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平成２３年第３回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２３年３月２日（水）

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 平成２２年度胆振管内教育委員会委員研修会について

第４ 報告第１号 室蘭市教育委員会３月行事予定の件

第５ 報告第２号 教育機関等に対する寄附採納の件

第６ 報告第３号
今後の小中学校の適正配置について＜第３期学校適正配置計画（案）

＞

第７ 報告第４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８ 報告第５号 室蘭市社会教育中期推進計画（案）について

第９ 議案第１号
指定管理者の指定に伴う教育委員会関係規則の整理に関する規則制

定の件

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 佐藤教育部長 酒井教育指導参事 堀総務課長 國枝総務課

主幹［適正配置］ 松村学校教育課長 星学校教育課主幹 高

橋指導主事 萩原指導主事 小西生涯学習課長 矢元生涯学

習課主幹[文化振興] 巻生涯学習課主幹[スポーツ] 田中青

少年課長
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西里委員長 ただいまから、平成２３年第３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、山田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

２３年第２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

ことにご異議ありませんか。

（異議なし）

西里委員長 次は、日程第３平成２２年度胆振管内教育委員会委員研

修会について報告をお願いします。初めに黒光委員お願い

します。

黒光委員 平成２２年度胆振管内教育委員会委員研修会が平成２３

年２月９日（水）から２月１０日（木）まで登別万世閣に

て行われました。２月９日１５時から４市７町４２名の教

育委員と事務局７名、来賓・講師合計５２名の参加で行わ

れました。主催者挨拶では、胆振管内教育委員会連絡協議

会会長代行の長谷川孝雄さんが、世情の混沌とした暗さの

中で唯一ノーベル賞の受賞が明るい話題であったとしなが

らも小学１年生の３５人学級の実現がなされることに対応

しながら子ども達の教育を充実させたいとのお話でした。

来賓挨拶では北海道教育庁胆振教育局長の宮田康宏さんが

教育の本質をふまえて新しい教育がなされることと道立学

校運営の仕組みが変わるとのお話でした。講演は演題とし

て北海道における学力向上についてとして講師は元登別市

立幌別小学校校長今村裕昭さんがお話してくださりました。

翌２月１０日は第３文科会社会教育部会に出席しました。

学力向上について（家庭や地域が担うものを中心に）、説明

者は胆振教育局の澤田慎也さんで１１人の出席で３つのグ

ループに分かれてお話しし、活発な議論となりました。以

上でございます。
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西里委員長 ありがとうございました。次に、谷藤委員お願い致します。

谷藤委員 私も同じく胆振管内教育委員会教育委員研修会に参加しま

した。１０日の文科会につきましては仕事の都合上出席する

ことができませんでしたが、９日の講演会では北海道におけ

る学力向上についてということで４つの項目に分けて説明し

ていただきました。１つ目は学力に関する議論は子どものた

めになっているか、２つ目は学習指導要領の改正は何のため

か、３つ目は学校の質を左右する校長の力とは何か、４つ目

学力向上のためのマネジメントはどうあればよいかという４

つの項目で過去の経験に基づいたお話でした。現役の校長の

時には先生が子ども達にどう向き合っているのかをチェック

するチェックシートや教職員が校長をどのように思っている

のか教職員によるチェックシートやコミュニケーションをす

るためのお話を伺いました。以上でございます。

西里委員長 ありがとうございました。今の報告につきましてご質問等

はありませんか。

（なし）

西里委員長 次は、日程第４報告第１号室蘭市教育委員会３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。

堀総務課長 報告第１号室蘭市教育委員会３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号別紙を御覧いただきたいと存じます。最初に、学校

教育課からの報告では、今月には卒業式が予定され中学校に

ついては、１１日（金）から１２日（土）にかけて、小学校

では１８日（金）～２３日（水）にかけて行われます。次に、

生涯学習課所管の市民美術館では、中段にありますが、８日

（火）～１３日（日）にかけて、北海道教育大学、室蘭工業

大学の学生による合同展（仮称）が行われます。次に、青少

年科学館では、スポットサイエンスがほぼ毎週の月曜、土曜、

日曜に定期に行われます。次に、図書館では、１６日（水）

赤ちゃんライブラリー、１８日（金）古文書自主講座が図書



4

館本館で行われます。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、ご質問等は、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５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、ご説明申し上げます。次のページの報告第２号別紙寄

附採納状況報告書をご覧いただきたいと存じます。寄附採

納につきましては、３件でございます。最初に、２月２１

日社団法人室蘭地区自動車協会会長様より、防犯ブザー８

００個、金額にいたしますと３２万円相当のご寄付がござ

いました。このご寄附は、児童の登下校時の安全確保に向

けて活用させていただきます。次に２月２５日信和アルコ

ール産業株式会社取締役社長様から、消毒用アルコールＳ

Ｃ液タイプ４００ml、金額にいたしますと５７万円相当の

ご寄付がございました。このご寄付は、小中学校に配布い

たしまして、学校での衛生管理に役立てて参ります。次に、

ふくろうの会代表様より、図書２９冊、金額にいたしまし

て、３４万２千７９５円相当のご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、ご質問等は、ありませんか。

黒光委員 消毒用アルコールは東京の方からの寄附なのでしょうか。

毎年のことですか。

星学校教育課主幹 今回はじめてのことで、昨年新型インフルエンザが流行し

たことから在庫が過剰となったとのことで北海道教育委員会

を通して今回寄附の申し出がありました。
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西里委員長 私からですが、防犯ブザーは何回か寄附があったように

思いますが、同じ型のものなのでしょうか。

星学校教育課主幹 その通りです。

西里委員長 どこに付けるなどの指導はしているのでしょうか。

星学校教育課主幹 学校で児童・生徒の使いやすい場所に付けるように指導

しております。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、報告第２号は終了しま

す。次は、日程第６報告第３号今後の小中学校の適正配置

について＜第３期学校適正配置計画（案）＞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 報告第３号今後の小中学校の適正配置について＜第３期

学校適正配置計画（案）＞についてご説明申し上げます。

報告第３号別紙をご覧ください。まず経過でございます。

本市では、少子化による影響や施設の老朽化等の課題に対

応し、子ども達の教育環境の充実を図るため、これまでに

第１期、第２期の学校適正配置計画、及び学校耐震化方策

に基づき、平成１５年度の海陽小学校の開校から始まり計

画に基づき子ども達の教育環境整備を進めているところで

ございます。今回、「第３期学校適正配置計画（案）」は、

残る、港北・本輪西地区の２小学校、蘭北地区の３小学校、

東明地区の３小学校の３地区の統合の方向性と、天沢小を

地球岬小、大沢小を海陽小への２地区の編入統合の考え方

について、示すものでございます。残る３地区についての

方向性といたしましては、港北・本輪西、蘭北、東明の３

地区については、１ページの下段に記載があるように、こ

れまでの本市の学校適正配置を進めるに当たっての「基本

的な考え方」を踏まえ、検討いたしました。２ページは、

３地区における今後の児童数推移ですが、平成２２年と平

成２８年の比較では、いずれも減少傾向になってございま

す。３ページ中段から６ページの上段までは、３地区にお

けるそれぞれの学校施設・敷地の面積・建設年・耐震状況
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などと特徴について示しております。６ページには、児童

数推計や学校施設・面積等の状況を踏まえ、３地区におけ

る主な課題を整理しております。７ページから９ページに、

３地区の適正配置の時期・場所・建設方法の方向性につい

て示しております。最初に港北・本輪西地区でございます。

統合時期につきましては、本輪西小の敷地がハザードマッ

プの危険区域であり、また児童数の推計では３地区の中で

減少率が最も大きいことから、子ども達の安全と教育環境

整備のため、３地区では最も早い平成２８年４月統合を目

標としております。統合場所につきましては、本輪西小敷

地はハザードマップで危険区域となっていることから、高

平小敷地を統合校の場所として検討いたします。統合校の

建設方式につきましては、高平小の現在の校舎・体育館が

昭和５０年代後半の建築であり、特に体育館は新耐震構造

となっているため、耐力度調査の結果によるが、新築での

国の補助に該当するのは難しい状況であることと、敷地内

は建物とグラウンドに段差があるのに加え、校舎と体育館

にも段差があり、新築は困難であると判断しまして、現在

の校舎・体育館を活用する、大規模改修方式による整備を

検討していくところでございます。次に蘭北地区でござい

ますが、陣屋小学校体育館がハザードマップのがけ崩れ危

険区域となっていること、児童数の推計では全体で徐々に

減少をして、平成２７年には最も学級数の多かった白鳥台

小学校も１学年単学級となる見込みとなります。さらに陣

屋小学校は急激な減少が見込まれますが、今後の新入学児

童の推計では、平成２４年度に最大の６人と見込まれるこ

とから、それらの児童の卒業する平成２９年度末を考慮し

て、平成３０年４月統合を目標としております。統合場所

につきましては、陣屋小学校敷地はハザードマップの危険

区域で場所的にも離れているため除き、残る本室蘭小学校

と白鳥台小学校では、本室蘭中学校と隣接して小中連携が

組みやすい環境にある白鳥台小学校敷地を統合校の第１候

補場所として検討することとしております。建設方式とし

ましては、白鳥台小学校の現校舎・体育館が昭和５０年代

の建築ですが、地形の特殊性から老朽化の進行が著しく、

耐力度調査の結果によりますが、新築の際の国の補助に該
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当する可能性がありますので、新設方式による整備を基本

に検討していきます。続きまして東明地区ですが、統合時

期につきましては本地区は他の２地区と比べて、児童数の

推計では大幅な減少はみられず、逆に知利別小は当面、適

正学級規模の１２学級以上を維持する見込みであり、かつ

今後も宅地造成が進む予定もあることなどから、将来の児

童数の動向に不確定要素があるため、今後も引き続き地区

内の動向等をみる必要があると考え、計画最終年度の平成

３２年４月統合を目標に検討することとしております。統

合場所といたしましては、地域バランスを勘案して、隣接

する旭ヶ丘小学校と近距離にある知利別小学校を除き、残

る高砂小学校と水元小学校では、東明中学校と近く小中連

携の環境にある水元小学校敷地を統合校の第１候補場所と

して検討することとしております。統合校の建設方式につ

きましては、新築の際の国の補助に該当することが想定さ

れますことから、新設方式による整備を検討しております。

なお本地区は、高砂小学校、水元小学校、知利別小学校の

３校全てによる統合では、適正学級規模を大幅に上回るこ

と、また知利別小学校校区内では隣接する旭ヶ丘小学校の

方が通学距離が短い地域もあることから、地域・学級数の

バランス等にも配慮をして、知利別小学校校区を、旭ヶ丘

小学校校区と東明地区統合小学校校区とに校区変更するこ

とを検討することとしております。また、併せて、東明中

と平成２４年度開校予定の桜蘭中のバランスにも配慮をし

て、桜蘭中の校区変更も検討することとしております。続

きまして、残る２校の編入統合の考え方についてでござい

ます。天沢小学校の地球岬小学校への編入についてでござ

います。天沢小学校の児童数の推計では、平成２８年には

平成２２年の約１．９倍となっているが、これまでも、推

計値では伸びていても実績値ではほぼ横ばいで推移をして

いる状況がありますことから、天沢小学校校区の今後の児

童数については、引き続き推移を見ながら分析が必要だと

考えております。いずれにしても、天沢小学校・地球岬小

学校のどちらも適正学級規模の各学年複数学級は見込まれ

ず、また天沢小学校の校舎・体育館の耐震不足や老朽化、

ハザードマップ上のがけ崩れ危険区域など、教育環境整備
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からも、地球岬小学校への編入が望まれると判断しており

ます。なお、その時期については、地球岬小学校の増築が

必要となることから、現在、工事中の地球岬小学校裏手の

がけ崩れ危険対策工事が終了後に、両校児童数の今後の推

移を見ながら検討していきたいと考えます。続きまして大

沢小学校の海陽小学校への編入大沢小学校の児童数の推計

では、引き続き1学年単学級で推移していく見込みであり、

教育環境の向上を図るためにも、海陽小学校への編入が適

当だと考えております。なお、その時期については、受入

校側の海陽小学校での課題として、教室を利用した２つの

児童クラブの登録児童が増加傾向にあり、スクール児童館

への移行を含めた放課後児童対策の検討が必要なこと、校

区内の東中学校跡地の活用によっては児童数が増加する可

能性があることなどの課題を整理する必要性から、平成３

２年の児童数の推計が出る平成２６年時点で検討するとい

うことで考えております。最後にまとめとしまして、本市

の小中学校の適正配置について、第１期・第２期計画の実

績と予定、更に今回の第３期計画の方向性を加えた経年表

を示してございます。現在、小学校１９校・中学校１０校

の２９校ですが、平成３２年度には小学校９校・中学校７

校の１６校に適正配置を行う目標としております。市教委

としましては、今後、統合校の開校予定年次を考慮しなが

ら、順次、関係地区での統合推進協議会設置に向け、地域・

保護者・学校との協議を進めていく考えでございます。な

お、今計画は１０カ年に渡ることから、国の補助制度、市

の財政状況、耐力度調査結果、児童数の推移、さらにまち

づくり等の動向を踏まえ、見直しも視野に入れ常に検討を

行うこととしております。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、ご質問等は、ありませんか。

谷藤委員 港北・本輪西地区の本輪西小学校なのですが、現在ハザー

ドマップ中の危険区域とのことですが、平成２８年度の統合

予定となっておりますが、それまでの５年間は大丈夫なので

しょうか。
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山田委員 学校統合には相当な財源がかかるということもあり、まず

は学校耐震化の問題で Iｓ値０．３未満のものについては平成

２４年度までに解決しないといけないということで、大規模

改修も含めて国の支援もいただきながら何とか対応すること

ができそうです。ハザードマップですが、確かに指定はされ

ておりますが学校以外にも本市の場合はそのような地形が多

くなかなか対応が難しい状況です。一般的に土砂災害等は、

事前の対応が可能であると考えております。統合となるとや

はり４年、５年とかかりその中でいろいろと協議をしていか

なければなりません。ですので、この第３期計画の中では１

番早い平成２８年度の統合を目指しております。

谷藤委員 もう１点なのですが、東明地区の校区の変更の部分で桜蘭

中学校の校区との兼ね合いについても記載がありましたが、

桜蘭中学校が平成２４年度の開校で１年間での校区変更は難

しいでしょうけど、できれば開校にあわせて校区の変更もで

きればと思うのですがどうなのでしょうか。

山田委員 知利別小学校の保護者の方との話し合いの中では全員が同

じ中学校への進学を希望しておりました。現在、知利別小学

校は全員桜蘭中学校へ進学しておりますが知利別４丁目地区

のみ東明中学校となると分かれる子ども達がでてきてしまい

ますことから、小学校の統合時期に合わせて欲しいとの希望

がでております。ただ、今後の児童・生徒数の増加によって

は今の桜蘭中学校がかなり厳しくなることが予想されますの

でその前に検討をしていかなければいけないのですが、それ

についても保護者の方にご理解をいただくなかで進めていき

たいと考えております。あまりにも桜蘭中学校の方に生徒が

集中するようでしたら、統合の前に通学区域の変更も検討し

ていかなければと思います。

谷藤委員 知利別４丁目地区は小学校は旭ヶ丘小学校が近いですし、

中学校は東明中学校の方が近いですよね。

山田委員 水元小学校からだと旭ヶ丘小学校からと大体同じくらいの

距離になります。いずれにしても、ここの地区に関してはも
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う少し推計を見ながら検討していきたいと考えております。

西里委員長 小中一貫教育ということで、土地等の問題もあるが小中学

校を近くにということも１つの考え方としてあると思うので

すがどうなのでしょうか。

山田委員 蘭北地区は市の土地が間に入りますが、小中一貫教育とい

うことで本室蘭中学校の近くということで白鳥台小学校の土

地を考えております。小中一貫教育も学校施設を１つにしな

がらの小中一貫と教育課程を考える上でのものと両方があり

北海道ではどちらもなかなか馴染んでいないように思います。

メリット・デメリットがそれぞれあるようです。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、報告第３号は終了しま

す。次は、日程第７報告第４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。

星学校教育課主幹 報告第４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。本件は、昨年１１月

の定例会で御報告申し上げましたが、その時までに保護者

の同意を得られなかった児童生徒や市外から転入した児童

について、追加の答申をいただいたものでございます。判

定の内訳でございますが、次ページの報告第４号別紙の

おり、在学児童生徒１１名について、４名が通常学級対象

、７名が特別支援学級対象と判定されてございます。また、

初入学児童３名について、２名が特別支援学級対象、１名

が特別支援学校対象、と判定されたものでございます。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、ご質問等は、ありませんか。

（なし）

西里委員長 それでは、報告第４号は終了します。次は、日程第８報

告第５号室蘭市社会教育中期推進計画（案）についてを議
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題といたします。説明をお願いします。

小西生涯学習課長 報告第５号室蘭市社会教育中期推進計画(案)についてご

説明いたします。この計画案は、２月１７日開催の社会教

育委員の会に報告しており、今後、必要な修正を加え、４

月には内容を確定してまいります。表紙の裏面 目次をご

覧ください。目次には、計画の施策体系が示されており、

大きく三つの区分に分けられています。１つ目は生涯各期

の学習活動推進、２つ目は文化芸術・スポーツ活動の推進、

３つ目は社会教育施設の条件整備であります。それらの区

分を、さらに目標、推進方向で細分化しております。１ペ

ージをご覧ください。１の室蘭市社会教育振興計画につい

てであります。平成２０年度に、基本となる社会教育振興

計画を策定し、計画期間は、平成２０年度～２９年度まで

の１０年間としております。２の室蘭市社会教育推進計画

についてであります。推進計画は、１の基本となる振興計

画の実施計画でありまして、前期・中期・後期の三期から

なっております。３の中期計画についてであります。平成

２２年度をもって、前期計画期間が終了しましたことから、

新しい公共、西胆振定住自立圏、社会教育施設の耐震、学

校の適正配置など新たな状況に対応するため９２事業から

なる中期計画を策定するものであります。４の評価方法に

ついてであります。評価方法は、中期計画期間が終了する

平成２５年度末に、全ての事業について、成果と課題を整

理し、その結果について、下表の事業別の具体的評価基準

に基づき３段階により評価いたします。なお、お手元に、

議案第１号の参考資料として前期推進計画の評価を配布し

ておりますので、ご参照願います。それでは、計画内容の

特徴的な部分についてご説明いたします。２ページをご覧

ください。(1)生涯各期の学習活動推進家庭教育の向上目

標としては子どもの心と身体を育てる家庭教育の支援の充

実であります。推進方向として親としての資質を高める学

習機会の充実は、ご覧の３つの事業からなっております。

次の、推進方向子どもの視点に立った専門的対応は、２つ

の事業からなり、上の「２歳児ちびっこクラブ」は新しい

事業であります。推進方向、子育てを見守る地域の支援ネ
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ットワーク活動の推進は、１つの事業であります。３ペー

ジは、２青少年目標としては健全で心豊かな青少年の育成

と安全な居場所の確保であります。推進方向、異年齢交流

やボランティア活動への参加の促進は、２つの事業からな

り、下の成人祭の企画・運営は、事業内容に行政パートナ

ーと協働との新しい視点を表記しています。次の、推進方

向 思いやりの心や情操をはぐくむ環境の整備は、２つの

事業からなり、下の小中学生弁論大会は新しい事業であり

ます。推進方向、放課後の居場所と地域ぐるみによる安全

の確保は、六つの事業からなり、上の放課後児童対策は、

チェック項目に学校施設の適正配置計画の新しい視点を表

記しています。４ページは、３成人目標としては社会参画

や地域活性化を醸成する人材の育成であります。推進方向、

社会活動への意識啓発や学習ニーズを支援する体制の整備

は、３つの事業からなり、下の行政パートナーは、事業内

容に行政パートナーと協働の新しい視点を表記しています。

推進方向、男女平等参画の推進は、７つの事業からなり、

上の男女共生セミナーと、２つ下の男女平等参画情報誌ア

バンセ」は、事業内容に行政パートナーと協働の新しい視

点を表記してあり、３つ目の三市合同男女共同国内派遣研

修は、事業内容に室蘭市・登別市・伊達市の広域の視点を

表記してあります。また、一番下の男女共同参画週間は新

しい事業であります。５ページの推進方向、豊かな人生を

創造するための機会の充実は、４つの事業からなり、１番

下の女性センター作品展示会は、新しい事業であります。

６ページ、(２)文化芸術・スポーツ活動の推進、１文化芸

術活動、目標としては心の豊かさと創造性の涵養をめざし

た文化芸術活動の振興であります。推進方向、創作・表現

活動による発表交流会機会の拡充は、９つの事業からなり、

１番上の市民文化祭、次の市民音楽祭、野外演奏会は、チ

ェック項目に団体参加者が増加しているかとの数値目標を

設定しています。その下の市民ギャラリー展と一番下の地

元作家の創作表現活動支援は、事業内容に行政パートナー

と協働の新しい視点を表記しています。７ページ、推進方

向、文化活動団体への支援と活動の推進は、ご覧の５つの

事業からなっています次の、推進方向、継続的な活動の推
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進と人材の育成は、８ページにかけて９つの事業からなり、

７ページ２つ目の三市合同文化事業、次の胆振管内文化団

体との交流支援は、事業内容に室蘭市、登別市、伊達市や

胆振管内の広域の視点を表記してあります。下から２つ目

の先史遺跡の保護と活用と、８ページ一番下の日曜画家展

と港の写生会は新しい事業であります。また、８ページ３

つ目の港の文学館入門講座と、次の日曜画家展と港の写生

会は、事業内容に行政パ－トナーと協働の新しい視点を表

記しています。９ページの２スポーツ活動目標市民の健康

づくりと競技力の向上や地域に根ざしたスポーツの振興で

あります。推進方向、スポーツを通した高齢者等の健康づ

くりは、６つの事業からなり、４つ目の筋力トレーニング、

次のパークゴルフ教室、地区スポーツ振興会・体育指導委

員は新しい事業であります。推進方向、学校開放の利用な

どの室内施設の確保は、小中学校体育施設の開放事業であ

り、チェック項目に学校施設の適正配置計画の新しい視点

を表記しています。推進方向、プロスポーツの誘致活動を

含めたスポーツ推進は、４つの事業からなり、上のコンサ

ドーレ札幌広域連携支援、次の３市少年スポーツ交流は、

事業内容に西胆振市町や室蘭市・登別市・伊達市の広域の

視点を表記してあります。２つ目の３市少年スポーツ交流、

次の市民大運動会、スポーツ活動者表彰は新しい事業であ

ります。また、市民大運動会は、チェック項目に参加者が

増加しているかとの数値目標を設定しています。１０ペー

ジ(３)社会教育施設の条件整備、１学習活動推進のための

施設目標 各施設の機能を生かした学習機会の拡充と施設

整備の推進であります。推進方向、各施設の機能を生かし

た効果的な活用の促進は、９つの事業からなり、４つ目の

民俗資料館フェスティバル、次のとんてんかん館寺子屋教

室は、事業内容に行政パートナーと協働の新しい視点を表

記しております。下から４つ目の青少年への科学知識の普

及、青少年科学館広域出前講座は、事業内容に指定管理者

と協働の新しい視点を表記しております。また、青少年科

学館広域出前講座と、１番下の学習活動施設の利用促進は、

新しい事業であります。１１ページ推進方向、学習ニーズ

に対応した施設整備の推進は、学習活動施設の施設整備事
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業であり、下のチェック項目に室蘭市耐震改修促進計画の

新しい視点を表記しています。推進方向、入館者増や満足

度を高める展示の充実は２つの事業からなり、上の青少年

科学館の展示充実は、事業内容に指定管理者と協働の新し

い視点を表記しています。１２ページ、２青少年のための

施設目標、子どもたちの安心・安全な環境づくりの推進で

あります。推進方向、市内全域での安全な放課後児童対策

の充実と次の推進方向異年齢交流の場としての青少年施設

の利用の拡大と次の推進方向、青少年施設の整備・充実は、

それぞれ１つの事業からなり、１番下の青少年施設の施設

整備は、下のチェック項目に室蘭市耐震改修促進計画の新

しい視点を表記しています。１３ページ、３文化芸術活動

推進のための施設目標いつでも誰でも気軽に立ち寄れる施

設の整備であります。推進方向、利用者ニーズに応える魅

力ある施設の運営は、４つの事業からなり、２段目の市民

美術館の企画展示は、事業内容に行政パートナーと協働の

新しい視点を表記しており、３つ下の文化芸術施設の利用

促進は新しい事業であります。推進方向、利便性や文化活

動に親しめる施設の充実は、３つの事業からなり、上の文

化芸術施設の施設整備は、下のチェック項目に室蘭市耐震

改修促進計画の新しい視点を表記してあります。１番下の

図書資料の充実は、事業内容に行政パ－トナーと協働の新

しい視点を表記しています。１４ページ、推進方向、体験

学習を主体とした講座やクラブの場の充実は、２つの事業

からなり、上の市民美術館の創作体験学習は、事業内容に

行政パートナーと協働の新しい視点を表記しています。１

５ページ、４スポーツ活動推進のための施設目標広く市民

がスポーツに親しむための施設の整備と利用の推進であり

ます。推進方向、安全性を優先した施設整備の推進は、２

つの事業からなり、上のスポーツ施設の施設整備は、下の

チェック項目に室蘭市耐震改修促進計画の視点を表記して

おり、次のスポーツ施設の情報発信は、事業内容に指定管

理者と協働の新しい視点を表記しています。次の推進方向、

施設利用の期間や時間延長の推進と推進方向、学校開放事

業の拡大は、それぞれ一つの事業からなり、１番下の小中

学校体育施設の開放は、チェック項目に学校施設の適正配
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置計画の新しい視点を表記しています。以上、中期推進計

画(案)に係る９２事業の説明でございます。よろしくお願

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、ご質問等は、ありません

か。

黒光委員 ほとんどの項目で新しい取り組みを考えられてまた協働

ということでの取り組みのようですが、恐らく教育委員会

の人数としては減っているのでしょうけど、協働にするこ

とによって新しい取り組みができるということでしょうか。

小西生涯学習課長 今言われた通り計画全体を通しまして、ボランティアの

方や指定管理者等を含めて個人・団体様々な方にご協力い

ただいております。

西里委員長 私からなのですが、行政パートナーというのはどのよう

にとらえればよいのでしょうか。

小西生涯学習課長 大きく２つに分かれておりまして、無償でご協力いただ

いているまごころパートナーと一部有償でご協力いただい

ているまかせてパートナーがあります。具体的には、図書

館の場合では６時以降の夜間延長の部分について図書の貸

し出しをしていただいたり、女性センターの場合には受付

業務をやっていただいております。また、セミナーの企画・

立案にもご協力いただいております。

西里委員長 行政という言葉がちょっとわかりにくいような気がしま

すが、何か別のものにはならないのでしょうか。

小西生涯学習課長 市全体の呼び方としては行政パートナーとしております

が、通称は先ほどご説明しましたようにまごころパートナ

ーとまかせてパートナーとしております。

黒光委員 無償のものがほとんどということでしたが、有償という

とどの程度になるのでしょうか。
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小西生涯学習課長 基本的には１時間当たり最低賃金程度ということになっ

ております。

芝垣委員 誤解があったら申し訳ないのですが、行政パートナーと

いうのはある意味市の職員をはじめ行政側が本来であれば

やらなければいけないことを一般市民が広い意味でのボラ

ンティアとして行っているということではないのでしょう

か。

小西生涯学習課長 行政パートナーはかなり広い意味でありますので、様々

な考え方があると思いますが、市としましてはこれからの

まちづくりは市民と行政が共につくっていく形を目指して

おります。

芝垣委員 企画・立案の段階から市民が参加することによってパー

トナーという形で落ち着いたのですね。

山田委員 この名称自体にいろいろと論議もありますが、輪西の図

書館の例ですと６時までは通常通り運営しておりまして、

その後の時間もボランティア等で時間を延長したいという

ことで協定を結びまして電気代等は市で負担しますが人件

費の部分につきましてはボランティアの方で対応していた

だくということになっております。行政が本来すべきこと

につきましては指定管理者などそのケースによっていろい

ろなことがあるために相対的に行政パートナーといってお

ります。

黒光委員 人材としては不足はしていないのでしょうか。

山田委員 自主性にお任せしている部分が大きいのでやっていただ

ける方がいなくなってしまえばやめることになってしまい

ます。

芝垣委員 やりたい方に協力いただいているのですね。

黒光委員 この件とは少し違ってしますかもしれないのですが、東
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中学校のグラウンドが使用できるというのを新聞で見まし

たがどうなのでしょうか。

山田委員 今後の活用策が決まるまでの間につきましては、設備等

は用意されておりませんが使っていただけます。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、報告第５号は終了しま

す。次は、日程第９議案第１号指定管理者の指定に伴う教

育委員会関係規則の整理に関す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。

小西生涯学習課長 議案第１号指定管理者の指定に伴う教育委員会関係規則

の整理に関する規則制定の件 について､ご説明いたします。

本件は、室蘭市文化センター、室蘭市体育館、室蘭市市民

会館、胆振地方男女平等参画センター及び室蘭市体育施設

の指定管理者の指定期間が、平成２３年３月３１日で満了

することに伴い、新たに指定管理者を選定したところでご

ざいます。この新たな指定管理者に係る指定期間を定める

必要がありますことから、本案を提出するものでございま

す。改正の内容でございますが、次ページ議案第１号参考

の新旧対照表をご覧下さい。まず、室蘭市文化センター条

例施行規則第１２条第１項でございます。指定管理者名に

ついて、室蘭文化連盟・室蘭音楽文化協会・株式会社ステ

ージアンサンブル室蘭市文化センター指定管理者共同事業

体とありますところを、特定非営利活動法人室蘭文化セン

ターに改め、また、指定の期間について、平成１８年１０

月１日から平成２３年３月３１日とありますところを、平

成２３年４月１日から平成２８年３月３１日に改めるもの

でございます。なお、この特定非営利活動法人室蘭文化セ

ンターは、昨年７月に、特定非営利活動法人室蘭文化セン

ター設立準備会として応募があり、１１月の教育委員会定

例会において、この設立準備会名で、指定候補者の報告を

したところでありましたが、昨年の１２月１０日付で特定

非営利活動法人室蘭文化センターとして北海道知事より認

証されたことから認証後の法人名としているところでござ

います。次に、室蘭市体育館条例施行規則第１８条第１項
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及びその下の室蘭市市民会館条例施行規則第１２条第１項、

また、次のページの室蘭市男女平等参画センター管理規則

第１０条第１項でございます。指定の期間について、それ

ぞれ平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日とあり

ますところを、平成２３年４月１日から平成２８年３月３

１日に改めるものでございます。次に、室蘭市体育施設条

例施行規則第１５条別表第４でございます。表中の指定管

理者名について、白鳥大橋パークゴルフ場の共栄・室蘭観

光協会みたら等指定管理者共同事業体とありますところを

室蘭観光協会・室蘭市体育協会みたら等指定管理者共同事

業体に改め、また、指定の期間について、室蘭市高砂テニ

スコートから白鳥大橋パークゴルフ場まで平成１８年４月

１日から平成２３年３月３１日とありますところと、下の

室蘭市中島スポーツセンターの平成１８年７月１日から平

成２３年３月３１日とありますところを、それぞれ平成２

３年４月１日から平成２８年３月３１日に改めるものでご

ざいます。以上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

西里委員長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等は、ありません

か。

（なし）

西里委員長 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。

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２３年第３回室蘭市教育委員会定例会を閉会

いたします。
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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 堀 敏 雄


