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平成２４年第４回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２４年４月３日（火）

開会 午後６時００分

閉会 午後６時４０分

２ 場 所 文化センター ４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 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

第４ 報告第２号 室蘭市教育委員会４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 室蘭市教育委員会事務局職員等の人事発令の件

第７ 報告第５号 室蘭市立学校職員の人事異動に関する件

第８ 報告第６号 室蘭市立学校職員の懲戒処分に関する件

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

５ 説明員 松村教育部長 高見教育指導参事 大谷総務課長 佐藤総務課

主幹［学校施設・施設適正配置］ 中澤学校教育課長 萩原指導

主事 山本生涯学習課長 矢元生涯学習課主幹[文化振興] 高

屋生涯学習課主幹[スポーツ振興] 山下図書館長 真野図書館

主幹 高木青少年課長 佐々木青少年課主幹 照井学校給食セ

ンター所長 佐藤給食センター主幹
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西里委員長 それでは、ただ今から、平成２４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

４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。説明をお願いします。

松村教育部長 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２４年度の予算案などの審議

を中心に、２月２７日から３月２３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、５会派のうち、４人の各会派の会長の議員

からの代表質問 と、一般質問で９人中のうち５人の議

員から教育にかかわる質問がありました。１ページから

３８ページまでございますが、１６ページまでが代表質

問で、１７ページからが一般質問になります。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、市政創造の会長 我妻議

員からのご質問であり、大きくは２項目で、スポーツ都

市宣言の見直しなど５点についての質問と、関連して２

点の再質問があったところです。１頁では、スポーツ都

市宣言の見直しの考えについて、２頁から３頁では、２
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点目の教育行政についてについて教育長の立場で市長ヒ

アリングへの同席についてと生きる力を育成する教育の

推進についてで、新しい学習指導要領の全面実施までに

先行実施してきた取組の実践評価をどのように分析し、

どのように教育行政に反映されているのかや、子供たち

が安心・安全に学べる環境の整備についてでは中学校部

活動にかかわるスクールバス対応にかかわって３項目の

質問があり、教育行政の４項目目の人とまちが生きる生

涯学習の推進では、市体育館や中島スポーツセンターな

ど５施設の重要性や必要性、優先度、役割をどのように

検討し、いつ具体的な方向性を明らかにするか」といっ

た質問があり、４頁では、関連して、教育長が市長部局

のすべてにわたって関与することについての考えと市体

育館は建て替えすべきと考えるが見解はとの再質問があ

りました。５頁から７頁は市民ネット・むろらん会長の

佐藤潤議員からのご質問であり、大きくは４項目あり、

関連して、１点の再質問があったところです。５頁、６

頁は３０人学級、３５学級や教職員の多忙化解消に向け

た市教委独自の取り組み、児童生徒がのびのび学べる環

境が学力向上につながるものと確信しているが、教育長

の所見を求めるもの、学習支援教員の全体計画について、

７頁では、旭川市の取り組みの例から、３５人学級実現

に向けた教育長と市長の決意について、の再質問があり

ました。８頁から１１頁にかけ、公明党室蘭市議会の会

長細川議員からのご質問であり、大きく３項目１点目、

生きる力の育成で、世界に通じる子供たちの育成につい

て、どのようなビジョン、今後どのような児童生徒の育

成を考えているか、２点目は、いじめ問題で、室蘭こど

も会議の開催に至った経緯と目的、今後の展望について、

３点目は、人とまちが生きる生涯学習の推進で、第２次

子ども読書活動推進計画の推進方法と課題についての認

識、また、読書ボランティアとの連携をどの生涯学習の

推進の中で今後の公共施設のあり方、スポーツ振興にか

かわって２点、今後の体育館の在り方、白鳥大橋パーク

ゴルフ場増設に向けた実施設計に至った経緯と今後のス

ケジュール、関連して、１１頁ではスポーツ振興にかか



4

わってスポーツ観光の取り組みついての再質問がありま

した。１２頁から１６頁にかけ、日本共産党室蘭市議団

の会長田村議員からのご質問であり、大きく６項目、１

点目、国の地域主権戦略大綱の影響のち、交付金化の対

象外の費用や、交付金化の方向とされる費用とその影響

について、公立高校の収容定員の廃止の影響、教員定数、

学級編制基準の決定権の移譲の影響等、非正規教員の状

況と今後の考え、２点目、副読本の原発に関する記述に

ついて、３点目、学習支援教員の配置の必要性、効果、

増員について、また、特別支援教育支援員の必要性と増

員の考えについて、４点目柔道の指導にかかわっての教

員の指導経験等について、５点目、学校教育における法

令違反にかかわる情報提供制度の状況について、６点目、

平和教育についての質問があり、関連して、１５から１

６ページでは、４点の再質問があったところです。次に、

１７頁 以降は、一般質問でございます。今回は、９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、市政・創造の岡田議員からであり、大きく３項目

１点目は、本市の教職員の校務実態と負担軽減策につい

て、２点目は、新学習指導要領について、小学校新学習

指導要領１年経過した検証、評価、課題について、武道

必修化に向けた協議実績・内容、柔道を選定した経緯等、

安全確保について、３点目は、市立体育館の耐震補強と

今後の在り方について、関連して、１９頁からは、細か

く９項目の再質問がありました。次は、公明党室蘭市議

団の柏木議員からであり、大きくは２項目、１点目は学

力向上についてで、体力と学力の相関関係について、体

力向上の１校１実践運動について、２点目は、図書館行

政についてで、読書活動推進計画について、市立図書館

と幼・保・小中学校・地域団体との連携について、デイ

ジー図書の周知について、次に、１４頁では、２点目の

特別支援教育で、団体貸し出しの現状と課題、雑誌・新

聞の購読基準等と雑誌スポンサー制度について、市民か

らの図書寄付について、収蔵図書の廃棄基準と処分方法

について、の質問があり、関連して、２５頁からは３点
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の再質問があった。次は、２７頁からは、室蘭まちづく

りネットの南川議員からであり、郷土学習について、ア

イヌ文化にかかわって２点の質問があり、関連して２８

頁では、２点の再質問がありました。次は、２９頁から

は、市政・創造の山中議員からであり、防災教育の再検

討についての質問がありました。次は、３０頁からは、

市民ネット・むろらんの小田中議員から１項目の質問が

あり、子どもからお年寄りまで、安心して希望の持てる

まちについてで、１点目は、白鳥大橋パークゴルフ場の

土地既購入費や休憩スペースの確保等について、２点目

は、ひきこもり対策の取り組み状況や子ども若者育成支

援推進法に対する本市の課題と今後の方向性についての

質問があり、関連してひきこもり対策に取り組む市長の

決意についての再質問がありました。最後は、３３頁か

らは、市民ネット・むろらんの 児玉 議員からであり、

大きく２項目、児童生徒の問題行動についてでは、本市

の状況、いじめの認知件数や最近の傾向等、解決済み件

数と解決に至る経緯、未解決の事案等、パソコン等ネッ

ト関連のいじめの状況、本市における出席停止の事例等、

不登校の実態、分析、以前との比較、不登校児童生徒の

現状、自傷行為の状況、子どもたちの精神疾患の質問で

は、カウンセリングを受けている児童生徒の実態把握や

欠席圧している事例の質問があり、紙蛍光灯、最後は発

３６頁からは関連して、３点の再質問があったところで

す。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。

芝垣委員 質問ではないのですが、先程の委員長の挨拶の中でもあ

りましたが、４月から中学校の１年生と２年生にダンス

と武道が必修となりますが、議会でもとりわけ武道につ

いて柔道が全中学校で選択された等いうことについての

質問が議員の先生方にも多かったようですが、なぜ中学
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校で武道を選択するのかしかもそれが柔道、剣道、相撲

に限るのか。礼儀作法や日本古来の何かなど履行趣旨は

あるようですが、決まった事ですがいろいろ疑問はあり

ます。問題は柔道の授業時間が年間１０時間程度ですよ

ね。１ヶ月で１時間あるかないかです。それで日本古来

の礼儀作法等が学べるかどうかは疑問ですが、一番気に

しているのは部活でも多いのですが柔道の練習中あるい

は試合中に非常に危険を伴うという事です。過去の裁判

例でもクラブ活動の顧問の先生方が偶然立ち会わなかっ

たり、立ち会っても不注意などで監督が不十分な場合に

訴訟を起こされ、高額な賠償を認める裁判例が多いです。

おそらく文科省も指導する先生方に対し留意点はいろい

ろ指示されると思いますが、教育委員会としても１カ月

に１時間程度とはいえ危険が伴う事から生徒が大きなけ

がや障害を負わないように十分注意していただきたいと

いうのが私の第一のお願いです。

萩原指導主事 柔道の件ですが、文部科学省から事故防止についての対

策・方針がまとめられ発出されたところであります。そ

れに基づきまして、まず一点目ですが１学期においては

実施しないという方向で各学校に通知したところです。

その１学期中に２点の事をお願いしているところです。

一点目が柔道の詳細な指導計画を作成していただく事。

二点目が安全対策のマニュアルを各学校ごとに作成して

いただく事。の２点をお願いしております。また、道教

委で実技指導を７月までに実施するという事です。また、

本市としても昨年度末に実技講習会を実施いたしました。

今年度も７月までに本市においても対象教員に対して実

技講習を行うことにしており、対策を練って２学期から

実施するという事で計画しております。以上でございま

す。

松村教育部長 柔道の指導については安全配慮を第一に先生方の研修を

行っておりますし、万が一事故が起きた場合については、

スポーツ振興センターという共済制度があり学校設置者

と保護者と国が経費を負担する制度ですが、学校管理下
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における事故あるいは怪我については、加害者がいるか

いないかではなく学校管理下であるという事で補償する

制度はあります。事故がない事がもちろんですが、万が

一起きた事故、災害についてはそういった補償の制度が

あります。

西里委員長 １年経過してからの事故発生率を知るための国や道単位

での調査等はないのでしょうか。

萩原指導主事 報告や調査等についてはございません。今後市教委にお

いては把握していきたいと考えております。

西里委員長 事故が多発すると１年や２年でやめる可能性も出てきま

すよね。

高見指導参事 教育局の方からは学年や生徒の技能に応じて柔道の技を

制限するなど、段階的な指導を行うようにとの通知が来

ております。それを踏まえて十分怪我の無いようにマニ

ュアルの徹底と指導者の徹底をしたいと考えております。

西里委員長 いろいろ制限すると柔道をとりいれた目的がなくなって

しまうのではないのでしょうか。

芝垣委員 長く続くかどうかはさておき、事故の無いように配慮し

てもらいたいと思います。

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。

大谷総務課長 報告第２号室蘭市教育委員会４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２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。６日に各小学校の入学式と各小中学

校の１学期始業式が、翌７日には各中学校の入学式が執
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り行われます。次の、生涯学習課の社会教育につきまし

ては、１２日に平成２４年第２回社会教育委員の会が開

催されます。次の市民美術館では、１日から３０日まで

「所蔵作品展『静かなる心』－室蘭市ゆかりの書家たち

－」が開催されております。次の、青少年科学館では、

８日に菊づくり講習会が行われます。次のページをご覧

願います。同じく、青少年科学館において、２２日にさ

つき育成教室が行われます。次の、スポーツでは、７日

から８日にかけて、高砂テニスコートにおきまして平成

２４年度むろらんテニス大会が、２９日には中島公園に

おきまして第３６回市民健康マラソンが開催されます。

次の、図書館では、２８日、２９日にこどもの読書週間

行事として復刻世界の絵本館オズボーン・コレクション

展が図書館本館で開催されます。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。

（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。

大谷総務課長 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、ご説明申し上げます。次のページの報告第３号別紙

をご覧願います。寄附採納につきましては、３件でござ

います。最初に、ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社室蘭

製油所所長様より、第４２回ＪＸ童話賞作品集『童話の

花束』２５０冊、金額にいたしまして１２万５千円相当

のご寄附をいただきました。このご寄附は市内小学校１

８校の読書環境充実を図るため活用させていただきます。

次は、財団法人むろしん緑の基金理事長様より、学校の

緑化推進に寄与したいとのことで樹木（エゾヤマザクラ）

１２本、金額にいたしますと５０万円相当の寄附がござ

いました。この樹木につきましては、桜蘭中学校の校庭
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内に植樹をさせていただきます。最後に、ふくろうの会

代表者様より、図書７冊、金額にいたしまして２５万円

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３号は、終了します。次に、日程第６

報告第４号室蘭市教育委員会事務局職員等の人事発令の

件を議題とします。説明をお願いします。

大谷総務課長 議案第４号室蘭市教育委員会事務局職員等の人事発令

の件について、ご説明申し上げます。議案第４号別紙１

をご覧いただきたいと存じます。発令内容につきまして

は、記載のとおりでございます。１は退職発令でござい

ますが、教育指導参事の酒井浩一ほか８名が平成２４年

３月３１日付で退職しております。２の採用発令でござ

いますが、酒井浩一の後任として、苫小牧市立緑陵中学

校教頭の高見恭介を指導参事として採用するものでござ

います。次に、３の部長職異動でございますが、教育部

長の堀敏雄が室蘭市へ出向し、４の部長職昇任で学校教

育課長の松村隆三が教育部長に昇任でございます。次に、

課長職発令でございます。総務課長山本一弘ほか４名が

室蘭市へ出向となっており、教育委員会への転入が山本

喜代勝ほか２名、教育委員会内での異動が３名のほか、

教育部長の生涯学習課長事務取扱を解くものでございま

す。次に係長職異動でございますが、教育委員会への転

入が佐藤亘ほか３名、教育委員会内における異動が１名

のほか、生涯学習課主幹の図書館長事務取扱を解くもの

でございます。次に、係員発令でございますが、学校教

育課学務係主任大沢結美ほか３名が室蘭市へ出向、再任

用で図書館に１名、新規採用で学校教育課に１名が配置
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されております。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 それでは、報告第４号は、終了します。次に、日程第７

報告第５号室蘭市立学校職員の人事異動に関する件を議

題とします。説明をお願いします。

中澤学校教育課長 報告第５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。平成２４年度市立小中学校の

教職員の当初人事に係っての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付けで３１日にご説明申し

上げた内申のとおり発令され、本日午後２時、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。

なお、市内異動の一般教職員につきましては、当該学校

長より辞令の交付を行っております。異動の内容につき

ましては、報告第５号別紙平成２３年度室蘭市立学校職

員人事異動報告書のとおりでございます。今年度は、蘭

東中学校と向陽中学校が閉校となり、新たに桜蘭中学校

が開校しましたので、学校数は小中合わせて２６校とな

ります。人事異動につきましては、昨年度からの教育局

の方針もあり、積極的に他市との交流人事を進めた結果、

昨年度に引き続き市外からの転入が多くなっています。

校長では１０人中４人が市外からの転入、１人が教頭か

らの転入採用です。教頭は、７人中５人が市外からの転

入、１人が昇任転入しております。一般教職員でも、期

限付教職員を除き、小中合わせ、教諭、養護教諭、栄養

教諭、事務職員が８１人異動しておりますが、このうち

３５人が市外からの転入となっております。なお、昨年

は一般教職員では９０人中３５人が市外から転入してい

ます。なお、桜蘭中学校の一般教職員の構成では、３４

人中、蘭東・向陽中学校からの異動者は２７人となりま
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した。 このほか、今年度の新採用は前年同様９人とな

っています。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）

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２４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 大 谷 裕 司


