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平成２４年第８回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２４年８月２日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後６時３０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８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

（室蘭市スポーツ推進審議会委員の委嘱の件）

第６ 報告第４号 室蘭市スポーツ推進委員の委嘱の件

第７ 議案第１号 平成２５年度使用小中学校用教科用図書採択の件

第８ 報告第５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 中澤学校教

育課長 高橋指導主事 萩原指導主事 高屋生涯学習課主幹

山下図書館長 高木青少年課長 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８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７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 日程第３報告第１号室蘭市教育委員会８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１号室蘭市教育委員会８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。２０日から２１日にかけて各小中学

校の２学期始業式が予定されております。次の、生涯学

習課の社会教育でございますが、９日に「平成２４年第

４回社会教育委員の会」が２階大会議室で開催されます。

次の、男女平等参画推進でございますが、４日に「男女

共生セミナー開講講演会『民法を通して考える男女共生』」

がミンクールで開催されます。次の、文化振興でござい

ますが、１７～１９日に室蘭市開港１４０年・市制施行

９０年記念事業「第３６回道民芸術祭 第４３回胆振芸

術祭『絵画展』」が市民美術館で開催されます。次の、市

民美術館では、２８日～３１日に「ふくろう文庫特別展

－日中美術習作展－」が開催されます。次に、青少年科

学館でございますが、１日に「室蘭市市民憲章制定日 入

館料無料開放」が行われました。次のページにお進みい

ただきまして、次の、スポーツでは、５日に、「親子で楽

しくラン、ラン、ラ～ン」が入江陸上競技場で開催され

ます。次の、図書館では、２６日に図書館本館で講談社
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「英語のおはなし会」が開催されます。一つとびまして、

次の、青少年課では、２日に「児童クラブ交流会」がだ

んパラ公園で開催されました。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、室蘭市天沢小学校ＰＴＡ会長様より、

車椅子１台とノンスリップマット２枚、金額にいたしま

して１２６，７７５円相当のご寄附がございました。こ

のご寄附は授業等教育活動に活用させていただきます。

２件目は、ふくろうの会代表様より、図書２０冊、金額

にいたしまして１２６，０００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。

西里委員長 車椅子の寄附についてですが、使用する目的などはある

のでしょうか。

大谷総務課長 ＰＴＡの活動でベルマークを集めまして、学校で怪我な

どにより車椅子が必要となったときに使うように学校に

寄附されたものと考えてございます。
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萩原指導主事 また、総合的な学習の時間の中で福祉教育というものが

あり擬似体験で実際に動かしてみたりするのではないか

と思います。寄附の目的の中に授業等教育活動での利用

とありますので、おそらくそのような活動に取り組んで

いく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、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（室蘭市スポーツ推進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。

高屋生涯学習課主幹 報告第３号室蘭市教育委員会臨時代理の件についてご説

明いたします。報告第３号別紙の審議会委員名簿および

次のページの参考資料をご覧いただきたいと思います。

室蘭市スポーツ推進審議会委員につきましてはスポーツ

基本法および室蘭市スポーツ推進審議会条例に基づき委

嘱しておりますが、教育委員会に付議するいとまがござ

いませんでしたので、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、平成２４

年７月４日付けで教育長の臨時代理により任期満了に伴

う１０名の委員を新たに委嘱いたしましたので、同条２

項の規定に基づき報告するものでございます。この度の

委嘱につきましては、９名が再任、１名が新任でござい

まして、任期は平成２６年７月３日までの２年間でござ

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。

黒光委員 女性委員長とありますが、どういったものなのでしょう

か。

高屋生涯学習課主幹 スポーツ推進委員会の中にいろいろな部会がありその中

の女性委員会の委員長という事でございます。

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
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します。次は、日程第６報告第４号室蘭市スポーツ推進

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。

高屋生涯学習課主幹 報告第４号室蘭市スポーツ推進委員の委嘱の件について

ご説明いたします。報告４号別紙のスポーツ推進員名簿

および次のページの参考資料をご覧いただきたいと思い

ます。今年５月開催の定例会におきまして、任期満了に

伴う２１名の委嘱の件につきご報告させていただきまし

たが、今回新たに別紙名簿のとおり２名の委員を７月１

日付けで委嘱しましたので、ご報告いたします。当委員

の定数は室蘭市スポーツ推進委員規則に基づき３０人以

内となっており今回の追加委嘱で２３名となりましたが、

今後におきましても、スポーツ推進委員の確保につとめ

て参りたいと考えております。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。

谷藤委員 スポーツ推進委員の方はそれぞれのスポーツの専門家の

ような方なのでしょうか。

高屋生涯学習課主幹 特にスポーツを教えるための資格を持っていることが必

要であるなどの規則等はありません。いろんな競技をや

っている方や、スポーツに興味があったり、そういった

活動に参加されている方がスポーツ推進委員となってお

ります。

西里委員長 これは体育協会などの推薦などではなく地域からの推薦

が多いのでしょうか。

高屋生涯学習課主幹 そうです。現在全ての地区から出ていただいてる訳では

ありませんが、なるべく全ての地区から出てもらうよう

には考えております。

西里委員長 ほかに、ありませんか。それでは、報告第４号は、終了
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します。次は、日程第７議案第１号平成２５年度使用小

中学校用教科用図書採択の件を議題といたします。説明

をお願いします。

中澤学校教育課長 議案第１号平成２５年度使用小中学校用教科用図書採

択の件についてご説明申し上げます。本件は、議案別紙

１及び別紙２にございますとおり、２５年度も引き続き

２４年度と同じ教科書を採択しようとするものです。小

学校では平成２２年度に採択し、２３年度から使用して

おり、中学校では平成２３年度に採択し、今年度から使

用しているものでございます。また、教科書は、原則と

して、４年間継続して同じものを使用することになって

ございます。なお、高等学校分を含め、平成２５年度に

使用する教科書の展示会を６月１５日から７月４日まで、

市内の４会場において開催し、全体で５０人が閲覧して

おります。以上でございますが、ご審議のほどよろしく

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 ４年間というお話がありましたが、毎回採択するという

ことは変わる可能性もあるのでしょうか。

中澤学校教育課長 政令で定める期間が４年間と決まっており、毎年度採択

するということは決まっております。例えば教科書が発

行されなくなったりなど特殊な事情があった場合は新た

に採択することも考えられますが、基本的には４年間毎

年教育委員会の中で同じものを採択することとなります。

黒光委員 以前より量が増えている教科書になっていますが、先生

方にとってはどういった感じなのでしょうか。

高橋指導主事 中学校は今年度から新しい教科書を利用させていただい

ておりますが、以前ここでもお話があったかと思います

が、教科書が変わりその教科書をどう扱うかといった教
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師側の扱い方が重要ですねといったお話をいただいたこ

とから、年度当初に文系と理系の影響力の大きい国語と

数学に関しては教科書会社から直接室蘭市に来ていただ

きまして、全中学校の国語と数学の先生にそれぞれ直接

教科書の趣旨を説明していただきました。それにより混

乱なくスムーズに指導に入っていただけていると把握し

ているところです。今のところ教科書が変わったことで

問題視するような声は聞こえてきておりません。

萩原指導主事 小学校におきましては昨年１年間使われてきて、やはり

これまでと違い難しいところから、逆に教えやすいとい

うところもあるということはお伺いしております。昨年

度大きな混乱があったということは学校からは報告はな

く今年度２年目を迎えております。以上でございます。

黒光委員 うちの孫も今年１年生になったのですが、終業式の日に

国語の授業もあるんだと言って学校に行ったものですか

らやっぱり大変なのかなと思っていたのですが。

高橋指導主事 年間授業時数が増えましたので、これまででしたら終業

式の日などは教科がなかったりあっても１教科位であっ

たのですが、時間的な余裕がなくなってきているのが現

実です。

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５

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）



8

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 それでは、報告第５号は、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８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


