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平成２４年第７回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２４年７月５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 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 議案第１号 室蘭市立学校職員の懲戒処分内申に関する件

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 高橋指導

主事 山本生涯学習課長 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
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西里委員長 それでは、ただ今から、平成２４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会議録承認についてであります。平成２

４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 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。

松村教育部長 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

ありますように、１頁から２３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おります。なお、

途中斜線が入ってページがありますが、予定質問項目が

取りやめになった箇所です。本定例会は、６月１１日か

ら２５日までの、会期１５日間で開催されたところであ

りまして、本会議におきましては、全体１３人の質問議

員の内、６人の議員から教育関連・教育行政についての

ご質問があったところす。市議会一般質問におきまして

は、再質問からの質問方法として、一括質問方式と、１

問１答方式があり、一括質問方式では再質問は２回まで、

１問１答方式では持ち時間の範囲で、テーマを絞って、

何回でも質問できるものであり、質問議員は、一括質問

方式か、１問１答方式か、選択することになります。そ

れでは、各頁に沿いながら、できるだけ簡潔に説明をさ

せていただきます。まず最初に、１頁から２頁にかけま

しては、市政創造の古澤議員からの質問であります。一

括質問方式で、市民が納得できる津波対策についての質
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問を受けたところであります。北海道防災会議が津波予

測した８．２メートルを受けて、どのように学校防災教

育に生かされるかとのご質問であり、関連して、再質問

は、質問内容は、出された津波予測をふまえ、危機感を

持って対応すべきとの再質問があり、学校では東日本大

震災の津波被害の教訓を生かし、危機難を持ってすでに

津波対応の避難訓練を行っている旨、答えさせていただ

きました。次に、３頁はから５頁にかけましては、元風

会の金濱議員からのご質問であります。金濱議員は一問

一答方式であります。４頁から次の５頁にかけましては、

閉校した小中学校の管理についての質問と、更に具体的

な再質問もございました。この中で、３回目の再質問で、

学校周辺の方々の協力をいただく考えについては、地元

町内会やグランドを管理している体育協会からの情報提

供をいただくなどして適切な管理に努める旨、お答えさ

せていただきました。次に、６頁から９頁にかけては、

市民ネット・むろらんの髙橋議員からのご質問でありま

す。一問一棟方式による、子供・若者支援についての質

問があます。不登校の実態やひきこもりについての対策

についての具体的な質問と、関連した再質問がございま

した。ひきこもりの再質問では、３回目の再質問で、専

門の窓口を設ける考えについて、当面は保健所の相談窓

口を紹介する旨、答弁させていただいきました。次に、

１０頁は、公明党室蘭市議会の柏木議員からのご質問で

あります。柏木議員からは、節電対策の質問の中の一つ

として、学校での節電教育についての考えの質問があり、

節電の具体的な方法などを指導するよう周知する旨、答

弁させていただいた。次に、１１頁から１６頁かけまし

ては、市民ネット・むろらんの児玉議員からの教育行政

についてのご質問であります。一問一棟方式によるご質

問で、今年四月に発生した京都府や千葉県・愛知県での、

暴走車が登校中の子供の列に突っ込み、子供たちが犠牲

になるという交通事故があったことから、学校の通学路

について、また、学校管理下における事故の状況、学校

安全計画、危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）

について、それぞれ質問があり、関連して、９回にわた
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る具体的な再質問がございました。通学路の安全対策に

つきましては、５回目の再質問の答弁要旨にございます

が、８月末までに、学校、市教委、道路管理者、警察、

保護者などによる緊急合同点検を実施し、点検結果をも

とに、安全対策を協議する旨、お答えさせていただきま

した。次に、１７頁から最後の２３頁までは、市民ネッ

ト・むろらんの立野議員からの教育行政についてのご質

問であります。一問一答方式によるご質問で、最初に、

学校統合が進む中で、本市の教育の歴史をどのようにつ

ないでいくかとのご質問で、関連しての具体的な再質問

があり、最後の５回目の再質問では、今後学校の外に展

示施設を検討しないのかとご質問があり、市全体の公共

施設のありかたの中で検討する旨、お答えさせていただ

きました。次に、２０頁からでありますが、教育施設の

再編について、耐震診断後の検討状況についてのご質問

があり、再質問では、特に港の文学館の移転先のご質問

がございました。２１頁の３回目の再質問の答弁要旨の

通り、民間遊休施設のプロビデンスを含め検討中で、年

内にも移転先の考えを取りまとめる旨、お答えさせてい

ただきました。また、６回目の再質問の答弁では、今後

具体的な協議をしていく旨、お答えさせていただきまし

た。以上が、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。

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 防災計画の件ですが、計画は各学校共通のマニュアルを

作成しているのでしょうか。それとも各学校の地域性を

考慮したものを作成しているのでしょうか。

高見指導参事 防災関係については昨年度に防災教育の暫定指針として、

大枠で各学校共通したものを示しており、それに沿って

各学校の実態に応じて付け加えたりしながら対応してい

るところです。また、標高の低い海陽小学校、翔陽中学

校、武揚小学校、絵鞆小学校については独自に津波の避
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難訓練をするように教育委員会から指導し昨年度に実施

しております。

山田委員 実際の公表の数字は東町、イタンキの沿岸では８．８ｍ

になっており、市の防災担当としては避難計画を含め全

体の計画を年内に作成する事となっているので、それに

基づいて学校でも対象となる学校については、それに合

わせる形で避難計画を作成していかなくてはならないか

と考えております。

芝垣委員 水道部の施設のあった場所が現在更地となっていますが、

そこに７階建ての建物が出来るようで、避難場所にする

ような話を聞いたのですが、８．８ｍを上回るのでしょ

うか。

松村教育部長 沿岸部分では最大８．８ｍですが、実際の浸水域はあの

辺りは１ｍ～２ｍくらいであったと記憶しております。

アパート自体は７階建てくらいになるので高さ的には問

題ないかと思います。

芝垣委員 また、東中学校のグラウンドを平地にしたが、その後さ

っぱり何もないのですがその後の進展はご存知でしょう

か。

山田委員 ３２，０００㎡あり、当初は宅地として民間に売却と言

う事で計画しておりましたが、津波の問題等いくつか課

題が出てきたため現在検討中です。この避難計画と合わ

せて年内に方向を決められればと庁内全体では考えてお

ります。

芝垣委員 プロビデンスについては、港の文学館にと相手の方から

指定があったのでしょうか。

山田委員 ４月２０日ころに金本太中さんがいらっしゃいまして、

プロビデンスについて、是非公共的に活用して欲しいと

の事でした。その中で太中さんの文学作品が北海道新聞
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文学賞を受けており、港の文学館の中に展示されており

ます。そういった事も含めて、港の文学館が一番ふさわ

しいのではないかと言う事で、６月議会では今後具体的

に協議していくという事で説明いたしました。

黒光委員 不登校の子供たちは少なくなっているのですね。スクー

ルカウンセラーなど色々な事をなさっていて、不登校か

ら学校に通えるようになった子供は何名くらいいるので

しょうか。

高橋指導主事 現在手元に資料がないため詳細な人数は説明できません

が、実際に不登校状態から復帰に向かった児童生徒とい

うのは、スクールカウンセラーの関わりや、本市の場合

特徴的な訪問アドバイザーの家庭訪問等による関わり、

当然ながら学校独自の教職員の関わりというものを含め

て、かなりの人数が不登校の初期の段階で学校に復帰で

きることをうれしい事に可能となっております。特に本

市の場合は、小学校段階における不登校の出現率が継続

的に多かった為、ここ数年間各小学校に対し、不登校の

芽の段階で子どもたちのケアをしていきましょう。とい

う呼びかけをしていった成果がこの数字に表れてきたと

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。

大谷総務課長 報告２号室蘭市教育委員会７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。２４日から２６日にかけて各小中学校

の１学期終業式が予定されております。二つとびまして、

生涯学習課の文化振興でございますが、１５日に室蘭市

開港１４０年・市制施行９０年記念事業ＮＨＫ室蘭放送

局開局７０周年記念ＮＨＫのど自慢が文化センターで開

催されます。次の、市民美術館では、２４日～３１日に
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所蔵作品展熊谷善正展が開催されます。次に、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、２１日～２２日に自由研究相談会が開催されます。

次の、スポーツでは、１４日に、ニュースポーツフェス

ティバルが室蘭市体育館で開催されます。次の、図書館

では、８日に図書館本館で講談社全国訪問おはなし隊が

開催されます。次の、青少年課では、２日に第６２回社

会を明るくする運動室蘭地区開催式が室蘭市民会館で開

催されました。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。

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。１件目は、室蘭ガス株式会社様に、ガステーブ

ルコンロ６台、金額にいたしまして６９３，０００円相

当のご寄附がございました。このご寄附は開港１４０年・

市制施行９０年を記念し、胆振地方男女平等参画センタ

ーの調理室の充実のため寄附されたものでございます。

２件目は、室蘭ロータリークラブ様より、図書券２万円

分のご寄附をいただきました。このご寄附は青少年の健

全育成のため、児童書を蔵書充実させることにより読書

普及を図るために活用させていただきます。３件目は、

ふくろうの会代表様より、図書１４冊、金額にいたしま

して１７４，０００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。
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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３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６議案第１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 西 里 弘 二

室蘭市教育委員会委員 谷 藤 豊

会 議 録 調 製 員 川 大 谷 裕 司


