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平成２２年第１回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２２年１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  別紙のとおり 
 
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 佐藤教育部長 川本総務課長 市橋総務課主幹［学校施設］ 國

枝総務課主幹［施設適正配置］ 松村学校教育課長 根塚指導主

事 高橋指導主事 森生涯学習課長 小西生涯学習課主幹[文化

振興] 佐藤生涯学習課主幹[スポーツ] 松原生涯学習課主幹

[読書活動推進] 山下生涯学習課主幹[読書活動推進] 田中青

少年課長 高木青少年課主幹 真野学校給食センター所長 照

井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２２年第１回室蘭市教育委員会

定例会を開会いたします。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２１年

第１２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４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。 

 

佐藤教育部長    それでは、報告第１号第４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。 

次の頁から項番号を記載しておりますが、１頁から２４頁に

かけまして、第４回定例会の質問要旨と答弁要旨を載せてござ

います。なお、途中斜線が入っている箇所がありますが、これ

は、今回都合で予定質問項目が取りやめになった箇所でござい

ます。 

この度の、第４回定例会は、昨年１２月１日から１５日まで

の、会期１５日間で開催され、本会議におきましては、全体９

人の質問議員の内、７人の議員から教育関連の質問があったと

ころでございます。 

それでは、各頁に沿いながら、簡潔に主に質問内容に沿って

説明をさせていただきます。 

最初は、１頁から５頁にかけて、民主・市民クラブの児玉議

員で１頁から２頁にかけては、平成２５年度までの１０年間の

計画である男女平等参画基本計画についてであり、計画の中間

点である現在の状況、また、これら取組みに対する分析と課題

の洗い出し、更には、条例制定の検討・研究状況のご質問があ

ったところであります。 
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次は、３頁から４頁にかけては、八丁平地区児童クラブの移

転についてでありまして、八丁平小学校の余裕スペースの関係

で学校から近くの町会会館に移転しましたが、更に、移転先の

町会会館が売却されることになり、再度、また移転することに

ついて、保護者の反対を受けた状況に対しての質問でございま

した。５頁は、教育委員会が退去した後の、「文化センター管

理棟の後活用」についてであります。 

次、６頁から８頁にかけては、公明党室蘭市議会の砂田議員

で７頁までは、「校庭の芝生化について」であり、特に鳥取方

式での芝生化事業について見解を求められたところです。８頁

は青少年の薬物汚染対策についてであり、特に義務教育段階の

現在取組についてでございました。 

９頁は、市政・創造２１の岡田議員で市内経済・雇用に関連

して小中学校のおける取組についての質問があったところであ

ります。 

１０頁から１３頁までは、民主・市民クラブの小田中議員で、

まず、１０頁から１１頁にかけては、引きこもり、ニート、不

登校など、子ども・若者の抱える問題に対処するため本年４月

から施行された「子ども・若者育成支援推進法」に関連した様々

な質問がございました。 

１２頁からは就学後の発達障害の発見と支援についてであり、

１３頁にあります就学前における関係機関との連携の質問に対

しましては、小学校校長会と私立幼稚園協会では、意見交換を

図り、連携をより密にしたい意向があることから、市教委とし

ても積極的な協力・支援をしたい旨お答えしております。 

１４頁は、公明党室蘭市議会の柏木議員で、今回、デジタル

テレビ購入に当たって、入れ替えになるアナログテレビの処分

についてでございます。 

次、１５頁から１９頁までは、新政会の早坂議員で再度、蘭

東中学校と向陽中学校の統合経緯についての質問がありました。 

また、１８頁から１９頁にかけては、文化財の活用のご質問

でございました。 

最後、２０頁から２３頁に関しては、日本共産党の田村議員

であり、今回は、学校管理下による事故についてであり、事故

発生状況・初期対応からはじまり、救急車を要請しなかった理

由、立替払い制度として本市独自に制度化してはどうか等多く



 4 

の質問を受けたところであります。 

以上が、第４回定例会におきます、主な質問の内容を中心に

して説明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      ７ページの校庭の芝生化について、鳥取方式という言葉を初

めて聞いたのですが、どのような方式の事をいうのですか。 

 

市橋主幹      鳥取県で、ボランティアによりポット式の芝生を植えている

のですが、その芝生は成長が非常に早く、飛び飛びに植えたと

しても、その成長で一面が整備されていくというような温暖地

帯に適した品種の芝生を使用する、というのが鳥取方式です。 

 

山田委員      北海道のような寒冷地で実用化するには、今後調査が必要だ

という答弁です。ポット式の縦よりも横に這うような芝で、値

段的にそれほど高くはないのですが、芝刈り等の維持管理も含

めて検討が必要だと思います。 

 

西里委員長     学校のどこを芝生化するのですか。 

 

山田委員      グランドです。 

 

西里委員長     グランドを芝生化するメリットはあるのですか。グランドに

はいろいろな用途があるので、ただ芝生を植えて緑があればい

いというわけではないと思いますがいかがでしょう。 

 

山田委員      一般的にクラブ活動で使用するグランドは土なので、不具合

がある場合もありえますが、怪我の防止効果、緑があることで

子どもの環境教育に良いなどのメリットがあります。 

国も補助制度を作りながら進めている部分はありますが、問

題は草刈等の維持管理です。  

 

西里委員長     他にありますか。 
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黒光委員      １ページの男女平等参画基本計画について、私も教育委員を

させていただいて、初めて来た時は男性ばかりで驚きまして、

もう少し女性がいてくれればと思いました。 

 

山田委員      男女平等参画基本計画では３０％を目標としていますが、実

際は１０数％程度です。 

 

黒光委員      もう少し増えるとお話もしやすくなりますし、女性参画が進

むことを願います。 

      あと、｢アバンセ｣の発行などいろいろな取り組みを行ってい

るようですが、｢アバンセ｣に対して助成金は出ているのですか。 

 

山田委員      助成金は出ておりません。印刷だけなので、消耗品の予算で

庁内にて作成しています。 

 

谷藤委員      ３ページの八丁平地区児童クラブについて、現在の施設が使

えなくなり、今後は旧商業高校の会館を使うということで、学

校から遠いと保護者から反対意見が出ているようですが、今後

どのような対応をとる予定でしょうか。 

 

佐藤教育部長    確かに保護者から児童クラブが学校から遠いという事で反対

意見はありますが、八丁平小学校に通っているお子さんが多く、

通学区域内ということで場所を探しましたが、現在の場所しか

条件を満たすところがありませんでした。 

来年度については、児童クラブは旧八丁平町会会館にて運営

を行いますが、２３年度は八丁平小学校の児童数推移によって

教室に空きが生じた場合には児童クラブを学校内に戻す可能性

もあります。 

 

山田委員      ２４年度は教室に空きが出る見込みなので、児童クラブが学

校内に戻る事になりそうです。２３年度は、児童数の推移によ

る学級数の確定が不確実なため、移動の判断は難しいですが、

いずれにしても、どちらの可能性も考えていきます。 

 

谷藤委員      今回の旭ヶ丘小学校には多目的ホールがありましたが、八丁
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平小学校にはないのですか。 

 

山田委員      多目的ホールは、海陽小学校以降の新設統合から整備が行わ

れているので、八丁平小学校にはありません。 

 

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１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。 

 

松村学校教育課長  初めに、学校教育課に係ります行事予定について、ご説明申

し上げます。 

１４日から２０日の間で小中学校の３学期始業式が行われま

す。小学校では、１９日が７校、２０日が１３校ですが、中学

校は、１４日が１校で、残りの９校は１５日となってございま

す。ただ、前回の定例会でもお話しいたしましたが、白鳥台小

学校は、１月２０日始業式ですが、インフルエンザの臨時休業

の影響から、授業時数確保ため、１月１８日と１９日には５年

と６年生のみ授業を行うことで２日間短縮としてございます。

また、東中学校では、１月１５日が始業式ですが、１３日と１

４日の午前中、３年生が授業を行います。 

以上でございます。 

 

森生涯学習課長   続きまして、生涯学習課に係る行事予定のうち、主なもの 

をご説明いたします。 

まず、社会教育の関係ですが、１８日（月）に、自主運営し

ております悠悠ライフの教養、書道、華道、カラオケ、舞踊、

園芸の各講座の運営委員さんによる、運営状況の報告、来年度

の参加者の募集についての協議などを行う、運営交流会を行い

ます。また、子育て出前セミナーを、２７日（水）に中島保育

所で、まだ開催日は確定していませんが、すみれ文化幼稚園で

開催予定です。 

次に、文化振興の関係ですが、２０日（水）から２４日（日）

まで、文化センター展示室と市民美術館オープンギャラリーを

会場に「第８４回道展室蘭移動展」が開催されます。今年の１

０月に札幌を本会場として開催された道展の受賞作、入選作な

どの中から選抜して展示するものです。文化センター展示室部
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分について入場料がお一人２００円となります。 

次に、読書活動推進の関係ですが、８日（金）、本館講堂で

「こども木工教室」を開催します。内容は、組み木の恐竜・テ

ィラノサウルスを、紙やすりで形を整えて完成させるもので、

参加料は無料、事前の募集により小学生２０人の参加がありま

す。また、２７日（水）、本館講堂で「読み聞かせ講座」を開

催します。江別市在住の片桐亜結子さんを招き、初心者を対象

とした、絵本などの読み聞かせ実践方法の講演と実技指導を実

施します。参加料は無料で、読み聞かせに興味のある方２０名

を募集します。 

次に、民俗資料館の関係ですが、２０日から３月１９日まで、

収蔵品を整理するため休館します。 

次に、女性センターの関係ですが、２９日、２月５日、１２

日の金曜日３週にわたり、３回シリーズで、初心者でも楽しん

で基礎から学べる「エアロビクス・ダンス」の講習会を開催し

ます。講師は、健康運動指導士の大友康子さんで参加料は無料。

定員は２０名で、電話で申し込みを受けています。 

次のページをご覧ください。市民美術館の関係です。昨年１

２月１５日から今月３１日（日）まで常設ギャラリーで、本市

所蔵作品の中から伊藤正さん、西村貴久子さんなどの筆になる

肖像画を展示する「絵になる男たち女たち －肖像画あれこれ

―」を開催しています。また、５日からオープンギャラリーで、

本市在住の画家 北浦晃さんが所蔵する著名作家の油彩、版画

などの小品を展示する小さな美の世界展を開催しています。 

最後に、青少年科学館の関係ですが、ご覧のとおり、スポッ

トサイエンスやファミリーサイエンス、科学クラブを開催して

まいります。 

以上で生涯学習課分の説明を終ります。 

 

田中青少年課長   １月１０日(日)午後１時から室蘭市文化センターにおきまし

て、平成２２年室蘭市成人祭を開催いたします。 

今年の成人祭の対象は、平成元年４月２日から平成２年４月

１日までに生まれた方が対象でございまして、対象者は男性５

８３人、女性３８３人、計９６６人（平成２１年１２月１日現

在）であります。 

今年も新成人による実行委員を募集し、１６名の実行委員に
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より成人祭の企画立案を行いました。 

成人祭の内容は、第１部が式典で、国家斉唱、室蘭市長祝辞、

来賓紹介、祝文・祝電披露(掲示)、第２部が祭典で、「ＡＪＧ 

ＫＩＤＳ」によるダンス・よさこい演舞、「新成人によるのど

自慢」、こちらは１０名が出演予定です。 

なお、「新成人によるのど自慢」の審査員には西里委員長、

新宮市長、我妻市議会議長の３名にお願いしてございます。 

このほかに、「新成人によるライブ」、「抽選会」を予定して

ございます。 

また、当日は、「淡交会室蘭支部室蘭青年部」によるお茶の

サービス、「しらべの会」による琴の演奏、「装道きもの学院認

可連盟室蘭地区」による着付け直し、「パソコンボランティア」

による｢要約筆記｣、「手話の会」のボランティア団体にご協力

をお願いしてございます。 

このほか、中学校の恩師のお祝いメッセージの掲示、中学校

の卒業アルバム展示も行います。 

なお、教育委員の皆さまにもご案内を差し上げてございます。 

お車でお越しの際は、文化センター内に駐車場を用意してござ

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。 

 

川本総務課長    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、

御説明申し上げます。次の頁の報告第３号別紙寄附採納状況報

告書を御覧いただきたいと存じます。 

寄附採納につきましては、１件でございまして、１２月１５

日にふくろうの会代表様より、読書普及のため、図書を２８冊、

金額にいたしまして、３４万４千円相当の御寄附がございまし

た。これらは、ふくろう文庫に収められ、市民の読書普及のた
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めに、活用させていただくこととしてございます。 

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     ほかに、ありませんか。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号平成２２年度教育予算に係る意

見書提出の件を議題とします。説明をお願いします。 

 

佐藤教育部長    議案第１号 平成２２年度教育予算にかかる意見書提出の件

について、御説明申し上げます。 

本件は、提案理由に記載しておりますが、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２９条において、市長が予算を作成

する場合、教育に関する事務については、教育委員会の意見を

聞かなければならない、とされておりますことから、意見書と

して本案を市長に、提出しようとするものでございます。 

議案第１号別紙をご覧いただきたいと存じます。教育予算に

対する考え方を記載しており、平成２２年度の教育予算の重点

事項を別紙のとおり取りまとめたものでございます。 

概略をご説明いたしますと、次ページになりますが、大きく

１４項目に分類しております。 

なお、具体的な内容としては、ただ今配布しました参考資料

をご覧ください。 

ただし、ただ今配布しました参考資料の主な事業項目、並び

に、そのことに係る数字は、予算要求時、または、現時点にお

ける直近の査定の現況であり、今後も変動する可能性がありま

すので、あくまでも現時点における、参考とされるようよろし

くお願いします。 

また、平成２２年度当初予算の内示（報道発表）は、例年ど

おり来月上旬を予定しており、最終的には、３月議会で議決さ

れるものでございます。 

まず、１の「学校教育事業の促進」といたしましては、（１）

の、教育研究活動の充実、（２）として、私立の専修学校、高

校、幼稚園への補助など私学振興の充実、（８）として、特別
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支援教育の推進、（９）として子どもの安全対策の充実など１

１項目を、２の「学校施設・設備の整備」では、学校の改修等

環境整備事業の促進や、校教具の整備などの３項目を、３の「旭

ヶ丘小学校建設事業」では、平成２２年４月開校の予定でござ

いますが、旧校舎を解体し、グラウンド整備を、４の「翔陽中

学校建設事業」では、平成２３年４月の開校を目指して、校舎

棟の建設、外構及びグラウンド整備、備品購入を、５の「蘭東・

向陽統合中学校整備事業」では、平成２４年４月の開校を目指

して、校舎棟の増築、エレベーターの設置及び備品購入のほか、

蘭東中学校を旧日新小学校に一時移転するため、生徒のバス移

動経費を。６の「北辰・港南統合中学校建設事業」では、平成

２５年４月の開校を目指して、測量等の調査及び実施設計を。

７の「学校給食センター施設・設備の整備」では、施設修繕や

備品の更新を。８の「生涯学習活動の推進」では、学習情報提

供事業の充実と学習相談体制の整備を。９の「社会教育事業の

推進」では、家庭教育支援の充実を。１０の「男女平等参画社

会の推進」では、男女平等参画学習の充実など４項目を。１１

の「芸術・文化の振興」では、文化活動の奨励と芸術文化事業

の推進を。１２の「青少年の健全育成と非行防止の推進」では、

青少年団体活動への支援の強化及び地域住民活動の推進、放課

後児童対策の充実など４項目を。１３の「社会教育諸施設の整

備」では、文化センター、市民会館、図書館の施設整備を。最

後であります、１４の「スポーツの振興及び施設整備」では、

市民スポーツの普及促進および指導者の育成など３項目を、要

望するものでございます。 

なお、本日、審議、決定された意見書につきましては、速や

かに新宮市長に提出する予定でございます。 

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      １－（８）のスクールバス運行の金額が大きいですが、市内

すべての小中学校分についてですか。 

 

山田委員      はい、すべての小中学校分です。今後、統合が進めばさらに

増えていき、おそらく現在の倍近くにはなると思います。 
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芝垣委員      スクールバスはどのような基準ででるのですか。 

 

山田委員      小学校であれば通学距離が２ｋｍ以上、中学校では３ｋｍ以

上で運行する事となっています。 

 

黒光委員      １２－（３）スクール児童館委託の金額も大きいですね。 

 

山田委員      今、スクール児童館は１１ヵ所ありますが、来年は中島小学

校、日新小学校のスクール児童館がなくなり、旭ヶ丘小学校の

１ヵ所になります。ですので、スクール児童館は先ほどのスク

ールバスとは反対に統合に合わせて減っていきます。 

 

黒光委員      １０－（４）の男女平等参画計画推進の中で情報誌作成の予

算がありますが、これは先ほどお話にでましたアバンセの印刷

費でしょうか。 

 

森生涯学習課課長  はい、そのとおりです。年２回発行しており、町会にも回覧

をしています。 

 

西里委員長     １－（２）で私学振興の充実とありますが、市内の私立幼稚

園、何園に対してどのような支援を行っているのですか。 

 

松村課長      市内の私立幼稚園は１１園ありますが、先生の研修費などと

して、１園あたり５０万円の補助がございます。また、施設の

大規模改修に対して１園につき５００万を上限として補助を行

っております。 

 

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７議案第２号蘭東・向陽中学校統合新設校の校名の

決定及び室蘭市立小中学校設置条例改正に係る市長への申入れ
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の件を議題とします。説明をお願いします。 

 

國枝総務課主幹   議案第２号蘭東・向陽中学校統合新設校の校名の決定及び室

蘭市立小中学校設置条例改正に係る市長への申し入れの件につ

きまして、説明します。 

本件は、関連する２つの議案をまとめてあります。 

最初は、平成２４年４月１日開校を予定しております、蘭東

中学校と向陽中学校の統合による新設中学校の校名の決定です。 

４枚目に添付しています、議案第２号別紙参考２をご覧くださ

い。１２月１８日付けで、関係小中学校の地域住民・学校・保

護者の代表で構成する中島・知利別・宮の森・八丁平地区中学

校統合協議会会長から、統合中学校の校名決定について、広く

市民等から公募を行い、統合協議会で選考を行った結果、最終

的に「室蘭市立桜蘭中学校」を新校名として推薦するので、採

用していただきたい旨の文書でございます。次のページに、選

考経過を記載しておりますので、ご覧ください。市民等への校

名募集期間は、昨年１１月１６日から１２月１１日までの約１

ヶ月間実施をし、応募総数は１８８件、重複等を整理しますと

１４４種でした。これを受け、１２月１７日に統合協議会を開

催して、１次選考・２次選考に続いて、２回の最終選考を行う

など、慎重に絞り込みを行い、最終的に「室蘭市立桜蘭中学校」

に選定したものであります。 採用者は、５名の方々で、校名

の由来・意味としましては皆さん共通に、「室蘭の“蘭”と、

統合校所在地の蘭東中の周りには、たくさんの桜の木があるの

で“桜”の文字を入れ、明るくあいさつのできる学校をイメー

ジして」ということでございます。なお、最終的な校名の決定

は、第１回市議会定例会での室蘭市立小中学校設置条例の改正

議決により、正式決定となります。以上が、蘭東・向陽中学校

の統合校の校名の決定の件でありますが、公募により多数の

方々から応募があり、その中から統合協議会で慎重に絞り込

み・選考を行った結果、推薦をいただきましたことから、尊重

していただき、統合新設校の校名として決定していただきます

よう、お願いしたいと存じます。 

続きまして、室蘭市立小中学校設置条例改正に係る市長への

申し入れの件についてでございます。２枚目の議案第２号別紙

をご覧ください。このたびの市長に申し入れを行う議案は、室
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蘭市立小中学校設置条例の一部を改正する条例でございます。 

１点目は、蘭東中学校と向陽中学校の統合に伴う統合校の名

称を、「室蘭市立桜蘭中学校」とし、位置を現蘭東中学校のあ

る「室蘭市知利別町１丁目１１番３０号」とするものでござい

ます。次のページに、新旧対照表で示しておりますので、参考

にしてください。この改正は、統合校として使用する現蘭東中

学校校舎の増築整備を行うため、文部科学省に対して財源とな

る補助申請に必要な事項として、当該統合校の名称を学校設置

条例に定めた改正が必要なため行うものでございます。 

施行期日につきましては、開校を予定しております平成２４

年４月１日としてまいりたいと存じます。２点目は、当該統合

校の改修期間中、蘭東中学校生徒の教育環境を確保するため、

閉校となる日新小学校に一時移転をするものでございます。 

蘭東中学校の校舎・体育館について、耐震補強工事及び大規

模改修工事を実施する工事期間中、騒音・振動等工事による教

育環境の低下を避けるため、平成２２年３月で閉校となる日新

小学校に移転をして、蘭東中学校生徒が安心して学習・部活動

を行うことができるように配慮するものです。なお、この一時

移転につきましては、条例附則による経過措置として、移転期

間は平成２２年５月の連休明けから平成２３年１月の冬休み期

間までを予定しておりますが、その期間につきましては教育委

員会規則により定めることとしており、本条例改正案が議会で

議決となりました後、教育委員会規則を定める予定でございま

す。 

以上でございます、ご審議の程、よろしくお願いを申し上げ

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。 

 

谷藤委員      名前につきましては、この地区にふさわしい名前だと思いま

す。蘭東中学校の改修工事の期間につきまして、５月の連休明

けから1月の冬休み期間までと約１０ヶ月間だという説明でし

たが、授業が始まる４月に向けて引越しは行えないのですか。 

 

國枝総務課主幹   日新小学校は３月末で閉校を迎え、春休みに入りまして速や

かに旭ヶ丘小学校へ移りますが、校舎棟については中学生仕様



 14 

にするため一部手直しが必要になってくる部分がございます。

蘭東中学校の生徒に対しましても、入学式・始業式は蘭東中学

校にて行いまして、ゴールデンウイークの比較的休業期間が長

い間に引越しを行い、３学期・始業式が始まり、または、卒業

式・終業式が始まる時には、新しくリニューアルしました校舎

にて勉学をしていただくというような意図を持ちまして、この

ような期間を設定させていただいております。 

 

谷藤委員      移転期間は送迎バスを運行させるということですが、それぞ

れの学校の前を往復するということになりますか。 

 

松村学校教育課長  それにつきましては、これから話を詰めてまいりますが、蘭

東中学校の前からでは、渋滞の問題等懸念されるため、スクー

ルバスの様に路線を決めて運行する方法になるかと思います。 

 

谷藤委員      部活動終了後の送迎バスの扱いをどうするかなど、細かな問

題があると思いますが、これについてはどうお考えでしょうか。 

 

松村学校教育課長  部活動は授業ではありませんので、部活動終了後の生徒のた

めに公費を支出して送迎バスを用意するという事は難しいです。 

スクールバスを出す３ｋｍという基準から考えて、その基準

をみたしている生徒はそれほど多くないのにバスを出すという

ことが特別な措置ですので、そのような点からみても難しいと

いえます。 

 

西里委員長     ほかにありませんか。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

に、日程第８議案第３号室蘭市文化センター条例施行規則中一

部改正の件を議題とします。説明をお願いします。 

 

小西生涯学習課主幹  

         議案第３号、室蘭市文化センター条例施行規則中一部改正の
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件につきまして、ご説明いたします。 

本件につきましては、昨年１１月２６日に開催の教育委員会

定例会におきまして、室蘭市文化センターリハーサル室の増設

に伴う使用料設定と控室の廃止に係わりまして、室蘭市文化セ

ンター条例の一部改正する条例について、ご審議を頂きました

が、１２月１５日の市議会定例会におきまして可決されました

ことから、この条例改正に伴う、規定の整備を、今回行うもの

であります。 

改正の内容でございますが、二枚目の議案第３号参考「室蘭

市文化センター条例施行規則新旧対照表」をご覧下さい。 

最初に、第３条(使用許可の申請)及び第９条(使用料の還付)

中の、｢控室｣を削り、「リハーサル室又は控室」を「又はリハ

ーサル室」とし、「展示室等」を｢展示室｣に改めます。 

次に、真中より下、別表第２中の、「展示室等」を｢展示室｣

に改め、別表第３の対象区分欄中、｢控室｣を削り、「展示室等」

を｢展示室｣とし、「リハーサル室及び控室」を｢及びリハーサル

室」に改めます。 

最後に、様式第１号中の、リハーサル室の「Ａ・Ｂ」を「Ａ・

Ｂ・Ｃ」に改め、｢控室（１・２）｣及び「ギャラリー」を削り

ます。 

次のページ、「室蘭市教育委員会公共施設予約システムの利

用者登録、運用等に関する規則新旧対照表」をご覧ください。

第２条(対象施設)の第１項第２号中、｢控室、展示室及びギャ

ラリー｣を「及び展示室」に改めます。最初のページ議案第３

号に戻りまして、附則をご覧下さい。 

この規則は、公布の日から施行しますが、様式第１号の改正

規定「Ａ・Ｂ」を「Ａ・Ｂ・Ｃ」に改める部分に限り、平成２

２年４月１日から施行し、これ以外については、平成２２年１

月１日から適用します。 

以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し

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。 

 

（なし） 
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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。 

 

西里委員長     次の案件についてお諮りいたします。日程第９議案第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ご異議ありませんか。          

 

（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。 

 

（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２２年第１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     川 本  修 


