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平成２２年第４回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２２年４月２日（金） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後６時５０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 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 堀総務課長 佐藤総務課主

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 星学校教育課主幹 高橋指導主事 萩原指導主事 小

西生涯学習課長 巻生涯学習課主幹[スポーツ] 矢元生涯学習

課主幹[文化振興] 松原生涯学習課主幹[図書館] 山下生涯学

習課主幹[図書館] 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、山田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２

２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回室蘭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。このた

びの、第１回定例会は、平成２２年度の予算案などの審議

を中心に、２月２６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。今回の本会議における質

問は、４人の各会派の会長の議員からの代表質問と、一般

質問と分かれてそれぞれ質疑がございました。質疑の議事

内容は、各頁に質問要旨と答弁要旨を載せてございますが、

時間の関係上、主に質問要旨に沿って概略の説明をさせて

いただき、答弁の内容については省略させていただきます

ので、よろしくお願いします。それでは、代表質問でござ

います。最初は、「新政会」の会長 大友議員からのご質

問であり、大きく５点から構成されており、１頁は、１点

目の本市の教育ビジョンについて、「中長期の学校教育ビ

ジョンを示す考え」などについてであり、３頁では、２点

目の「全国学力テスト」について｢現状の捉え方と地域教

育の考え方｣と「学校間格差に対する対応」について、関

連して、４頁から５頁にかけまして、「全国学力テストの

公表」また、「調査結果に対する教育長としての認識」更
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には「西胆振の中心都市としての役割と意気込み」などの

再質問がありました。また、６頁では、３点目の「運動部

の非常勤指導員体制」について、中学校のクラブ活動の実

態と、クラブ活動に指導員制度を取り入れる考えについて

また、７頁では、４点目の「統合後の新しい学校支援組織」

として、今後、学校統合が進み学校区の範囲が広がること

による新しい地域支援組織の再編について、８頁では、５

点目の「放課後児童対策について」として、同様に、今後、

学校統合が進み、学校区の範囲が広がることによる放課後

児童対策特に、スクール児童館のありかたについてのご質

問がございました。次は、９頁から 10頁にかけ、「市政・

創造２１」の会長山中議員からのご質問であり、大きく３

点１点目、「学力と体の育成」として、「子ども学力向上プ

ラン」これは、本市独自の標準学力テストの実施や研究奨

励校の実施などでありますが、その成果や家庭教育を中心

とした生活習慣に関する指導方法など２点目は、「第２期

適正配置計画」で、残された地域の今後の計画、３点目は、

生涯学習の推進の中で今後の公共施設のあり方であり、関

連して、１１頁では、一つとして、生活習慣に関する指導

のうち、「食育計画の本市の実態」と「食育基本法にある

基本計画策定の考え」について二つとして、「適正配置計

画における残りの地区の具体的な取組み時期の考え」につ

いて、再質問がございました。次に、１２頁からは、民主・

市民クラブの会長水江議員からのご質問であり、大きく３

点１点目は、「学力の向上」について子供達の学力向上策

をどのように実践していくのかとのご質問があり、関連し

て１３頁には、今後、教員数が減少する中で、地域の学校

への支援活動 について再質問がございました。次に、１

４頁では、２点目の「特別支援教育」で、本格実施後２年

経過後の課題発達障害児の小中学校連携の取組みなどであ

り、関連して１５頁には、特別支援教育の「学校全体で取

り組む必要性についての見解と取組み」について再質問が

ございました。また、１６頁には、３点目の「学校を地域

が支える体制づくり」について、現在の取組状況とコミュ

ニテイスクール導入の考え方について、のご質問がありま

した。次に、１７頁からは、公明党室蘭市議会の会長細川
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議員からの質問であり、大きく２点１点目は、「定住自立

圏構想に関連して地産地消の取組み」のご質問であり学校

給食における西胆振の農水産物を活用したメニューと米飯

回数を増やす考えなどまた、１８頁では、２点目の「学校

教育」について、平成２２年度における学校目標各学校の

教育目標の具体化などの、ご質問があり、また、関連して

１９頁には、「生きる力の育成における今後の学校・家庭・

地域との具体的な連携強化策」などの再質問がございまし

た。次に、２０頁以降は、一般質問でございます。今回は、

８人の議員が一般質問に立ちましたが、このうち５人の議

員から教育関連のご質問があったところでございます。最

初は、民主・市民クラブの花釜議員からであり、大きく３

点１点目は、「学力問題」であり、学力テストに関連して、

「抽出方式についての見解」や「本市の学力向上策につい

て、道教委の施策との違い」等のご質問があり、関連して、

２１頁にありますが、「抽出にもれた学校の参加方法」に

ついての再質問がまた、２２頁は、２点目として、「学校

耐震診断結果と今後の方策」で、常盤小学校と武揚小学校

との統合について、関連して、２３頁には、常盤小と武揚

小の統合後の校名・校歌についての再質問がございました。

次に、２４頁から２５頁にかけ、３点目として「放課後児

童対策」として、八丁平地区児童クラブについて、旧町内

会館に移転してからの状況また、旧室蘭商業高校・室商会

館への移転説明会での説明内容などであり、関連して、２

６頁には、「登録児童数の見込み」についての再質問がご

ざいました。次は、２７頁ですが、公明党室蘭市議会の砂

田議員でありまして、国民読書年に当たっての具体的な取

組み内容と「子どもの読書活動推進計画」の現在の取組み

状況などの質問がございました。次は、２８頁ですが、日

本共産党の田村議員からであり、政府の新政策としての高

等学校における授業料無料化に関連して、制度内容など、

また、２９頁には関連して本市独自に高校授業滞納で卒業

できない生徒などへ本市独自の新たな支援策の見解などの

再質問がございました。次は、３０頁ですが、市政・創造

２１の沼田議員からであり、本市教職員の病気休職者の実

態についてのご質問がございました。次は、３２頁ですが、
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新政会の若林議員からであり、学力向上への取組みとして

「小学校の外国語活動の実施状況と ALT の活用状況」更に

は、ALT を１名増員するところによる、派遣回数と教育効

果についてまた、道徳教育の重点や道徳推進教師の状況・

役割などの質問があり、関連して、３３頁には、「今後の

小学校外国語活動の取組み」と「道徳教育における保護者

と地域との連携の考え方について再質問がございました。

以上が、このたびの、第１回定例会におきます、主な内容

につきまして、概略でありましたが、説明をさせていただ

きました。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        学校給食の取り組みで、米飯を週３回から４回にという

のは難しいとのことでしたが。 

 

真野給食センター所長  現状では、週に３回米飯、週に２回パン給食となってお

ります。米飯を４回に増やすと、温食・副食も変更になり

現在の費用ではまかなっていくのが難しくなっております

ので、今後学校給食協議会などと検討していきたいと考え

ております。 

 

山田委員        地産地消につきましては、西胆振の伊達市などではじゃ

がいもなどを中心に野菜を活用しておりますし、室蘭市で

も市場を通して購入しております。これからは、農協を通

して直接購入できるのかなどを含めまして、目に見える形

での取り組みを検討していきたいと考えております。これ

は、定住自立権の中で、西胆振の物を使う中でお互いに底

上げしていこうという１つの考え方です。また、米飯給食

につきましては、文部科学省から３回を４回にということ

できておりますが、先ほども説明があったように温食の件

もあり、給食費の値上げなども視野に入れて考えていかな

ければなりません。 

 

黒光委員        子どもたちは、パンと米飯とどちらが好きなのでしょう



 6 

か。米飯の方が残っているのでしょうか。 

 

真野給食センター所長  米飯の方が残りますが、米飯がというのもありますが一

緒にでる温食や副食が和風のものが多く残る傾向が見られ

ます。 

 

西里委員長       今度、子ども手当てが支給されるようになったら、その

手当てを給食費に充てて、現在材料費などぎりぎりで行っ

ているものを少し余裕を持てるということもあるのでしょ

うか。 

 

山田委員        現状では基準に達することはなかなか難しく、それには

給食費を値上げすることが必要となります。今回の子ども

手当てにつきましては、滞納者への対策としてどうかとい

う話はありますが、直接差し引くというのは国で制度を整

備しないと難しい状況です。また、子どものために給食費

ですとか放課後児童対策にと考えている市町村もあるよう

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。 

 

星学校教育課主幹   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。本日４月２日午後２時から文化センター４階

大会議室において４月１日付けの教職員の人事異動に伴う辞

令交付式を行いました。転入・新採用４１名に対し教育長か

ら辞令を交付いたしました。一般教職員の市内異動者に対し

ましては各学校において校長より交付しております。４月６

日ですが、小学校一斉に始業式が行われます。また、海陽小

学校と旭ヶ丘小学校を除く小学校では入学式が行われます。

旭ヶ丘小学校は開校式も行われます。海陽小学校と旭ヶ丘小

学校の入学式は、８日に行われます。なお、今年度の小学校

１年生入学予定者は４月１日現在で７３９名です。今後も、

入学式までに増減が予想されます。昨年度は、７６２名とな



 7 

っております。４月７日に中学校の始業式が行われます。以

上でございます。 

 

小西生涯学習課長   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、９日に、

今年度第１回目の社会教育委員会が開催されます。次に、読

書活動推進ですが、２４日に第５２回子どもの読書週間行事

お話会を開催し絵本の読み聞かせなどを行います。続きまし

て、民俗資料館ですが２４日から６月１３日まで開館３０周

年企画展「必見、所蔵指定文化財の公開」を行います。今回

は新たに選定いたしました３点などを公開いたします。続き

まして、市民美術館ですが２０日から２９日まで未公開作品

のお披露目展を開催いたします。続きまして、港の文学館で

すが６日から９月８日まで室蘭地方自分史の会「壊想―わた

しのメモワール」その足跡と発展をめざしてを開催いたしま

す。続きまして、青少年科学館ですが１３日から１８日まで

科学技術週間スポットサイエンスを行いまして、ペットボト

ルの噴水など初心者を対象とした易しい実験を行います。最

後に、体育施設ですが２５日に第３５回市民健康マラソンを

中島公園トリムコースで開催いたします。種目は、１キロ・

３キロ・５キロなどがあります。以上で生涯学習課分の説明

を終ります。 

 

田中青少年課長    続きまして、青少年課でございます。４月１日より中島小

学校・日新小学校の統合校でございます旭ヶ丘小学校に｢旭

ヶ丘スクール児童館｣を開設いたしました。昨年度までは１

１箇所において開設しておりましたが、今年度より１０箇所

での開設となりました。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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堀総務課長       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。報告第

３号別紙、「寄附採納状況報告書」を御覧下さい。寄附

採納につきましては、３件でございます。１件目は、３

月１３日に、「室蘭東ライオンズクラブ会長様」から子

どもを守るネットワーク活動支援のため、防犯用ベスト

８０着、腕章１１０枚、金額にいたしますと、２０万円

相当の御寄附がございました。これらは、小中学校の先

生や子どもを守る活動に従事している地域の皆様に、使

用していただく予定でございます。２件目は、３月１５

日に東京都にお住まいの「祢津都子（ねずくにこ様」か

ら本市の美術振興のために、父親で書家であり元室蘭市

長でもあった故長谷川 遅牛氏、本名正治氏の書２点、

金額にいたしますと、１７５万円相当の御寄附がござい

ました。これらは、市民美術館に収め、現在、長谷川遅

牛展として公開してございます。３件目は、３月１８日

に「ふくろうの会会長様」から、市民に対する読書普及

のために、レオナルド・ダ・ヴィンチ素描集の図書３冊、

金額にいたしますと、１２８万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て、読書普及に

活用させていただきます。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。 

 

谷藤委員         防犯用ベストとは具体的にどのようなものですか。 

 

高橋指導主事       従来は黄色の袖の長いジャンバーを地域の皆様に着用

していただいておりましたが、夏場は非常に暑くまた冬

場は重ね着が難しいという状況でした。そのようなこと

から、今回デザインや書かれている内容は全く同じベス

トタイプのものを頂きました。 

 

西里委員長        ほかに、ありませんか。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
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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。道教委あて人事異動内申につき

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日付けで内申のとおり発令され、本日午後

２時、さきほどの行事報告のところでも主幹から申し上げま

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２２年度学校職員人事異動報告書」のとおりでございます。

今年は全体では、中島小学校と日新小学校が閉校となり、旭

ヶ丘小学校が開校しましたので、学校数は小中合わせて２９

校となります。１ページは「校長人事異動報告書」でござい

ます。小中合わせて１２人の校長が異動しましたが、昨年は、

８人の異動でございました。異動率は４１．３％、昨年度は

２６．７％でした。胆振管内では、今年度３６．７％でした。

２ページをご覧頂きたいと存じます。教頭の人事異動でござ

います。教頭につきましては、１０人が異動しましたが、昨

年は、８人でございました。異動率は３４．５％、昨年度は

３６．７％でした。また胆振管内では、３２．１％となって

おります。３ページ目から８ページ目までは、小学校教諭の

人事異動でございます。小学校教諭では、５５人が異動して

ございまして、異動率は２３．１％、昨年度は、１７．９％

でした。９ページと１０ページは中学校教諭の人事異動でご

ざいます。中学校教諭では、１６人が異動してございまして、

異動率は１０．９％、昨年度は、１７％でした。１１ページ

は養護教諭の人事異動でございます。養護教諭は７人が異動

し、２４．１％、昨年は、１人の異動でした。１２ページは

栄養教諭の人事異動でございます。異動は１人で、市外へ転

出しますので、市外から１人が転入しました。なお、栄養教

諭の配置は、絵鞆、桜が丘、常盤の各小学校に１人ずつ、計

３人の配置となってございます。最後のページは事務職員の

人事異動です。事務職員は、６人が異動してございます。昨

年は、８人の異動でございました。 

 
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。 
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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。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

４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   山 田   進 

 

会 議 録 調 製 員      堀   敏 雄 


