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平成２２年第５回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２２年５月７日（金） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後６時２５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 酒井教育指導参事 堀総務課長 佐藤総務課主

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 萩原指導主事 小西生涯学習課長 巻生涯学習課主幹

[スポーツ] 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  
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西里委員長     ただいまから、平成２２年第５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の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、芝垣委員を指名いたします。 

 

西里委員長     次は、日程第２の会議録承認についてであります。平成２２

年第１回臨時会、ならびに平成２２年第４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     なければ、承認といたします。次に、日程第３報告第１号室

蘭市教育委員会５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。 

 

小西生涯学習課長  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。社会教育ですが、26日から、幼児や小学生の子供を持つ

親を対象に、地域セミナーや子育てサロンを開催します。次に、

読書活動推進ですが、1日から、図書館本館や分室、また、港

の文学館において、絵本の読み聞かせ、また、ふくろう文庫特

別展などを開催します。次に、港の文学館ですが、1日から「室

蘭地方自分史の会の特別展」が開催されます。次に、民俗資料

館ですが、1日から開館30周年企画展などを開催します。次に、

室蘭市民美術館ですが、1日から「絵画は語る」特別展や、藍

染め体験学習を開催します。次に、青少年科科学館ですが、1

日からスポットサイエンス、科学館祭などを開催します。次に、

体育施設ですが、29日に、室蘭地方小学生陸上競技大会が、入

江陸上競技場において開催されます。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     なければ、報告第１号は、終了いたします。次は、日程第４
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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。 

 

堀総務課長     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、

御説明申し上げます。次の頁の報告第２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、２件でございます。４月１２日に華道家元池坊室蘭支

部様より、現金 10 万円の御寄附がございました。このご寄

附は、今後の文化事業のために活用させていただきます。次

に４月１７日にふくろうの会代表様より、読書普及のため、

図書２冊、金額にいたしまして、５万円相当の御寄附がござ

いました。このご寄附は、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     なければ、報告第２号は、終了いたします。次は、日程第５

報告第３号平成２２・２３年度室蘭市体育指導委員委嘱の件

を議題といたします。説明をお願いします。 

 

巻生涯学習課主幹  報告第３号の室蘭市体育指導委員の委嘱についてご報告いた

します。平成２２年３月３１日で、平成２０、２１年度と２年

間にわたる室蘭市体育指導委員の任期が終了したことに伴い、

平成２２年４月１日付けで、別紙名簿のとおり、２２名に室蘭

市体育指導委員の委嘱を行いました。再任による２０名と新た

に委員になられる２名の合わせて２２名に室蘭市体育指導委員

の委嘱をいたしましたが、参考の規則抜粋第３条で定数４０人

以内となっており、今後におきましても体育指導委員が不在の

地区振興会など地域的なバランスを考慮しながら、前回と同程

度の規模の確保を考えております。 

 

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。 
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              （なし） 

  

西里委員長     ほかにありませんか。なければ、報告第３号は終了いたしま

す。次は、日程第６報告第４号平成２１年度室蘭市教育委員会

所管施設利用状況報告の件を議題といたします。説明をお願い

します。 

 

小西生涯学習課長  生涯学習所管に関わる文化関連の施設利用状況についてご説

明いたします。文化関連施設は、文化センターから港の文学館

まで 9 つの施設があり、施設合計では、平成 20 年度 388,613

人に対し、平成 21年度 378,670 人と 9,943 人減少し、率で 97%

となっております。利用人員が減少した施設で、もっとも大き

なものは、1 番目の文化センターで、平成 20 年度が白鳥大橋

記念事業として多くのイベント開催があったため107,506人で

したが、平成 21 年度には 92,347 人に 15,159 人減少し、率で

86%となっております。次に、利用実績が増加した施設で、も

っとも大きなものは、5 番目の市民美術館で、これは平成 20

年 10 月に同館がオープンしたため、20年度が半年分しかない

ためであり 12,128 人に対し、平成 21 年度は 1 年分の 21,746

人に 9,618 人増加し、率で 179%となっております。 

 

巻生涯学習課主幹  平成 21 年度スポーツ関連施設利用状況についてご報告いた

します。お手元の平成 21 年度スポーツ関連施設利用状況をご

覧ください。21 年度の利用者数の合計は 488,137 人で、前年

に比べ 24,073 人減少しております。これは、前年度に入江運

動公園陸上競技場が改修のため、平成 21 年 9 月 1 日から 22

年 3 月 13 日まで利用を休止していたこと及び入江運動公園多

目的運動広場、芝広場での大会が減少したのが主な要因でござ

います。それでは、主な施設についてご説明いたします。３番

の祝津公園グラウンドは、雨天の場合、グラウンドが不良状態

になることが多く、利用者減となったものです。４番の入江運

動公園陸上競技場は、21 年 9 月 1 日から 22 年 3 月 13 日まで

利用を休止していたことが大きな要因となっております。５番

の入江運動公園多目的運動広場と６番の芝生広場は、前年度全

道高校陸上競技大会のサブグラウンドとして使用人数にカウン

トしていたため、またサッカーの大会の減少が主な要因でござ
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います。７番の入江運動公園温水プールは、幼児・児童の水泳

教室、アクアエクササイズなどの健康教室が継続的に実施され

たため現状維持の主な要因となっております。９番の室蘭市弓

道場は、高校生の部活活用が増加の要因となっております。１

３番の崎守臨海公園テニスコート、グラウンドともに中高生の

部活利用が増加したことによるものです。１５番の室蘭市Ｂ＆

Ｇ海洋センターですが、地域に密着した健康づくり教室を実施

することにより大幅な増となっております。１６番の中島スポ

ーツセンターのプールは夏休み期間の一般・小中学生の利用が

減となっているためで、リンクについては、大会での参加人数

が増加しているものの一般の利用が減少していることが要因と

考えております。１９番の学校開放につきましては、登録団体

の減少及びインフルエンザの影響で 10 月及び２月の利用者数

が減少していることが、主な要因でございます。なお、１６施

設で指定管理者制度を導入しており、今年度も多くのアイデア

や自主事業の企画により、利用者の増加を図っているところで

ございます。 

 

田中青少年課長   次に、平成 21 年度 青少年課所管施設利用状況について私

の方からご説明いたします。1 番目の青少年研修センターは、

平成 19 年度から指定管理者による運営を行っております。平

成21年度は20年度と比較して4,389人の利用増となってござ

います。これは、市内の民間企業の社員研修による利用が多か

ったことが主な理由でございます。２番目の児童館は直営によ

り運営しております。３番目の児童センターは、平成１８年度

から指定管理者による運営を行っております。４番目のスクー

ル児童館は、委託による運営を行っております。５番目の児童

クラブは直営により運営しております。児童館から児童クラブ

までの各施設で前年度から利用が減となった主な理由として、

昨年8月から各小中学校において新型インフルエンザが流行し、

各学校において学級、学年、学校閉鎖の措置が取られたため、

生徒・児童も外出禁止、自宅学習となり利用減になった事が要

因と思われます。なお、水元スクール児童館につきましては、

前年度と比較して 5,589 人もの利用増となっておりますが、こ

れは行事を多く開催し、自由来館児童の参加が多かった事が利

用増に結びついたものと思われます。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。 

 

黒光委員      新型インフルエンザの影響があり、全体的に利用者が減って

いる中で水元スクール児童館については行事を多く開催したと

のことでしたが、それには何か理由があるのですか。 

 

田中青少年課長   ２０年度も行事を開催しましたが、２１年度は更に利用者を

増やしたいということで、当初から多く行事を計画していたよ

うです。 

 

西里委員長     他にありませんか。 

 

谷藤委員      スポーツ関連の１４番崎守臨海公園グラウンドについてです

が、中学校のクラブ活動に利用とあり前年度より利用者がかな

り増加していますが、学校のグラウンドを使用せずに崎守臨海

公園グラウンドを使用しているということでしょうか。 

 

巻生涯学習課主幹  そうです。学校のグラウンドですと複数の部が重なることも

ありなかなか利用できないので、崎守臨海公園グラウンドを利

用しています。 

 

西里委員長     他にありませんか。なければ、報告第４号は、終了します。

次は、日程第７議案第１号室蘭市立小中学校設置条例の一部

を改正する条例の一部の施行期日を定める規則制定の件を議

題といたします。説明をお願いします。 

 

國枝総務課主幹   議案第１号室蘭市立小中学校設置条例の一部を改正する条

例の一部の施行期日を定める規則制定の件について説明をしま

すが、議案第２号室蘭市立小中学校設置条例の一部を改正する

条例附則第２項の期間を定める規則制定の件と関連しますこと

から、まとめて説明をします。最初に、議案１・２号共通別紙

をご覧ください。室蘭市立小中学校設置条例中一部改正の件の

議案につきましては、先の平成２２年第１回市議会定例会にお

いて、議決されたところでございます。この内容は、蘭東中と

向陽中の統合校として、桜蘭中学校の名称と位置を規定したも

のでありますが、附則で、特例的に工事期間においては、蘭東
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中の位置を閉校した日新小学校に移転する期間を定めておりま

す。まず、附則第１項では、桜蘭中学校の平成２４年４月１日

の開校を施行日とし、ただし書きで第２項の規定は、教育委員

会規則で定めることとしております。また、附則第２項では、

教育委員会規則で具体的な日新小学校に移転する期間を定める

ものとしております。以上のことから、条例に基づき、教育委

員会規則が２件必要になるものでございます。それでは、議案

第１号にお戻りください。まず、条例附則第１号による規則で

すが、蘭東中が旧・日新小へ引越しを行う日が５月１１日とな

りましたので、翌日から旧・日新小に位置移転となりますので、

施行期日を平成２２年５月１２日とするものです。次に、議案

第２号をお開きください。条例附則第２号による規則ですが、

議案第１号で述べましたように、旧・日新小へ位置移転となる

のが平成２２年５月１２日で、改修工事終了後、蘭東中に戻る

日が平成２３年１月１２日を予定しておりますことから、同日

に旧・日新小への位置移転が終了する日となります。また、こ

の規則の失効に関する附則を定めておりますが、期間が経過し

た場合、自動的にこの規則が失効するよう規定させていただき

ました。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      蘭東中学校が旧日新小学校校舎に５月１２日から一時移転し

ますが、その後の予定についてはどのようになっているのでし

ょうか。特に移転期間の部活動などでのグラウンドの使用や通

学のスクールバスの運行の予定について決まっているところを

教えていただきたい。 

 

松村学校教育課長  送迎バスにつきましては、知利別方面からと宮の森方面から

の２つの路線で、登下校時には知利別方面２台、宮の森方面１

台の計３台の貸切バスを考えております。また、下校時につき

ましては部活動等の関係から遅くなった場合路線バスを利用す

ることができるということに道南バスとの話し合いでなりまし

た。更に、土曜日・日曜日など学校が休みの場合に部活動等で
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学校登下校場合には、特別なチケットを子どもたちに配布して

路線バスを利用することができることになっております。この

ような予定で、１２日から実施致します。 

 

谷藤委員      旧日新小学校に移転している期間については、グラウンドや

テニスコートを含めて蘭東中学校は完全にしようできないとい

うことでしょうか。 

 

國枝総務課主幹   工事期間につきましては蘭東中学校の敷地内には入れません。

それに伴いまして、旧日新小学校のグラウンドにテニスコート

を整備し、体育館のバスケットゴールの高さを中学生用に調整

する等の対策をとっております。 

 

西里委員長     他にありませんか。なければ、議案第１号ならびに議案第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。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５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     芝 垣  美 男 

 

会 議 録 調 製 員       堀    敏 雄 


