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平成２５年第２回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２５年２月７日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後７時１０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２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 室蘭市特別支援教育推進協議会諮問に対する答申の件

第６ 報告第４号 室蘭市学校給食運営協議会諮問に対する答申の件

第７ 議案第１号
室蘭市・登別市に係る就学児童生徒の取扱いに関する協議書の

更新の件

第８ 議案第２号 平成２５年度室蘭市学校給食費等の件

第９ 平成２５年度教育行政方針（案）について

第 10 報告第５号 室蘭市立学校職員の懲戒処分に関する件
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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 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 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] 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 佐藤学校給食センター主幹
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西里委員長 それでは、ただ今から、平成２５年第２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１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２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１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。１～１９日に各小学校で初入学児童

の１日入学が行われます。次の、生涯学習課の社会教育

でございますが、１日に、「高齢者と子供のふれあい交流

事業『節分おたのしみ会』」が大沢スクール児童館で開催

されました。次の、女性センターでございますが、２７

日に「健康講座『指ヨガ』」が開催されます。次の民俗資

料館でございますが、１月２０日から３月１９日まで整

理休館となっております。次の、市民美術館では、１日

～３日に「室蘭市開港１４０年・市制施行９０年記念事

業『道展 室蘭移動展』」が開催されました。次の、青少

年科学館でございますが、７日に「ムッピークラブ『玉

ねぎ染め』」が開催されます。次のページにお進みいただ

きまして、次の、スポーツでは、９～１１日に「平成２

４年度日本スポーツ少年団ジュニア・リーダースクール

＜北海道・道南ブロック 胆振会場＞が登別ネイチャー

センターで開催されます。次の、図書館では、２１、２
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２日に「親子読書ふれあい事業（ブックスタート）」が保

健センターで開催されます。一つとびまして、次の、青

少年課では、１３日に「平成２４年室蘭市第２回室蘭市

青少年問題協議会」が議会第１会議室で開催されます。

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、１件でござ

います。ふくろうの会代表様より、図書１６冊、金額に

いたしまして２１０，０００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５

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。

中澤学校教育課長 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。本件につきまし

て、室蘭市特別支援教育推進協議会から、昨年１１月に
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続き、本年１月２１日に今年度２回目の答申を受けまし

たので、本日は、その判定内容を報告するものでござい

ます。次ページの報告第３号別紙１をご覧いただきたい

と思います。上段の表は、在学児童・生徒の判定結果で

ございます。現在の小学校１年生から中学２年生までの

就学指導対象者について、障害の種類、程度に応じて、

今回、特別支援学級の知的学級１名、情緒学級３名、難

聴学級１名、言語通級４名の計９名が、新たに判定を受

けたものでございます。同様に、下段の表は、来年度小

学校に入学予定の初入学児童のうち、１名が情緒学級と

の判定がなされ、在学児童生徒９名と合わせ、新たに、

今回、１０名の判定がなされました。今年度の判定を受

けた人数は、前回の１２７名と合わせ、１３７名となっ

てございます。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。

（なし）

西里委員長 それでは、報告第３号は、終了します。次は、日程第６

報告第４号室蘭市学校給食運営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。

照井給食センター所長 報告第４号室蘭市学校給食運営協議会諮問に対する答申

の件につきまして、ご報告申し上げます。参考１をご覧

ください。昨年、当委員会で平成２５年度室蘭市学校給

食費等の件につきまして、室蘭市学校給食運営協議会へ

諮問の議決をいただき、協議会で審議を重ねていたとこ

ろで あります。審議の結果、平成２５年度学校給食費１

食単価は、平成２４年度と同様に据え置きが望ましいこ

と。また給食回数につきましては、小学校は、平成２４

年度と同様に据え置き、中学校は平成２４年度よりも５

回増加することが望ましいとの答申を、去る１月３０日

にいただいた次第でございます。学校給食運営協議会で

の審議にあたり、説明を行いました平成２５年度の学校
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給食費の試算案等につきまして、ポイントを説明させて

いただきます。最初に、参考２の平成２５年度と平成２

４年度の基本物資単価比較表をご覧ください。パンや米

などの基本物資でございます。財団法人北海道学校給食

会から、基準パン、黒糖パン及び米飯の来年度の価格動

向が示されたところでございます。小学校及び中学校と

も昨年度単価と比較しまして、それぞれが値上げとなっ

てございまして、主な理由としましては、北海道産の小

麦や米の値上がり、最低賃金の改定等によるものとのこ

とでございます。なお、基本物資である牛乳の来年度価

格につきましては、２月末頃に北海道農政部から、示さ

れる予定でございますので、試算は、平成２４年度実施

額で行ってございます。次に、参考３の学校給食費・平

成２４年度実施額及び平成２５年度試算額（小学校）と

記載した資料をご覧ください。２４年度の実施額をベー

スとしまして、２５年度の試算額を算出した表でござい

ます。さきほどの参考１の単価をベースに基本物資の１

食単価を試算いたしますと、１０４円３８銭となります。

２４年度と比較して２円２９銭の値上げでございます。

次に、温食、副食、いわゆる汁物やおかず類などの一般

物資でございます。２４年度の１食当たりの単価である

１１６円９１銭に対しまして、消費者物価指数や来年度

の経済見通しなどを勘案した結果、２３銭増加の１１７

円１４銭との試算結果でございます。合計で２２１円５

２銭となり、２４年度実施額２１９円に対して、１食あ

たり２円５２銭、１．１５％の増が見込まれたところで

ありますが、今後も購入価格が低く、栄養価も考慮した

食材購入に努めることで、今回見込まれる増額分は十分

に対応が可能であると判断し、給食費は、２４年度と同

額の２１９円としたところでございます。続きまして、

参考４の中学校をご覧ください。中学校も小学校と同様

な考え方で、２５年度の学校給食の１食単価を算定 し

ました結果、基本物資が１１２円７７銭、一般物資が１

５４円２６銭となり、合計で、中学校は２６７円０３銭

との試算結果であり、１食あたり３円０３銭、１．１５％

の増が見込まれたところでありますが、小学校同様、今
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回見込まれる増額分は十分に対応が可能であると判断し

た結果、２４年度と同額の２６４円としたところでござ

います。最後に、参考５の平成２５年度室蘭市学校給食

費及び給食回数をご覧ください。学校給食費１食単価は、

平成２４年度と同額での据え置き。給食回数につきまし

ては、小学校は、平成２４年度と同様に据え置きとし、

中学校は５回増加としたところでございます。中学校給

食回数の増加の理由としまして、中学校長会から新学習

指導要領の完全実施に伴い授業時数が増加したため、給

食回数増加の要請があったものでございます。各学校で

は、授業時数確保のため、中体連の平日開催を土日開催、

始業式や終業式当日の普通授業実施、修学旅行の期間短

縮などの取組みを行っており、弁当持参日数が増加して

いるために対応するものでございまして、中学校の給食

回数を増やすことにより、年間給食費は、１，３２０円

増加することになります。以上の内容を給食運営協議会

で説明し、ご審議をいただき、平成２５年度の学校給食

費及び給食回数については、事務局案を全会一致で決定

したところでございます。以上でございます。平成２５

年度室蘭市学校給食費につきましては、この報告に基づ

きまして、議案を提出しており、ご審議いただきますの

で、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。

黒光委員 給食費については道内他市よりも低くなっており、今回

も食材等が値上がる見込みだが据え置きで大丈夫だとい

う事で、給食費を払う親としてはうれしいのかもしれま

せんが、資料にも書いてある購入価格が低く、栄養価も

考慮した食材とはどのようなものになるのでしょうか。

照井給食センター所長 栄養価につきましては学校給食法の栄養摂取基準という

ものがございましてカロリーや鉄分などそれぞれの摂取

基準が示されております。それに近づけるような形で食

材を選んでおります。
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黒光委員 例えばパンなどでは違う小麦に変えたりなどするのでし

ょうか。

照井給食センター所長 小麦自体は全道ほとんどの給食センターが学校給食会か

ら一括購入しており、それを変えるのは難しいかと考え

ております。

黒光委員 パンやご飯の単価がおかずより高いようですが、お米も

ななつぼしではなく安価なものに変えるなどの検討はし

ないのでしょうか。

照井給食センター所長 統一ではありませんが全道的にななつぼしを使用してお

ります。

黒光委員 国内の食材を使用しているのでしょうか。外国産の方が

安価だとは思うのですが給食は子どもが食べるのでその

点は大丈夫なのですね。

照井給食センター所長 ほとんどが国内産を使用しております。

山田委員 全てではないですよね。鶏肉などは海外産ですよね。

照井給食センター所長 基本的に道内産が７０％程度になり２０％程度が道外産。

残りの１０％程度がブラジルやメキシコ等の海外産を使

用しております。

山田委員 いずれにしても市場を通して購入しているため大丈夫だ

と考えております。

芝垣委員 ちょっと議題と離れるかもしれませんが、保護者が給食

費を納入する事になっておりますが、払わない保護者が

いたり、滞納額が溜まっている等で各自治体が困ってい

るのではないかと思うのですが、正直なところ室蘭市は

どういう状況なのでしょうか。
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照井給食センター所長 年間で９７．５％程度の保護者に納付してもらっており

ますが、残りの２．５％、金額にして７００万円程度の

滞納が毎年発生しております。

芝垣委員 滞納についてはどのように対応しているのでしょうか。

照井給食センター所長 催告書の送付や電話催促をして回収に努めております。

芝垣委員 具体的に効果はあるのでしょうか。

照井給食センター所長 効果はあると考えております。また、児童手当であれば

支払っていただけるという保護者の方も結構おりそちら

の方も効果があると考えております。

芝垣委員 給食費の未納については全国的に自治体で問題になって

おり、家計に余裕があっても払わないという保護者がい

たり、事情があって払えない人がいたり、回収で悩んで

いる自治体が多いでが、こまめに連絡を取りやっている

という事ですね。

谷藤委員 １１月の停電による臨時休校やインフルエンザで休校し

た時に給食費はどうなるのでしょうか。

照井給食センター所長 １週間連続して給食を取らなければその分の給食費は返

還することになっておりますが、先日の停電については

３日程度ですので、給食費は徴収する事になります。た

だ、業者の方の協力等もありまして、今回の３日分につ

いては別の日に提供する形をとっております。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、報告第４号は、終了し

ます。次は、日程第７議案第１号室蘭市・登別市に係る

就学児童生徒の取扱いに関する協議書の更新の件を議題

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号室蘭市・登別市に係る就学児童生徒の取扱い

に関する協議書の更新の件についてご説明いたします。
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本件は、登別市の一部の地域、美園町６丁目１２番地以

北に居住する児童生徒について、本市の小中学校に就学

させることを認める協議書の期間が平成２５年３月３１

日をもって満了となることから、この期間を１年間延長

するため、提出するものでございます。協議書の内容に

つきましては、議案第１号別紙をご覧ください。なお、

第１条から第６条までございますが、就学を認める期間

の１年間の延長以外の変更点は、ございません。第２条

第２項では、本市の受け入れとして、小学校は水元小学

校、中学校は東明中学校を規定してございます。第３条

では就学を認める期間を１年間と定めております。第４

条では、本市の受け入れに係る経費の負担について、毎

年５月１日現在の児童生徒数に基づき、登別市の負担と

する旨定めております。具体的には議案別紙に添付して

あります就学に要する経費算定基準をご覧いただきたい

と思います。小学校・中学校が別々になっておりますが、

区分Ａ欄は、室蘭市教育費児童一人あたりの負担金とし

て、室蘭市の学校教育に係わる歳出総額から歳入額を差

し引いたものを、平成２５年５月１日時点での児童数で

割って算定し、さらにＢ欄で室蘭市の普通交付税として

措置されている需要額を出し、これを差し引いた額が、

登別市が負担すべき一人当たりの単価としてございます。

中学校におきましても、同様の考えで算定しております。

また、平成２５年度の受入予定人数は、小学校が１１人、

中学校が５人です。参考までに、平成２４年度の受入れ

は、小学校は１４人で、一人当たり単価は１３１,０００

円、中学校は４人で、一人当たり単価は１３３,０００円

であります。以上でございます。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 この住所の子どもさんは大体室蘭の方に来るのでしょう

か。
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中澤学校教育課長 全員かどうかはこちらでは把握しておりませんが基本的

には登別市に通っていただくことになっており、室蘭市

を希望される方の名簿のみがこちらに来る形になります。

ただ、距離がかなり近いので室蘭市に来ている子の方が

圧倒的に多いと聞いております。

山田委員 登別だったらどこの学校に通うのでしょうか。

中澤学校教育課長 小学校が若草小学校で中学校が鷲別中学校になります。

西里委員長 慣習になっていると思うのですが、室蘭市は現在統合を

進めており通学距離がかなり遠くなる子どもも多いと思

います。そういった中で距離だけを考えてこの慣習をず

っと続けていくのはどうなのでしょうか。登別市の方で

スクールバスを出すなど考えはあるのでしょうか。

山田委員 言われる事はもっともだと思います。ただ、話に聞くと

今の住所に住んでいる方も室蘭の方に行きたいという保

護者が多いようです。登別市との関係では言えるかとは

思いますが、保護者や子どもの事を考えるとなかなか難

しいかと思います。

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。

次は、日程第８議案第２号平成２５年度室蘭市学校給食

費等の件を議題といたします。説明をお願いします。

照井給食センター所長 議案第２号平成２５年度室蘭市学校給食費等の件につき

ましてご説明申し上げます。本件につきましては、先ほ

どご報告申し上げたとおり、１食単価及び小学校給食回

数は、据え置きとし、中学校給食回数を５回増加し、１

年生と２年生は１８５回、３年生と支援学級は１７５回
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としたものでございます。ご審議賜りますようよろしく

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。

（なし）

西里委員長 それでは、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。

次は、日程第９平成２５年度教育行政方針（案）につい

て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、今月２６日から開催予定の第１回市議会定例

会において、教育長が議会に対し説明する平成２５年度

教育行政方針説明(案)を事前にお配りさせていただいて

おります。お手元の平成２５年第 1 回市議会定例会教育

行政方針説明（案）という表紙で１２ページの資料でご

ざいます。私から簡単に御説明申し上げまして、後ほど、

高見参事から詳細に御説明させていただきます。１ペー

ジから２ページにかけましては、教育推進の目標「２１

世紀を切り拓く心豊かで主体的に学び続ける人づくり」

の具現化を一層推進するために学校や家庭、地域の理解

と協力を得た教育活動を進め、特に、「生きる力」を育む

教育に鋭意取り組む考えと、社会教育行政を進めて学校

教育と社会教育が一層の連携を図る考えを述べておりま

す。教育行政方針の施策の概要につきましては、大きく

３つの柱から構成しております。１つ目の柱としては、

２ページから記載しております、「生きる力」を育成する

教育への取組みであります。２つ目の柱としては、６ペ

ージから記載しております、「子どもたちが安全・安心に
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学べる教育環境の整備」への取組みであります。３つ目

の柱としては、９ページから記載しております、「人とま

ちが生きる生涯学習の推進」であります。１２ページの

まとめでは、教育改革が進む中、教育行政の果す役割は、

ますます重要との認識に立ち、「子どもたちが生き生きと

輝く室蘭の教育づくり」と「生涯にわたって主体的に学

ぶ環境づくり」に努めていく考えを記載しております。

この後、高見参事から詳細の説明をいたしますので、委

員の皆様の御意見をいただければと思います。よろしく

お願いいたします。

高見指導参事 それでは詳細についてご説明いたします。私の方からは、

大きな柱３点についてでございます。ますはじめに、柱

の第一、子どもたちの「生きる力」を育成する教育の推

進について説明致します。「生きる力」の育成のうち、

「確かな学力」の向上については、全国学力学習状況調

査や本市独自の標準学力調査の結果を考察しますと、小・

中学校ともに一定の成果があらわれているものの、小学

校の一部の学校において全国水準に達していない状況や

家庭における学習習慣が十分に身に付いていないなどの

課題があげられます。したがって、今後もその実態を踏

まえ、小・中学校の密接な連携のもと、「本市学力向上

基本計画」に基づく取組の推進を通して、どの地域やど

の学校においても、確実な成果が現れるよう指導と助言

に努めます。確かな学力の向上に係わる具体的な取組と

しては、先進的な指導法の研究実践を行う研究奨励校の

指定ほか、引き続き小学校８校に学習支援教員を配置し

ます。また、北海道教育委員会が作成している「チャレ

ンジテスト」を活用しながら、学習習慣の定着と充実を

図る取組を進めます。さらに、「本市学力向上基本計画」

については、実施３か年間の検証を行い、より一層学力
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の向上を図るための今後の改善策を検討します。次に、

「豊かな心」を育む教育については、子どもたちの心に

寄り添った児童生徒理解に努め、生命を大切にする心や

公共心、規範意識などを育てる教育を充実させるととも

に、自然体験や社会体験などの豊かな体験活動を通じて

内面に根ざした道徳性の育成に努めます。いじめ問題に

ついては、昨年１２月に「室蘭市いじめ問題総合対策」

を発出しましたが、今後さらに学校・家庭・地域・関係

機関との連携を深めながら「いじめ問題」の未然防止や

早期発見、早期対応の取組を強化します。また、教職員

を対象とした「いじめ問題」の研修会を実施するほか、

子どもたちの悩みを幅広く受け止めるための心の教室相

談員の配置拡充、さらに子どもたちの主体性を生かした

「むろらん子どもサミット」を開催します。不登校問題

につきましては、引き続き適応指導教室における相談・

支援を実施し、一人ひとりに応じた指導と支援を行いま

す。また、薬物乱用防止教室や性に関する指導、インタ

ーネット使用に関するマナー教室等を実施し、問題行動

の未然防止に努めます。次に、「健やかな体」を育成す

る教育については、学校ごとに体力向上プランを作成し、

その取組を充実させるとともに、望ましい生活習慣を身

につけさせる指導を充実させ、健やかでたくましい体づ

くりを推進します。次に、特別支援教育については、教

育相談や学習支援の取組を進めるとともに、障がいのあ

る子どもたちへの適切な就学相談と支援を継続します。

次に、特色ある教育活動については、世界に通じる子ど

もたちの育成事業として、小・中学生を対象とした「む

ろらんイングリッシュ・デイ」を開催するとともに、外

国語指導助手の活用や室蘭工業大学国際交流センターと
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の連携による、国際理解教育の充実に努めます。また、

ものづくりのまち室蘭に関連する事業として、室蘭工業

大学ものづくり基盤センターとの連携や職業体験学習を

通して望ましい職業観・勤労観を育むキャリア教育を充

実させるとともに、ふるさと教育としての「港ふるさと

体験学習」や環境保全の意識を高める「交通エコロジー

教室」を開催します。次に、幼児教育では、学びと育ち

を支える環境づくりを推進するため、「家庭教育セミナ

ー」や「２歳児ちびっこくらぶ」を実施します。また、

幼保小の円滑な学びの連携を図るため、関係者による懇

談会を開催し、その充実を図ります。次に、私学に対す

る振興ですが、幼稚園、高等学校・専修学校への支援の

他、園舎の老朽化にともなう大規模改修事業に対する支

援を行います。以上が第一の柱についての説明となりま

す。第２の柱は、子どもたちが安全・安心に学べる教育

環境の整備であります。本市の不審者被害件数は、ここ

数年減少傾向にあるものの、市内一斉巡回活動を引き続

き実施するとともに地域パトロール団体や関係機関との

連携を一層深めながら子どもたちの安全確保を図ります。

次に、「防災教育」については、本市防災計画に基づき、

学校ごとに防災マニュアルの見直しを行うとともに、外

部人材の活用や関係機関との連携を図りながら、教職員

対象の研修講座の開設や各校における防災訓練等の充実

を図ります。また、災害等の緊急時に保護者への情報伝

達をスムーズに行うために、学校ごとに保護者へ緊急情

報を送信できるメールシステムを構築し、その拡充を図

ります。次に、学校と地域の連携については、学校統合

による学校区の広域化に伴い、地域に根ざした学校づく

りの充実が求められているところです。そのため、児童
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生徒の教育活動の様子やその成果と課題について、保護

者や地域住民への説明責任をしっかりと果たすとともに、

各学校における地域人材や地域素材の活用を積極的に支

援し、開かれた学校づくりを一層推進します。次に、放

課後の児童対策として、八丁平小学校の敷地内に多目的

ホールを新設し、スクール児童館を開設します。また、

青少年問題については、ひきこもり、ニートなどに対処

するため制定されました「子ども・若者育成支援推進法」

への対応について、室蘭市青少年問題協議会における審

議を踏まえ、具体的な方向性を検討します。次に、学校

給食については、学校給食センター施設の改修を行い、

安全・安心な学校給食の提供に努めるとともに、栄養教

諭による食育指導の拡大充実と、望ましい食習慣の形成

を図る指導の充実に努めます。また、中学校の授業時数

増加に伴い、給食回数を５回増加します。次に、学習環

境の整備ですが、平成２５年４月に開校する室蘭西中学

校については、引き続き外構整備及びグランド整備を行

います。また、平成２７年４月に開校予定の中央・港南

地区統合小学校については、校舎棟及び体育館の建設工

事に着手するほか、平成２８年４月に開校予定の港北・

本輪西地区統合小学校については実施設計に着手します。

更に、平成３０年４月に開校を予定している蘭北地区統

合小学校については、統合校の建設方式を決定するため、

白鳥台小学校の耐力度調査を実施します。当面統合を予

定していない東明・港北・本室蘭中学校については、体

育館暗幕、校舎棟カーテンなど、老朽化した備品の整備

を行います。以上が第二の柱の説明となります。最後に、

第３の柱人とまちが生きる生涯学習の推進であります。

文化振興につきましては、引き続き文化芸術活動の振興
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を図るほか、市民美術館では、１０月に特別企画展を開

催するなど、関係諸団体と連携協力をしながら、市民に

優れた美術・音楽などの鑑賞機会を提供します。また、

昨年新たに国指定の名勝となったピリカノカ絵鞆半島外

海岸については、標識・説明板の整備を行うとともに、

周知パンプレットの作成やパネル展を実施します。この

ほか、南部陣屋史跡の災害復旧整備を進めます。次に、

読書活動推進につきましては、子どもの成長期に併せた

読書環境を整備するため、親子読書ふれあい事業や読み

聞かせボランティアなどの育成のため、「小学生のため

の読み聞かせ講座」を開催します。また、港の文学館に

つきましては、旧プロヴィデンスに施設を移転し、展示

スペースの有効活用や内容の充実を図るとともに、特別

展の開催などにより集客性の向上を図ります。次に、男

女平等参画社会に向けた取組につきましては、推進団体

と協働した啓発活動とともに、男女共生セミナーの開催

など、男女平等意識への醸成を図り、平成２６年度から

の第２次室蘭市男女平等参画基本計画の策定に向けての

見直し作業に着手します。次に、スポーツ振興につきま

しては、白鳥大橋パークゴルフ場を３６ホールへと拡張

整備するほか、入江運動公園陸上競技場の第２種公認継

続に向け整備します。また、スポーツ関係団体と連携を

図り、市民が安全・安心に利用できる施設整備の充実と

地域スポーツの振興を推進し、市民の健康増進の機会拡

大や各種大会などの誘致に努めます。最後に、各施設の

耐震化ついては、文化センター管理棟や青少年科学館の

耐震改修実施設計に着手するほか、学校給食センターや

中島公園野球場管理棟、胆振地方男女平等参画センター

の耐震補強工事を実施します。室蘭市体育館については、
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具体的なスケジュール等を検討します。また、省エネの

取組につきましては、民俗資料館展示照明をＬＥＤ化す

るとともに各施設における省エネの取組を今後も継続し

ます。 以上、平成２５年度教育行政方針について、三

点の大きな柱について説明申し上げました。ご審議のほ

どよろしくお願い致します。

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 防災教育で緊急時の保護者の情報伝達の中でメールシス

テムを実施するとありますが、既に実施しているところ

はあるのでしょうか。

高見指導参事 現在八丁平小学校で試行実施しております。どのような

配信が一番有効なのかを検証しており、次年度に各学校

に一斉にシステムを整備します。ある程度パソコンに詳

しい職員も必要となるため実施できる学校から随時実施

していく形を考えております。

谷藤委員 保護者の携帯メールのアドレス等を登録してもらって緊

急時に一斉配信する形になると思うのですが、現在の八

丁平小学校ではほとんどの保護者が登録しているのでし

ょうか。

高見指導参事 ２週間ほど前に確認しましたところ、７５％程度という

ことでした。先日、不審者関係で一斉下校があったので

すが、そういう事が起きると登録が増えるようでさらに

数件の登録があったようです。８０％近い保護者が登録

しているというのが現在のところです。

谷藤委員 先日の登別の事件の時も集団下校となったのですが、最

初はなんで帰ってきたのかわからなかったんですよね。

あの時は高校もそうだったのですが出来れば高校も連携

してやれれば本当に理想的ですよね。
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西里委員長 今の関連になるのですが、電気や電話が通じたときには

こういうシステムは働くと思うのですが、先日のような

停電になったときには全く機能しない可能性があります

よね。本当の防災と考えた時にメールシステムだけでは

問題があるのかと思うのですが。例えば大きな災害があ

って電気・通信が使用できなくなった場合の通信システ

ムはどうするかという事は考えているのでしょうか。

高見指導参事 先日の停電の時ですが、電話が通じない学校があり、ほ

とんどのやり取りは携帯電話を使用しておりました。緊

急時にどのような連絡をするかについても校長会等で検

討していきたいと考えております。

西里委員長 この問題は学校だけの問題ではなく市全体で考えていか

なくてはならない問題だと思いますね。

山田委員 平成２５年度の予算で非常電源を確保するということで

予算化しております。

芝垣委員 ４ページのいじめの問題ですが、教職員に対してのいじ

め問題の研修会の実施などと先生方に対する研修会を考

えておられるようですが、具体的には講師を招いての研

修などを考えているのでしょうか。

高見指導参事 現在の構想ですが、生徒指導担当者と教頭に加えて希望

者を対象に講演会のような形で道立研究所と相談しなが

らやりたいと考えております。

西里委員長 この中で教師の体罰問題の関係が入っていないのですが、

入れる可能性はあるのでしょうか。

高見指導参事 最初の部分で新しく「より信頼される学校づくり」とい

うのを昨年度のものに新たに加えました。ここで服務規

律の徹底ということで当然体罰についても服務に入りま

すので、こういう形で入れております。
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西里委員長 なかなか汲み取れないですよね。

芝垣委員 説明中に入れるなどはっきり言った方がいいかもしれな

いですね。

山田委員 社会問題になっており、言葉で入っているか入ってない

かで大分違うと思いますので入れる場所も含めて検討い

たします。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、日程第９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１０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）

西里委員長 御異議なしと認め、非公開とします。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２５年第２回室蘭市教育委員会定例

会を閉会いたします。
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