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平成２２年第７回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２２年７月１日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後６時５0 分 
 
２  場  所      室蘭市役所３階１号会議室   
 
３  本日の議事日程   
 

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 第２回室蘭市議会定例会議事内容に関する件 

第４ 報告第２号 室蘭市教育委員会７月行事予定の件 

第５ 報告第３号 教育機関等に対する寄附採納の件 

第６ 報告第４号 
室蘭市教育委員会臨時代理の件 

（室蘭市社会教育委員の委嘱の件） 

第７ 報告第５号 室蘭市青少年問題協議会委員の委嘱の件 

第８ 報告第６号 室蘭市教育委員会事務局職員の人事発令の件 

第９ 議案第１号 室蘭市スポーツ振興審議会委員の委嘱の件 

第１

０ 
議案第２号 室蘭市特別支援教育推進協議会諮問の件 

 
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 
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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     ただいまから、平成２２年第７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の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の会議録承認についてであります。平成２２

年第６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     なければ、承認といたします。次に、日程第３報告第１号第

２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。

説明をお願いします。 

 

佐藤教育部長    それでは、報告第１号第２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。次の頁に、１頁から

３５頁にかけまして、第２回定例会の質問要旨と答弁要旨を載

せてございます。本定例会は、６月１４日から２８日までの、

会期１５日間で開催されたところでございます。本会議におき

ましては、全体９人の質問議員の内、６人の議員から教育に関

係する質問があったところでございます。それでは、各頁に沿

いながら、簡潔に説明をさせていただきます。１頁からは、民

主・市民クラブの小田中議員からの質問であります。１問１答

方式であり、大きく３点１点目は、「学校給食センターが平成

２４年から導入を予定している調理業務の民間委託」について

の質問であり、１回目で、民間委託する目的と効果について２

回目では、民間委託した場合、直営よりはコストが増加するこ

とに対する見解３頁からは、２点目として、ある中学校で生徒

が希望する運動部が新設できなかった事例をとりあげ、「部活

動についての質問」であり、１回目では、「現状と課題」とし

て、加入率、教職員の従事割合、処遇、新設する場合の対応な

ど、４頁の２回目では、教職員の多忙化と生徒・保護者の希望

にそった部活動設置３回目では、今後の部活動のあり方の見解
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を求められ、５頁にあるように、「今後は中学校の適正配置計

画を進める中で、生徒や保護者にとって魅力ある部活動のあり

方など、その体制づくりに努めて参りたい」と答弁させていた

だきました。６頁は、３点目 武道の必修化について「現状と

課題」「地域指導者との連携」についての質問でありました。

次に、７頁からは、公明党室蘭市議会の柏木議員からのご質問

であります。１問１答方式であり、大きく３点１点目は、学校

耐震化及び大規模改修として増築工事を行う桜蘭中学校のエレ

ベーター設置の目的・場所などまた、今回大規模改修を行う中

学校４校・小学校２校の学校体育館のトイレの洋式化について

であります。８頁からは、２点目小学校においても中学校同様

に「教科担任制」を検討してはとの質問であり、「今後は、一

部の学年や教科において、教科担任制が可能かどうか校長会と

も意見交換を行い、他都市の動向も踏まえ検討する」旨答弁さ

せていただいております。次に、９頁は３点目学校給食でのア

レルギー対策についての質問であり、現況対策等、次の１０頁

では、卵アレルギーにより主食であるパンが食べられない児童

生徒への改善策などの質問が続いたところであります。次に、

１１頁からは、日本共産党の田村議員からの質問であります。

１問１答方式であり、大きく２点、１点目は、この度、道教委

が実施した「教職員の服務規律等の事態に関する調査」につい

ての質問であります。１回目は、調査の必要性、対象者数、調

査方法等の質問からはじまり、１２頁では、調査実施の問題点

として、憲法との関連、調査に当たっての事務連絡の内容から

はじまり、不当労働行為ではとの質問が続いたところでありま

す。また１４頁からは、２点目として、同じく道教委の「学校

教育における法令等違反に係る情報提供制度」についての質問

であり、１回目は、制度内容、目的等からはじまり、プライバ

シー侵害では無いか等の質問が続き、最後に１５頁にあるよう

に教育長答弁が求められたところであります。次に、１６頁か

らは、民主・市民クラブの児玉議員からの質問であります。１

問１答方式であり、大きく２点あり、最初は、「薬物乱用防止

教室とネットいじめ」について１回目は、それぞれの現状・課

題など２回目は、時間をかけた薬物乱用防止教室の必要性と、

ネットいじめが発覚した場合の生徒指導や保護者対応について

３回目は、薬物乱用防止について、あらゆる時間を利用する見
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解、民間ネットパトロール利用する考えはなどの質問であり、

また、１８頁は、２点目として学校における「フッ化物洗口」

であり、本市の考え方と実施する考えについてでありまして、

答弁では、「北海道の方針に従い実施する方向で検討すること。

また、課題も多いことから、具体的な進め方は歯科医師会・校

長会と協議する」旨、答弁してございます。次は、１９頁から

は、市政・創造２１立野議員からの質問であります。立野議員

は一括質問方式であり、大きく５点の質問であり、最初は１点

目として、新学習指導要領の「生きる力」の具体的な説明とそ

の取り組み「活用する学力」をはぐくむ学習活動の例、「理数

教育の充実」の具体的な変更内容２点目として、学力向上策と

体力向上策に関連して教育研究所の責務・研究組織、研究所員

の職務、本市における児童生徒の体力の現状とその取り組み状

況についてこの項目については、２１頁に、再質問３点があり、

①教育研究所の研究主題などが学力向上にどのように生かされ

ていくのか、②本市独自の学力調査の継続について、③今後の

教育研究所の環境整備であり、本市独自の学力調査の継続につ

いては、「平成２３年度、３回目の調査終了後に一定の反省と

評価を実施し、継続の議論も含め検討する旨」答弁してござい

ます。次に、２２頁は、３点目の小学校教科書採択についてで

あり、選定委員会の委員構成・業務内容、採択までの日程、教

科書の特徴、採択基準等であり、２３頁には、再質問があり、

ページ数が増加することの見解、また、教科書採択に当たって

の小中連携の考えであり、この連携については、「来年度は中

学校の採択年であることから、十分検討する旨」答弁してござ

います。次に、２４頁は、４点目学校統合であり、交流学習へ

の取り組み、また、学校統合における備品整備と通常の学校備

品整備の方法、２５頁には、再質問として、常盤小学校の進捗

状況と交流学習への配慮と学校の歴史資料を閉校後にどのよう

に子ども達に伝えていくか、また、常盤小学校の歴史資料の保

管についてであります。次に、２６頁は、５点目文化振興策と

して、今後の図書館のありかた、寄贈文庫の対応、ふくろう文

庫の蔵書の増加への対応、港の文学館の文化センターの活用を

含めた施設の考え方であり、２７頁には、来年、八木義徳生誕

１００年を迎える記念事業の考えについて、教育長から、「室

蘭文学館の会と特別展や記念講演会の開催など、八木先生生誕
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１００年記念事業にふさわしい内容を検討する旨」答弁してお

ります。次に、２８頁からは、新政会桜場議員からの質問であ

ります。桜場議員は一括質問方式であり、大きく２項目であり

１項目のスポーツ振興と施設整備についての５点の質問があり

１点目本年度におけるスポーツ施設の整備と大会や合宿の誘致

についての具体的考え２点目祝津テニスコートの再整備につい

て３点目中島スポーツセンターについての内、・譲渡後の修繕

費用の推移・建物の使用可能期間の考え方・冷凍機器に不具合

が発生した場合の対応・受付方法などであります。この中島ス

ポーツセンターについては、３０頁に「入口の表示方法につい

て」の再質問があり、３１頁には、「今後のあり方について」

再々質問があり、教育長から「学校授業に使用されていること

から、早急な耐震診断が必要である旨と、耐震診断の結果によ

るが、スケートリンクの方向性やプールの今後のあり方を示す

必要がある旨」答弁しております。次は、３２頁は、４点目の

学校跡地の活用であり、答弁としては、教育的まちづくり的活

用を基本に公共用活用の方向で検討を進めるが公共用活用が難

しい跡地については、民間主導による活用も検討する旨、お答

えしております。次は、３３頁は、５点目スポーツ団体が気軽

に利用できる施設のありかたであり、「小学校の統合により、

開放校が減少しますが、今後計画的に中学校を開放したり、統

合する小学校の中で、全日開放を目指した体育館を残すことも

検討しており、現在よりスポーツ振興の充実が図られるもの」

と答弁しております。次に、３４頁からは、大きな２項目とし

て、学校給食センターの民間委託及び学校給食費についての内、

民間委託を早急に実施できない理由、未収納金額の３年間実態

また、最後の３５頁では、滞納分の法的対応の結果について質

問があったところであります。以上、第２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。以上でご

ざいます。 

 

黒光委員      学校給食の調理業務を民間に委託するとのことですが、学校

給食というと安全なものというイメージが保護者にはあると思

いますが、民間に委託した場合には安全衛生面についてのチェ

ック機能についてどのように考えているのでしょうか。 
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真野給食センター長 民間に委託しても、安全衛生面には十分に配慮したものにな

ります。 

 

黒光委員      民間委託した場合、定期的に教育委員会で検査に行くですと

か具体的なことは何か考えているのですか。 

 

真野給食センター長 現在は、栄養教諭が中心となって衛星管理を行っていまして、

民間に委託となった場合も同じように管理されていくようにな

ると思います。 

 

山田委員      施設自体は、今現在のものを利用して民間でやっていただく

ということで考えておりますので、大きく内容が変わるという

ことはありません。 

 

谷藤委員      献立の内容や栄養面については、どうなるのでしょうか。 

 

山田委員      それらについては、現在の栄養教諭で対応致します。 

 

西里委員長     アドレナリンの自己注射についての質問がありましたが、置

いてある学校はあるのでしょうか。 

 

星学校教育課主幹  現在、自分で使っている子どもはいませんし、用意している

学校もありません。 

 

西里委員長     AED は各校に設置してありますが、この注射は割合安価です

し、緊急の場合には注射していいことになっていて、容易に使

うことができますので、緊急時に備えて各校に置くということ

も有効な手段だと考えますがいかがでしょうか。 

 

山田委員      仰るとおりなのですが、いざ注射するということになると何

かあった場合の責任の所在などなかなか難しいところもありま

す。 

 

黒光委員      ふくろう文庫についての質問もありましたが、蔵書一覧をホ

ームページで見ることができるようになるとのことでしたが、

いつからみることができるのでしょうか。 



 8 

松原図書館長    ６月３０日から室蘭市のホームページで蔵書一覧を見ること

ができるようになりました。 

 

西里委員長     ほかにありませんか。なければ、報告第１号は、終了いたし

ます。次は、日程第４報告第２号室蘭市教育委員会７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、学校教育に係わります行事予定について、ご説明申

し上げます。７月１４日に特別支援教育推進協議会が開催され

ます。先月の定例会で委員の委嘱について議決をいただいてお

りますが、本日の議案第２号に関係いたしますので、後ほど説

明させていただきたいと思います。次は、小中学校の１学期の

終業式でございます。白鳥台小が７月２６日、星蘭中が７月２

２日、残る小中学校２７校が７月２３日に終業式が行われまし

て、夏休みに入るものでございます。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、主なものに

ついてご説明いたします。まず、社会教育ですが、９日に、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

活動推進ですが、２４日に、第５２回「こどもの読書週間」行

事「おはなし会」を開催し、絵本の読み聞かせなどを行います。

次に、民俗資料館ですが、２４日から６月１３日まで、開館３

０周年企画展「必見、所蔵指定文化財の公開」を開催し、過日、

新たに選定した市文化財３点等を公開します。次に市民美術館

ですが、２０日から２９日まで、「未公開作品のお披露目展」

を開催します。次に、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します。次に、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開

催し、ペットボトル噴水など親子・初心者を対象にやさしい実

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します。種

目は、１km、３km、５kmなどがあります。以上でございます。 

 

田中青少年課長   続きまして青少年課の７月分行事報告についてご説明いたし

ます。明日、７月２日(金)に「第６０回社会を明るくする運
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動」室蘭地区開催式が実施されます。室蘭市長が室蘭地区推

進委員長となり、多くの関係機関・団体の方々が犯罪の予防

と更生保護、青少年の非行防止を目指し呼び掛けるもので、

法務大臣のメッセージ伝達、北海道知事のメッセージ伝達、

市民へのメッセージ等の内容となっております。７月１５日(木)

に平成２２年度室蘭市青少年問題協議会及び専門部会の開催

がございます。今回は、委員及び幹事の一部委嘱替え及び依

頼替え、平成２１年度の青少年対策についての報告、平成２

２年度室蘭市青少年問題協議会健全育成基本方針(案)及び健

全育成部会・補導活動部会推進目標(案)についての審議を予

定してございます。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     なければ、報告第２号は、終了いたします。次は、日程第５

報告第３号教育機関等に対する寄付採納の件を議題といたし

ます。説明をお願いします。 

 

堀総務課長     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件でございます。５月３１日に室蘭市立常盤小学校 PTA 会長

様より、プリンター１台、金額にいたしますと５万円相当のご

寄付がございました。このご寄付は、来年２月に予定しており

ます常盤小学校の閉校式典等の資料作成のために活用させてい

ただきます。また、閉校後につきましては武揚小学校で有効活

用させていただきます。次に６月３日に室蘭ロータリークラブ

会長様より、額面５万円の図書券のご寄付がありました。この

ご寄付は青少年の健全育成をはかるため読書普及に活用させて

いただきます。また、同月１８日にふくろうの会代表様より、

図書８冊、金額にいたしますと６万円相当のご寄付がございま

した。このご寄付は、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きます。以上でございます。 

 



 10 

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    なければ、報告第３号は、終了いたします。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（室蘭市社会教育委員

の委嘱の件）を議題といたします。説明をお願いします。 

 

小西生涯学習課長 報告第４号「室蘭市教育委員会臨時代理の件（室蘭市社会教育

委員の委嘱の件）」につきまして、ご説明いたします。本件につ

きましては、社会教育法第１５条の規定に基づき設置しておりま

す「室蘭市社会教育委員」が、去る５月３１日をもって二年間の

任期を満了することから、６月１日付けで新たな委員 10 名の委

嘱を行ったものでございます。委員の人選などに時間がかかり、

教育委員会に付議するいとまがございませんでしたことから、「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項の

規定に基づき、５月３１日に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いたします。次に、新たな委員の内

訳ですが、２枚目の報告第４号別紙に、大脇康志委員から若佐誠

委員まで、再任２人、新任８人の計１０人でございます。分野別

では、社会教育関係が４人、学校教育関係が１人、家庭教育関係

が２人、学識経験者が３人となっております。また、任期は、平

成２２年６月１日から平成２４年５月３１日までの２年間となっ

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。 

 

（なし） 

 

西里委員長    なければ、報告第４号は、終了いたします。次は、日程第７報

告第５号室蘭市青少年問題協議会委員の委嘱の件を議題といた

します。説明をお願いします。 

 

高木青少年課主幹 報告第５号室蘭市青少年問題協議会委員の委嘱の件につきまし

て説明いたします。室蘭市青少年問題協議会委員は、地方青少

年問題協議会法及び室蘭市青少年問題協議会条例を根拠として
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青少年の健全育成、非行防止について調査・審議をする附属機

関でございます。委員の構成につきまして参考の２委員名簿を

ご覧ください。市議会議員２名、関係行政機関の職員５名、学

識経験者１１名、合わせて１８名の方々へ委嘱をしてございま

す。このたび委員の人事異動・転勤に伴いまして、別紙名簿の

とおり、関係行政機関の職員１名、学識経験者５名合わせて６

名の方々へ新たに委嘱を行いましたので、報告いたします。な

お、参考として根拠法、条例等の関係条文の抜粋を添付してお

りますので、ご参照ください。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    なければ、報告第５号は、終了いたします。次は、日程第８報

告第６号室蘭市教育委員会事務局職員人事発令の件を議題とい

たします。説明をお願いします。 

 

堀総務課長    報告第６号室蘭市教育委員会事務局職員の人事発令の件につ

いてご説明いたします。次のページの報告第６号別紙１をご覧

ください。６月３０日付け生涯学習課男女平等参画推進山本美

栄主査が退職致しましたことを、報告致します。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    なければ、報告第６号は、終了いたします。次は、日程第９議

案第１号室蘭市スポーツ振興審議会委員の委嘱の件を議題とい

たします。説明をお願いします。 

 

巻生涯学習課主幹 議案第１号、室蘭市スポーツ振興審議会委員の委嘱の件につい

てご説明いたします。議案第１号別紙の審議会委員名簿及び次ペ

ージの参考資料をご覧いただきたいと存じます。審議会委員につ

きましては、「スポーツ振興法」及び室蘭市スポーツ振興審議会
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条例の規定に基づいて委嘱しております。委員１０名のうち、３

名は再任で、７名を新たに委嘱する予定でございまして、男性が

７名、女性が３名となっており、前回より女性委員が２名増えて

おります。なお、今回より、高体連関係と地区スポーツ振興会の

代表者を新たに加える予定でおります。委嘱期間は平成２２年７

月４日から平成２４年７月３日までの２年間となっております。 

 

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    今回から高校の関係者を新たに加えるとのことでしたが、どう

してでしょうか。 

 

巻生涯学習課主幹 今まで、幼稚園・小学校・中学校と参加していただいておりま

したが、高校の関係者はいなかったので高校関係の意見も伺い

たいと考えてのことです。 

 

西里委員長    どういった意見を期待しているのでしょうか。 

 

巻生涯学習課主幹 スポーツ施設の使用頻度が高体連は高いので、施設使用に関し

ての意見や大人になる前の高校生の体力づくりなどの意見をお

聞きしたいと考えております。 

 

西里委員長     ほかにありませんか。なければ、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 

 

西里委員長    次は、日程第１０議案第２号室蘭市特別支援教育推進協議会諮

問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 議案第２号室蘭市と区別支援教育推進協議会諮問の件につい

てご説明申し上げます。本件は、室蘭市と区別支援教育推進協

議会に対しまして、１つは障害児等に係る障害の種類、程度等

の判断及び適切な支援の在り方について、もう１つとして特別
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支援教育の指導の改善及び推進に関すること」の２点について

調査・審議のため、同協議会に諮問いたすため、室蘭市と区別

支援教育推進協議会条例第２条に基づき、ご提案申し上げるも

のでございます。対象となります幼児・児童・生徒につきまし

ては、現在、各施設・学校からの報告を集約中でございまして、

この集約結果をもって諮問するものでございます。因みに昨年

の対象者は２３９件、一昨年は１９２件を諮問してございます。

なお、今回の諮問のうち、４ヶ月程度の間、調査・審議をして

いただき、来年度の本市におきます特別支援教育の推進のため、

個々の子どもたちの教育的ニーズに対し、どのような教育的支

援が必要なのか、または、適切なのかといったこと等につきま

して、答申をいただくものでございます。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。 

 

西里委員長    個々に関しての調査・審議の機会はないのでしょうか。 

 

星学校教育課主幹 就学の場の判断をしておりまして、場合によっては個々のニー

ズに基づいた支援のあり方を示しております。 

 

西里委員長    ほかにありませんか。なければ、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。 

 

 

黒光委員     今日の内容にはなかったのですが、今小学校などで学級崩壊の

ような状態はないのでしょうか。 

 

酒井教育指導参事 学級崩壊については現在のところ特に報告はありません。ただ、

昨今小１プロブレムといって小学校１、２年生が大変落ち着かな

く授業中立ち歩きが目立つということでは昨年度ありまして実際

に小学校に出向いて実態調査をしたということがあります。しか

し、今年度はありませんでした。そして、昨年度の場合ですと支
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援員を配置いたしましてその後、落ち着きました。 

 

黒光委員     やはり、先生が１人ではなく複数いた方が落ち着くということ

なのでしょうか。 

 

酒井教育指導参事 この場合は、中には発達障害の児童もいたものですから、特別

支援学校からコーディネーターに来て見ていただき、支援員の配

置が適当であるということになり、その後は落ち着きました。 

 

黒光委員     聞いた話では２年生、４年生、６年生が落ち着かないというよ

うなこともありましたがどうなのでしょうか。 

 

酒井教育指導参事 年度ごとに実態が違いますので、我々もいつでも対処できるよ

うにしておりますが、現在のところ特にそういった話は聞いてお

りません。 

 

西里委員長    ほかにありませんか。なければ、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７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       堀   敏 雄 


