明らかになっており、今後におい

ても、全国学力調査や本市独自の標準学力調査を実施する中で、

発達段階における学力を定期的に評価し、その結果を児童生徒

や保護者に示すとともに、評価に基づいた学習計画に修正を加

えながら「確かな学力」を育む教育課程の編成を継続的に進め

てまいるところでございます。 

また、子どもが、「できた」「わかった」という喜びを感じ

ることのできる授業づくり、また、教職員の資質能力の向上を

目的とする研究として、引き続き、地球岬小学校、星蘭中学校

を研究奨励校として指定し、鋭意研究を進めてまいりますとと

もに、平成２３年度の新学習指導要領の完全実施に伴い使用す

る小学校教科書について採択を進めてまいるところです。 

次に、思いやりのある豊かな心を育む教育については、教育

活動全体を通して体験的な活動を積極的に取り入れるなど、子

どもの良さや可能性を伸長させる教育活動を進めてまいります

とともに、児童生徒の人間関係づくりや自己の生き方の自覚を

深める道徳教育を全教育活動を通して推進し、その要となる「道

徳の時間」の充実を図ってまいりたいと思います。 

次に、児童生徒の望ましい運動・食事・休養など生活習慣に

関する指導については、体力向上に向けた取組みや栄養教諭を

中核に特別授業を開催するなど、家庭教育と連携して「望まし

い食習慣」と「食に関する自己管理能力」を身に付けさせ、健

やかでたくましい体の育成に努めてまいりたいと思います。 

次に、心に寄り添う生徒指導として、「いじめの根絶」に向

けて危機意識を持ち、「いじめはどの学校でもどの子にも起こ

り得る」という意識に立って、未然防止や早期発見・早期対応

の取組みを一層進めるとともに、学びと育ちを支える環境づく

りを推進するため、子育て出前セミナーを積極的に展開するな

ど家庭教育への支援充実に取組んでまいりたいと思います。 

一方、港北中学校区をモデル地区に実践研究している「学校

を地域が支える体制づくり」については、取組み内容の成果と

課題を検証するとともに、新たな人材の発掘や活用など、地域

とともに歩む開かれた学校づくりをさらに進めてまいりたいと

思います。 
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次に、特別支援教育については、特別支援諸学校の協力を得

て、教育相談や学習支援の取組みを継続して進めるとともに、

特別支援教育支援員の拡充や配置を工夫するなど、発達障がい

を含む障がいのある子ども達への適切な指導と支援に一層取組

んでまいりたいと思います。 

次に、特色ある教育活動については、国際化が急速に進む中、

新学習指導要領に盛り込まれた小学校の外国語活動をさらに充

実させるため外国語指導助手を増員し、積極的に活用する中で、

コミュニケーション能力の育成など国際理解教育の充実に努め

てまいりたいと思います。 

また、ものづくりのまち室蘭に関連する事業として、室蘭工

業大学との連携や職場体験学習を通して児童生徒の生き方や望

ましい職業観・勤労観を育む進路指導の充実を図るとともに、

郷土室蘭の豊かな自然や環境に親しみを持ち、人間と環境との

かかわりについて理解を深めながら、環境保全に主体的にかか

わる態度を育成する目的から環境教育教材として５中学校と２

小学校及び青少年科学館に太陽光発電装置を導入し一層の学

習効果を高めるなど、環境教育の充実に努めてまいるところで

ございます。 

次に、私学に対する振興についてですが、私立幼稚園の振興

や特色ある教育活動を進める高等学校・専修学校への支援の他、

園舎や学校施設の老朽化に伴う大規模改修事業に対する支援を

引き続き行ってまいるところでございます。 

続いて、２つ目の柱は、安心・安全に学べる教育環境の整備

であります。 

本市の不審者被害件数は減少に転じているものの、その内容

については悪質なものも含まれていることから、不審者情報を

メールで知らせる不審者防犯システムの登録者の拡大に引き続

き努めるとともに、関係機関の協力を得ながら、防犯教室や防

犯訓練の他、地域安全パトロール隊への情報提供と行動連携を

一層進めてまいりたいと思っております。 

また、不登校児童生徒数や虐待の疑い、いじめの件数は引き

続き警戒する状況にあり、また、ネット上での誹謗中傷などの

新たな問題や薬物乱用に関わる問題行動が懸念されていること

から、定期的な調査を継続実施するとともに、要保護児童対策

地域協議会とも連携しながら、未然防止と早期発見・早期対応
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に向けた取組みの充実を図ってまいりたいと考えております。 

次に、学校での事故対応についてですが、機能を停止した心

臓の蘇生に有効であるＡＥＤを全小学校に設置するとともに、

学校危機管理マニュアルに則した未然防止や初期対応、事故後

のケアなど、状況に応じた適切な対応の徹底に努めてまいると

ころです。 

次に、子どもの安心・安全を地域で守り育てる体制の整備や

啓発活動についてですが、青少年健全育成推進協議会や保護司

会など関係諸団体との連携を引き続き進めてまいりますととも

に、青少年を取り巻く有害環境の改善に努めてまいるところで

す。 

次に、放課後の児童対策として、現在、一部の児童クラブ、

スクール児童館で試行している土曜日・長期休業期間中の登録

児童の開設時間については、全ての児童クラブ等において現状

の午前８時３０分から午前８時に３０分延長するとともに、ス

クール児童館・児童センターの登録児童については有料化する

ことで、児童クラブとの整合性を図ってまいるところです。 

次に、学校給食については、地産地消を取り入れ、安心・安

全な学校給食の提供に努めるとともに、滞納対策についても、

法的対応の強化を進めてまいりたいと思います。 

次に、ひきこもり、ニート、不登校など子ども・若者の抱え

る問題の深刻化に対処するため本年４月から施行される「子ど

も・若者育成支援推進法」の動向を見ながら、この課題につい

て取組んでまいりたいと思います。 

次に、第２期適正配置に関わる学習環境の整備についてです

が、平成２２年４月開校の旭ヶ丘小学校については、グラウン

ド等の外構整備を行うとともに、平成２３年４月開校予定の翔

陽中学校については、校舎棟を完成させるとともに外構整備に

着手をしてまいるところです。 

また、平成２５年４月開校予定の中央・港南地区の統合中学

校については、実施設計に着手してまいるところです。 

更に、蘭東中学校と向陽中学校の統合については、平成２４

年４月開校に向け、現蘭東中学校の耐震補強、大規模改修及び

増築工事に着手をしていくところです。 

また、東明・港北・本室蘭中学校の耐震補強・大規模改修工

事を実施するとともに、武揚・本室蘭小学校の体育館について
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も耐震補強工事等を実施いたすところです。 

なお、昨年６月に今後の１０箇年を目標とした「学校耐震化

方策及び今後の学校適正配置方針」を示したところであります

が、今後、この方針に基づいて「老朽化の解消」及び「適正学

級の維持を図る適正配置」を進めてまいるところであります。 

最後に３つ目の柱、人生をより健康で充実した生活を過ごす

ための生涯学習の推進であります。 

本市の社会教育を推進する上での指針となる「室蘭市社会教

育振興計画」に基づき、本市の持つ地域特性を活かしつつ、市

民の学習ニーズに対応した学習機会や指導者、団体・サークル、

社会教育施設に関する情報の提供など、生涯学習に関する環境

づくりや施策を総合的に推進してまいるところです。 

文化振興につきましては、泉波芸術文化基金を活用し、ベー

トーベン交響曲第９番演奏会を開催するなど、関係諸団体と連

携協力しながら、市民に優れた音楽や演劇などの鑑賞機会を提

供してまいりたいと思います。 

また、文化センター機能の充実を図り、全道規模の大会がよ

り多く開催できるようにするため、リハーサル室を増設するほ

か、管理棟の耐震診断調査を実施し、旧教育委員会の跡活用に

ついて、地域の特性を生かした文化性の高い施設を検討してま

いるところです。 

市民美術館につきましては、児童生徒を含めた広く一般市民

の芸術活動における発表の場として、関係団体と協力しながら、

地域に密着した美術館活動を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

また、本市の歴史的遺産を大切にする取組みとして、新たに

市指定文化財を指定するほか、文化財の活用を図り意識の啓発

を醸成するとともに民俗資料館の利用促進につきましては、魅

力ある展示の充実に努めてまいりたいと考えております。 

図書館につきましては、学校・家庭・地域などと連携協力を

しながら、子どもが読書に親しむ機会の充実を図るとともに、

図書館ボランティアの拡充や読み聞かせ講座の開催など、豊か

な感性や創造力を育む読書指導に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

男女平等参画社会の形成につきましては、「室蘭市男女平等

参画基本計画」の検証作業を行うとともに、推進団体と協働し
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た啓発活動を継続し意識の高揚に努めてまいるところです。 

スポーツ振興につきましては、入江運動公園陸上競技場の全

天候舗装の改修工事が終了し、胆振・日高唯一の第２種陸上競

技場として、今後とも市民はもとより道内外から親しまれる競

技場の運営に努めてまいりたいと考えております。 

また、昨年度は中島公園野球場のネットフェンスの設置や、

体育館武道場の床の張替え工事などを実施したところでありま

すが、今後におきましても、安心・安全に利用できる施設整備

に努めるとともに、関係団体と連携を図りながら、スポーツの

機会拡大や各種大会、合宿の誘致を進めてまいりたいと考えて

おります。 

また、各種社会教育施設の指定管理者とは、定期的な協議を

行い利用者のニーズに応える魅力ある施設運営に今後とも努め

てまいりたいと思います。 

以上、平成２２年度教育行政方針について、申し上げました。

全体をとおして学校教育としては、「子ども達が生き生きと輝

く室蘭の教育づくり」、社会教育としては「生涯にわたって主

体的に学ぶ環境づくり」をテーマとして努めてまいります。 

ご審議のほど宜しくお願いします。 

 

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      説明の中で、道徳の時間を充実させて行きたいという話があ

りましたが、私は人権擁護委員をしていることもございまして、

可能であれば、道徳の授業のなかで人権擁護委員による人権に

ついての授業を開くことができればと思いました。 

 

酒井教育指導参事  道徳教育につきましては、学校の教育全体で指導することと

なってございまして、その中でも年間で３５時間設定されてい

る「道徳の時間」を重視してございます。その中には「責任」

「思いやり」など２２～２４の価値項目があり、必須で授業を

おこなうこととなっております。その他の道徳教育については

各教科や学校行事などとの関連性をもちながら、外部から講師

を招聘するなど、各学校特色ある授業を行っております。 

人権教育についても、市内小学校を対象に人権教室を開催す

るなど人権擁護委員の方をお招きして道徳の授業を行なってお
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ります。２月校長会にも平成２２年度の人権教室について開催

要項を基に説明することとなってございます。 

 

西里委員長     新学習指導要領が始まることによって従来の授業の中から時

数が削られる科目が出てくるかと思うのですが、学力テストに

おいて本市は基礎的な学力の結果が良くないという状態で、基

礎学力のための授業時数が削られてしまうという事であれば困

ることだと思いました。 

授業時数というものは、年間で何時間確保する事と定められ

ていると思うのですが、それは都道府県、市区町村等の地域で

定められているのでしょうか。それとも全国的に定められてい

るのでしょうか。 

もし地域ごとであるならば、学力テストの結果を受け、室蘭

市として基礎学力を上昇させるために授業時数を増やす等の対

応を考えていただきたいと思います。 

 

酒井教育指導参事  まず授業時数についてですが、学習指導要領の中で標準時数

として定められております。新学習指導要領では確かに授業時

数は増え、小学校の５，６年生では、１週間のうち３日が６時

間授業、２日が５時間授業となります。 

この授業時数からさらに時間を増やすことが出来るかという

ことでしたが、勤務時間の関係があり授業の終了後は、職員会

議、児童会の委員会活動等さまざまな活動を限られた時間内に

行なっている状況であり、これ以上に時数を増やすのは難しい

状態です。 

 

西里委員長     時数の上限ということでは、それは定められていないのです

ね。 

 

酒井教育指導参事  上限はありませんが、公立の学校においては土曜、日曜の学

習は規定されておりませんので、平日にさらに時数を増やすの

は現実的に難しいです。 

 

西里委員長     先生の時間が、会議等に割かれてしまい子供に目が届かない

状態になってしまってはどうかと思います。子供たちに確かな

学力をつけさせたいのであれば、会議を減らすなど授業時数を
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確保するための努力が必要だと思います。 

 

酒井教育指導参事  教員の勤務動態の関係上、先生の休憩時間は、労働基準法に

定められた時間には取れず、勤務終了後に設定されております。

したがいまして、６時間目まで授業をすると、ほぼ１日の勤務

時間が終わります。このような理由で５時間授業の日に会議を

行ったり、児童・生徒活動を行ったり、児童・生徒と触れ合う

時間をつくったりしている実態でございます。 

また、授業時数には余剰時間というものが必ずありまして、

年間で５０から６０時間ございますので、そこの時間に基礎学

力のための時数の確保は可能だと思っております。 

 

           

西里委員長     ほかにありませんか。それでは、日程９は、終了します。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、平成２２年第２回室蘭市教育委員会定例会を閉会いたしま

す。 
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