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平成２４年第３回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２４年２月２９日（水）

開会 午後６時００分

閉会 午後７時００分

２ 場 所 室蘭市役所 ２階大会議室

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 平成２３年度胆振管内教育委員会委員研修会について

第４ 報告第１号 室蘭市教育委員会３月行事予定の件

第５ 報告第２号 教育機関等に対する寄附採納の件

第６ 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

第７ 議案第１号 室蘭市青少年研修センター管理規則中一部改正の件

第８ 報告第４号 室蘭市立学校職員の懲戒処分に関する件

第９ 報告第５号 室蘭市立学校職員の訓戒措置に関する件

第１０ 議案第２号 室蘭市立学校職員の懲戒処分内申に関する件

第１１ 中央・港南地区統合小学校 基本設計について
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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 堀教育部長 山本総務課長 佐藤総務課主幹［学校施設・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 高木青少年課長 佐々木青少年課主幹
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西里委員長 それでは、ただ今から、平成２４年第３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、黒光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

４年第２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平成２３年度胆振管内教育委員会委員研修会につ

いての報告をお願いします。初めに黒光委員お願いしま

す。

黒光委員 平成２４年度胆振管内教育委員会い研修会のご報告を

申し上げます。最初に主催者の挨拶が胆振管内教育委員

会連絡協議会会長の長谷川孝雄様からありました。この

方はむかわ町の教育委員長でいらっしゃいます。昨年の

出来事等の詳細やなでしこジャパンの話等をしていただ

きました。次に来賓のあいさつは北海道教育庁胆振教育

局長の寺脇文康様よりいただきました。学力向上の事を

お話しされました。平成２６年度までの全国調査までに、

学力を全国平均以上にすることを大きな目標として掲げ

ているというお話しでした。このお話を聞きながら、室

蘭市は市独自の学力テストをしており成果を上げている

なと思いながら聞いておりました。次に講演があり、演

台は「教育に関する今日的課題について～特別支援教育

の視点から」というお話で北海道教育庁教育指導監福井

一之様からいただきました。福井様はインクルーシブ教

育システムで、障害のある子供を通常の学級に在籍する

事を原則としていきたい。というお話で一人一人個別の

支援計画は、障害のある子供を生涯にわたって支援する
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計画であるという事。それは子供に関する資料を成長す

る小学校・中学校・高校等に引き継いでいくことが重要

であるというお話しでした。これを聞きながら、いただ

いた資料の中で上川の美瑛町がストリームという名前の

子育てファイルを作っており、この町は年に７０名くら

い赤ちゃんが誕生しているそうで、その誕生する町内の

全ての子供の成長記録を活用できるようにファイルを作

成する事に取り組んでいるとの事でした。Ａ４のバイン

ダーでファイルして、独自のシートで運用しており、お

誕生シートや、予防接種・罹った病気やけがの記録のシ

ート、問題行動の分析シートとその問題が解決したシー

ト、また子育てに関する相談や支援機関等、こういう全

ての事を書いた資料を全ての町の子供に作っているとの

事でした。これは子供の数が少ないから可能なのかと思

っていましたが、函館市の方でも内容は違うのでしょう

が、すくすく手帳という物を作っているとの事で室蘭市

ではどのような取り組みをしているのかと思いながら聞

かせていただきました。また、障害のある子供の人数が

年々増えてきているとの事で、指導する先生や場所等ど

うしているのかという話になり、ある中学校では全ての

教員が特学を受け持つ決まりにしたところ、４年たった

ころには全員がお互いアドバイスをしあえる関係になっ

た。というお話をしていただきました。以上でございま

す。

西里委員長 ありがとうございました。次に谷藤委員お願いします。

谷藤委員 私も、黒光委員同様参加させていただきました。講演会

については黒光委員より報告がありましたので、私は次

の日の分科会について報告させていただきます。分科会

のテーマは学力向上についてでございまして、教育委員

会が担うもの、学校における具体的な取り組み、家庭や

地域が担うもの、の３つ分科会に分かれて行われました。

私は教育委員会が担うものに参加いたしまして、本市の

学力向上基本計画を資料提出し説明させていただきまし

た。他の参加者は苫小牧市、登別市、豊浦町、洞爺湖町、
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壮瞥町、白老町、安平町、厚真町、むかわ町の方でその

中で苫小牧市からは「伸ばそう、高めよう、とまこまい

っ子の学力」をスローガンに市独自の学力調査や教育支

援ボランティアの募集等の説明がありました。壮瞥町か

らは家庭学習の手引を作成し各家庭に配布し家庭におけ

る対策や町内中学２年生全員のフィンランドへの短期留

学の実施により体験・経験からの人間力向上にも努めて

いるとの説明を受けました。他各地それぞれの取り組み

を聞かせていただき大変参考となりました。以上でござ

います。

西里委員長 ありがとうございました。次は、日程第４報告第１号室

蘭市教育委員会３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。

山本総務課長 報告第１号室蘭市教育委員会３月行事予定の件のうち、

主なものにつきまして、ご説明申し上げます。次のペー

ジの報告第１号別紙をご覧願います。はじめに、学校教

育課でございます。１３日及び１４日に、各中学校の卒

業式が、また、１６日から２１日にかけまして、各小学

校の卒業式が、執り行われます。次の２３日（金）には、

各小中学校の修了式が執り行われます。次の生涯学習課

の民俗資料館につきましては、３月１９日まで、収蔵品

整理のため、休館となっております。次の、市民美術館

では、６日から１１日にかけまして、北海道教育大学と

室蘭工業大学の合同企画展が、開催されます。次の、青

少年科学館では、２０日（月）に、プラネタリウム特別

投影が、行われます。次のページをご覧願います。同じ

く、青少年科学館の、２５日（日）に、科学クラブ一日

体験が行われます。次の図書館では、１７日（土）に、

図書館シアターが、図書館本館で、行われます。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１号は、終了します。次は日程第５報

告第２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。

山本総務課長 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、ご説明申し上げます。次のページの報告第２号別紙

をご覧願います。寄附採納につきましては、１件でござ

いまして、ふくろうの会代表様より、図書１７冊、金額

にいたしまして、２８６，０００円相当のご寄附がござ

いました。このご寄附につきましては、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。

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６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。

星学校教育課主幹 報告第３号室蘭市特別支援教育推進協議会諮問に対す

る答申の件ついてご説明申し上げます。本件は、昨年１

１月の定例会で御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生徒や市外から転入

した児童について、追加の答申をいただいたものでござ

います。判定の内訳でございますが、次ページの報告第

３号別紙の答申書鑑の次のページとおり、在学児童生徒

６名について審議し、５名について特別支援学級と判定

されたものございます。また、初入学児童７名について、

１名は通常学級対象、３名が特別支援学級対象と判定さ

れたものでございます。前回の答申と合わせた受診者は、
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在校生９９名、初入学児童５７名の合計１５６名であり

ます。参考までに、昨年の合計は１５９名でありました。

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。

黒光委員 先程の研修の報告でいたしましたが、室蘭市は子供たち

に関する資料を引き継ぐということはしているのでしょ

うか。

星学校教育課主幹 それぞれの学校で幼稚園や保育所から小学校に入学する

際に連携をとっております。小学校から中学校に関して

も同じようにしております。

西里委員長 情緒障害というのは、具体的にどういったものでしょう

か。

星学校教育課主幹 情緒の表れ方が偏っていたりするものになります。自分

の意志ではコントロールできないといった症状です。

谷藤委員 発達障害とは違うのですが。

松村学校教育課長 一般的に知的な遅れの無い子供の場合は発達障害、知的

な遅れが伴う場合は情緒障害と言われます。あるいは重

複して障害を持っている場合が該当します。

芝垣委員 前回のそれぞれの数と今回の数が極端に少ないような気

がするのですが。

星学校教育課主幹 前回はたくさんの児童生徒を対象としましたが、今回は

追加のため対象となる児童生徒が少ないためです。

松村学校教育課長 こういった協議会で判断するのにも、保護者の同意がな

いとなかなか難しいのが現状です。前回多かったのは学

校にも一生懸命やっていただき当初の部分はこうなりま
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したが、その後話し合いを継続しながら同意を得て追加

になった分と、市外から 1 名転入がありましたので、こ

の人数となりました。

谷藤委員 発達障害については親がそうではないかとの疑いを持ち

ながらも親は認めたがらないというのはあるのですか。

松村学校教育課長 確かにそうです。しかし最近は親も子供の病気を理解し

ようという気運がありまして、伊達市内にはそういった

専門の医者も２人おりますのでそういったところで診断

を受けたりする方もいます。ただ基本的にそうだろうけ

ど認めたくないという意識の方もいらっしゃいます。

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７議案第１号室蘭市青少年研修セン

ター管理規則中一部改正の件を議題といたします。説明

をお願いします。

高木青少年課長 議案第１号室蘭市青少年研修センター管理規則中一部

改正の件につきまして、ご説明申し上げます。室蘭市青

少年研修センターは、青少年の健全育成と青少年団体活

動の振興を図ることを目的として、平成３年に旧啓明高

校校舎を活用して開設され、平成１９年度から２３年度

まで指定管理者により管理運営を行っている施設でござ

います。このたび、研修センターに耐震診断を実施した

結果、耐震強度が不足していると診断され、今後の施設

の有り方について市内の公共施設全体で検討する必要が

生じたところでございます。このことにより、平成２４

年度からの指定管理者の募集日程に間に合わないことと

なったため、来年度は教育委員会が直接運営を行うこと

となり、関係する室蘭市青少年研修センター管理規則の

規定を改正いたそうとするものでございます。改正の内

容でございますが、議案第１号参考の新旧対照表をご覧

ください。直営化に伴い、第１０条の「指定管理者によ

る管理」に関する規定と第１１条の「利用料金」に関す

る規定を削除いたし、それに伴う関係規定の整備を行う
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ものでございます。なお、改正規則の施行日は平成２４

年４月１日となってございます。以上でございますので、

ご審議のほど、よろしく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。

谷藤委員 耐震の問題という話がありましたが、その部分と指定管

理者から市が管理するというのは何か理由があるのでし

ょうか。

高木青少年課長 青少年研修センターですが、平成１９年から今年度まで

の指定管理の委託期限となっております。平成２４年度

を更新するかどうかという判断が必要となりますが、今

回耐震診断の結果によっては施設を廃止するか、移転す

るかという判断が必要となります。その判断に期間を要

するため、来年度の更新は間に合わないという事で指定

管理を取りやめ直接市の管理としたものであります。

谷藤委員 今後はもしかしたら廃止するかもしれないという事です

か。

山田委員 ２１公共施設の第１次耐震診断を実施したのですが、今

回の市議会の委員会で、その方向性を報告する事となっ

ております。今高木課長が言ったとおり研修センターに

ついては耐震不足もありますが、老朽化もあり現在の場

所で耐震補強をして運営していくという事にはならず、

移転するか機能をどこかに持っていくかという形となり

ます。公共施設のため運営は直営か指定管理になるので

すが、今後の方向性が不確定な中で指定管理という形は

業者にも迷惑かける事もあるので難しいと考えておりま

す。今後の方向性を出した上で移転などの協議である程

度の期間を今の場所で運営する事になればまた指定管理

とする事もありますが、それは難しいと考えております。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、議案第１号は、原案の
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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。

次の案件についてお諮りいたします。日程第８報告第４

号から日程第１０議案第３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

に御異議ありませんか。

（異議なし）

西里委員長 御異議なしと認め、これより非公開とすることを決定し

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。

（退場）

（以下非公開）

(退場者入場)

西里委員長 次は日程第１１中央・港南地区統合小学校基本設計につ

いてを議題といたします。説明をお願いします。

佐藤総務課主幹 それでは、中央・港南地区統合小学校の基本設計につい

て、配布しました資料に基づきご説明申し上げます。は

じめに、１ページをご覧いただきたいと存じます。基本

コンセプトでございます。１番目としまして、明るく温

かみのある教室づくり、２番目としまして、利用しやす

い特別支援・通級指導学級づくり、３番目としまして、

安全な学校づくり、４番目としまして、地域住民に開か

れた学校づくり、５番目としまして、統合校の歴史・伝

統へ配慮した学校づくり、６番目としまして、環境に配
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慮した学校づくり、７番目としまして、情報化に対応し

た学校づくり。以上７項目、これまでの統合新設校と同

様に、共通した認識をもちまして、計画に取り組んでい

ます。次に、２ページの建築概要をご覧いただきたいと

存じます。ここでは要点のみご説明させていただきます。

２番目の規模でございますが、クラス数としまして、普

通学級１８学級、特別支援学級２学級、通級指導教室２

学級でございますが、現在の設計の中では、特別支援学

級と通級指導教室は３学級まで対応可能な設計としてい

ます。３番目の床面積でございますが、校舎棟は７，２

３３.２平方メートル、体育館棟は１，２５３．２平方メ

ートルの合計８，４８６.４平方メートルとなっておりま

す。次に３ページの配置図をご覧ください。建設地は現

港南中学校敷地としており、校舎棟や体育館棟の配置に

つきましては、敷地の形状、児童の安全対策、ハザード

マップへの対応、駐車場の整備、グラウンド確保など総

合的に判断し決定したところでございます。敷地内にお

ける児童と車両の動線計画につきましては、歩車分離を

原則として計画しており、児童の出入りにつきましては、

歩道があります東側道路側の矢印の出入口１か所で計画

しています。車両の出入につきましては、職員や来校者

などは北側の出入口を、特別支援学級や通級指導教室の

利用者などは校舎南側の出入口を、給食車などの車両は

校舎東側の２か所の出入口を利用する計画でございます。

また、駐車場は校舎・体育館に隣接して５７台、敷地西

側には学校行事などに利用可能な駐車スペースとして１

４０台、合計１９７台の駐車スペースを確保しておりま

す。次に４ページの１階平面図をご覧いただきたいと存

じます。主に管理部門、普通教室、体育館となっており

ます。管理部門の職員室や校長室、事務室は、児童の登

下校やグラウンドなどの様子が見渡せる位置とし、児童

の安全や来校者の対応が十分できるように配慮しており、

玄関横には学校の歴史や資料などを保存、展示する資料

室も配置しております。普通教室は南面採光で、２学年

６クラスを、１階から３階まで同じ場所で計画しており、

多用途で利用します多目的スペースも隣接して配置して
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います。体育館棟は、学校開放に対応するため、専用玄

関、便所や更衣室、会議室などを配置しております。次

に５ページの２階平面図をご覧いただきたいと存じます。

主に特別支援教室部門と通級指導教室部門、普通教室の

６クラスとなっております。特別支援学級部門は校舎東

側で、普通教室と隣接させ、児童が日常的に交流できる

位置にしており、教室のほか、職員室、プレイルーム、

作業訓練室などを配置しております。通級指導教室部門

は校舎西側で、他校児童の利用も多いことから、２階の

玄関に近い位置に計画しており、教室のほか、職員室、

プレイルームなどを配置しております。次に６ページの

３階平面図をご覧いただきたいと存じます。主に特別教

室と普通教室の６クラスとなっております。特別教室は、

パソコン室、視聴覚室、理科室、家庭科室、音楽室を配

置しております。そのほか、放送室や児童会室、ＰＴＡ

室、教育相談室も配置しております。次に７ページのご

覧いただきたいと存じます。校舎棟と体育館棟の各方位

の立面図でございます。今後のスケジュールでございま

すが、平成２４年度は実施設計、平成２５年度は既存校

舎解体後に校舎棟と体育館棟の建設を開始し、平成２６

年度は校舎棟と体育館棟建設を引き続きおこなうほか、

グラウンドや外構整備をおこない、全面完成と考えてお

ります。説明は以上でございます

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 １４０台の駐車スペースというは今でもあるのでしょう

か。新規で作るのでしょうか。

山田委員 現在の港南中学校の体育館がある場所です。ハザードマ

ップの区域に入っている為、解体し駐車スペースとして

活用します。普段は使用しませんが行事等の際に使用す

る見込みです。市内で一番大きい規模になります。

谷藤委員 スクールバスは中まで入っていくのでしょうか。
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山田委員 現状では敷地の中に入るのは難しいと思います。スクー

ルバスは中央地区の子供たちが利用し２台から３台にな

ると思うのですが、現在のバス停の付近に停める形とす

ればバスを降りてから車道を横断せずにまっすぐに学校

に入る事が出来るのでそういった形で考えております。

佐藤総務課主幹 何度も検討したのですが、坂道等があり、敷地内に入る

のは難しいです。

黒光委員 校舎内に風を取り入れるようにというのはどのように風

が入ってくるのでしょうか。

佐藤総務課主幹 １階平面図をご覧ください。校舎の中央部にライトコー

トという部分が中庭みたいな状態になっております。こ

こは屋根がございませんので、雨も降りますが日光や風

も入ります。

山田委員 旭ヶ丘小学校のようなイメージになります。

西里委員長 この場所は、震災等あった時のために少し高い位置にあ

るのでしょうか。

山田委員 標高は１０メートル程度です。海からは離れた位置にな

ります。

芝垣委員 段差になっている部分は平地にすることはできなかった

のですか。

山田委員 あまり地形を変えないようにし、段差等も利用していま

す。

黒光委員 樹木の問題はないのでしょうか。

山田委員 あります。樹木調査を実施しており、グラウンドの下の

法面に樹木が多くあり、道路側に来ている部分もあるの
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でその辺は整理しなくてはならないと考えております。

西里委員長 １階で２学年が入るようですが、トイレの数は何人分く

らい用意するのでしょうか。

佐藤総務課主幹 便器の数はまだ決定しておりませんが６学級分に対応す

る数を設置する予定です。

芝垣委員 小ホールというのはどんな利用をするのでしょうか。

山田委員 学校授業をやっている時間帯は授業や集会などで利用し

ますが、放課後はスクール児童館として活用する予定で

す。旭ヶ丘小学校や地球岬小学校も同じ利用をしていま

す。

谷藤委員 グラウンドは現在のグラウンドを使用するのでしょうか。

山田委員 今のグラウンドを使用します。もともと中学校で使用し

ていたグラウンドなので、小学校にしては広いグラウン

ドになります。

西里委員長 ほかにありませんか。日程第１１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２４年第３回室蘭市教育委員会定例会を

閉会いたします。
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