
平成２４年第６回室蘭市教育委員会定例会

会議録



1

平成２４年第６回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２４年６月７日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後６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

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 室蘭市教育委員会６月行事予定の件

第４ 報告第２号 教育機関等に対する寄附採納の件

第５ 報告第３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６ 議案第１号 室蘭市特別支援教育推進協議会委員の委嘱の件

第７ 議案第２号 室蘭市特別支援教育推進協議会諮問の件

第８ 議案第３号 室蘭市学校給食運営協議会委員の委嘱の件

第９ 議案第４号 室蘭市学校給食費等に関する諮問の件

第１０ 報告第４号 室蘭市立学校職員の訓戒措置に関する件

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 中澤学校教

育課長 高橋指導主事 萩原指導主事 山本生涯学習課長 真

野図書館主幹 佐々木青少年課主幹 照井学校給食センター所

長 佐藤学校給食センター主幹



2

西里委員長 それでは、ただ今から、平成２４年第６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５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６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１号室蘭市教育委員会６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。２日から１６日にかけて各小学校の運

動会がされます。次の、生涯学習課の社会教育につきま

しては、２８日に第３回社会教育委員の会が本庁舎２階

大会議室で開催されます。次の、男女平等参画推進では、

２４日に男女平等参画プラザ祭２０１２が市民会館ホー

ルで開催されます。次に一つとびまして、文化振興では、

１６、１７日に室蘭市開港１４０年・市政施行９０年記

念事業・第５７回市民音楽祭が文化センターで開催され

ます。次に一つとびまして、青少年科学館でございます

が、次のページにお進みいただきまして、１４～１７日

に第４５回さつき展が開催されます。次の、スポーツで

は、７日に、入江運動公園陸上競技場におきまして楽し

くランニングが開催されます。次の、図書館では、２８，

２９日に保健センターで親子読書ふれあい事業（ブック

スタート）が開催されます。以上でございます。
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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付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、２件でござ

います。１件目は、北興工業株式会社様に、室蘭市少年

野球場の防球ネットの補修を行っていただきました。こ

れは、施設の恒久性を維持し、市内の児童の健全な成長

を支援する奉仕活動の一環として行われたもので、金額

にいたしまして４０万円相当となってございます。次に、

ふくろうの会代表様より、図書１０冊、金額にいたしま

して１５万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２号は、終了します。次は、日程第５

報告第３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。

山本生涯学習課長 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。本年５月

３１日をもって任期満了となる社会教育委員の新たな委



4

嘱につきまして、教育委員会臨時会を招集するいとまが

ないことから、平成２４年５月３１日、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項に基づき、

教育長が臨時代理したものであり、同条第２項の規定に

基づき、報告するものでございます。臨時代理の内容で

ございますが、次のページの別紙に記載のとおりでござ

いまして、委員１０人のうち７人が再任、３人が新任で、

新任の内訳としまして、学校教育関係から絵鞆小学校長

の中塚洋司さん、家庭教育関係から室蘭市ＰＴＡ連合会

副会長の中野房枝さん、室蘭市私立幼稚園ＰＴＡ連合会

会長の増川拓さんが就任されております。任期は、平成

２４年６月１日から平成２６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 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号室蘭市特別支援教育推進協議会委員の委嘱の

件を議題とします。日程第７議案第２号室蘭市特別支援

教育推進協議会諮問の件と内容が関連しますので合わせ

て説明をお願いします。

中澤学校教育課長 議案第１号室蘭市特別支援教育推進協議会委員の委嘱

の件についてご説明申し上げます。本件は、室蘭市特別

支援教育推進協議会条例第３条の規定に基づき、次のペ

ージの議案第１号別紙の名簿とおり提案申し上げるもの

でございます。委員の任期につきましては、平成２４年

７月１日から平成２６年６月３０日までの２年間となっ

てございます。４０人の委員のうち、再任の委員２６人、

新任の委員は１４人となってございます。今回新任とな

る委員１４人は、第３号委員（教育職員）と第４号委員

（関係行政機関の職員）となってございまして、４月の

人事異動に伴う変更が多くなってございます。引き続き
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まして、議案第２号室蘭市特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、室蘭市特

別支援教育推進協議会条例第２条に基づき、提案申し上

げるものでございまして、障害等により教育上特別な支

援を必要とする、個々の子供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、あるいは、適切な

のかといったことなどにつきまして、室蘭市特別支援教

育推進協議会に対し諮問し、答申を頂くものであります。

答申内容は、個々の児童生徒に関しまして、特別支援学

級対象であるとか、特別支援学校対象、また、通常学級

対象で言語指導教室通級が必要、同じく通常学級対象で、

特別支援教育支援員（市嘱託職員）の配置が必要などと

なっております。対象となる幼児・児童・生徒につきま

しては、各施設・学校からの情報をもとに、今後取りま

とめを行います。昨年は、対象者１５６人（言語を含む）

について諮問を行ってございます。なお、今年度の諮問

につきましては、７月１０日開催の第１回室蘭市特別支

援教育推進協議会の席上で行いまして、１１月上旬に本

件諮問に対する答申を頂けるよう、業務日程を考えてご

ざいます。以上でございます。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。

黒光委員 以前に障害者の支援の際に、母子手帳のようなものを基

にして、生まれた時から継続して引き継いでいくような

内容のものがあったと思ったのですが、今回もそういっ

た形で行っていくのでしょうか。

中澤学校教育課長 幼い頃から障害があり情報が蓄積されている方について

は、それらの情報を基に引き継ぐ事になるかと思います

が、ある時点で障害等が分かった場合にはその時点から

になりますので、乳幼児の頃からの状況が引き継がれて

いない場合もあります。
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西里委員長 推進協議会に諮問する際に、３号委員は生徒の情報提供

をする形になるのでしょうか。

中澤学校教育課長 情報提供については担任の先生等、学校からの情報が集

まります。３号委員の中には養護学校の先生や市内の特

別支援学級の先生が入っておりますので、学校からの情

報を基にしてどのような支援が必要なのか決定していく

ことになります。

西里委員長 事前に資料は各委員に渡しているのでしょうか。

中澤学校教育課長 個別の情報は事前に委員の方に渡して協議していただい

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・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号室蘭市学校給食運営協議会委

員の委嘱の件を議題とします。説明をお願いします。

照井学校給食センター所長

議案第３号室蘭市学校給食運営協議会委員の委嘱の件

について、ご説明申し上げます。本件は、室蘭市学校給

食センター条例第４条及び同条例施行規則第８条の規定

に基づき選任する委員のうち、室蘭市父母と先生の会連

合会及び室蘭市公設地方卸売市場からの委員が退任した

ことから、その後任委員を委嘱いたしたくご提案申し上

げるものでございまして、議案第３号別紙をご覧頂きた

いと存じます。室蘭市父母と先生の会連合会の中野房枝

様、今井紀義様今野理恵子様、室蘭市公設地方卸売市場

の伊賀康祐様の４名の方々を新委員に委嘱いたしたく、

ご提案申し上げるものでございます。なお、委嘱期間は、

前任者の残任期間であります平成２４年６月７日から平
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成２５年６月６日まで委嘱いたしたく存じますので、ご

審議の程宜しくお願いいたします。

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議案第４号室蘭市学校給食費等に関する

諮問の件を議題とします。説明をお願いします。

照井学校給食センター所長

議案第４号室蘭市学校給食費等に関する諮問の件につい

て、ご説明申し上げます。本件は、室蘭市学校給食セン

ター条例第４条及び同条例施行規則第７条の規定に基づ

き、平成２５年度の学校給食費等につきまして、室蘭市

学校給食運営協議会に諮問いたしたくご提案を申し上げ

るものでございます。 また、学校給食費の決定につき

ましては、この諮問に対する運営協議会からの答申後、

教育委員会定例会にてご審議のうえ、決定いたすことと

なっております。なお、この諮問に対する運営協議会か

らの答申時期につきましては、平成２５年１月下旬頃を

予定しております。ご審議の程宜しくお願いいたします。

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。

谷藤委員 給食費の値上げ等についてはこれから審議されると思う

のですが、状況としてはどうなのでしょうか。物価も上

がっていると思うのですが。
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照井学校給食センター所長

１月の段階で決まるのですが、現在のところは値上げと

言った話は聞いておりません。

山田委員 ただ、前回の運営協議会の中で中学校長会の方から、給

食の回数について質問があり、給食の回数を増やしたい

との事でした。そうすると値上げに繋がるので、ＰＴＡ

の方がどうなのかということもあります。まだその辺に

ついては調整されてはいないようですが。

谷藤委員 給食の回数というのは基本的に学校のある日に１回では

ないのですか。年に何回かお弁当の日がありますが。

山田委員 学年によって違います。例えば３年生が１８１回程度と

少なくなります。他の学年は概ね１８３回程度です。全

道的にも給食の回数は少ない方です。小学校の方は現在

の回数で支障がないという話を聞いております。

黒光委員 授業が午後まであっても給食の無い日があるのですか。

山田委員 その回数しか出せないのでお弁当をもってくる日もあり

ます。それを少なくしたいとの事です。

黒光委員 どのくらいの割合であるのでしょうか。

高見指導参事 学校によるのですが、大体５回程度になります。学校で

の行事の組み方等で変わりますが、多い学校では今年度

１年間で１７回の学校があります。

黒光委員 給食センターで作っているのですよね。今回はこの学校

では給食はいらないという事になるのでしょうか。

山田委員 全体の回数が１８０回程度と決まっておりますが、実際

に午後まで含めて授業等行うのは１９０回程度あります。

ただそれに合わせて全てで給食をだすというのは難しい
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状況です。給食費そのものについては平成２１年に材料

費の高騰で値上げしておりますし、急激な値上げになる

ようなことはないと思います。

黒光委員 室蘭市は低い方でしたよね。

山田委員 全道でも低い方です。ただ、給食の回数も少ない方です。

親御さんにとっては負担が少ないと思いますが、給食の

回数を増やしてしまうと給食費を一気に上げる必要が出

てきます。前回値上げした際には全道でもかなりの市が

値上げをしたのですが、室蘭市だけとなるとなかなか説

明が難しくなるのではないかと思います。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、議案第４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。

次の案件についてお諮りいたします。日程第１０報告第

４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６回室蘭市教育委員会定例会

を閉会いたします。
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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 黒 光 ひ さ

会 議 録 調 製 員 大 谷 裕 司


