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平成２４年第１回室蘭市教育委員会臨時会会議録

１ 日 時 平成２４年３月３０日（金）

開会 午後６時００分

閉会 午後６時５０分

２ 場 所 室蘭市役所 議会第１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 報告第１号 室蘭市職員倫理規定の件

第３ 報告第２号
室蘭市教育委員会臨時代理の件

（室蘭市立学校職員の人事内申の件）

第４ 報告第３号
室蘭市教育委員会臨時代理の件

（地方自治法第１８０条の４第２項に基づく事前協議の件）

第５ 報告第４号 地方自治法第１８０条の４第２項に基づく事前協議に関する件

第６ 議案第１号 教育委員会行政組織規則の一部改正の件

第７ 議案第２号 室蘭市体育施設条例施行規則中一部改正の件

第８ 議案第３号 室蘭市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則中一部改正の件

第９ 議案第４号
室蘭市教育委員会の所管に係る公の施設の使用の特例に関する規則制

定の件

第１０ 議案第５号 室蘭市教育委員会事務局職員等の人事発令の件

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
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５ 説明員 堀教育部長 酒井教育指導参事 山本総務課長 佐藤総務課主

幹［学校施設・施設適正配置］ 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 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] 山下生涯学習課

主幹[図書館] 一戸生涯学習課主幹[読書活動推進] 高木青少

年課長 佐々木青少年課主幹 真野学校給食センター所長 照

井給食センター主幹
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西里委員長 それでは、ただ今から、平成２４年第１回室蘭市教育委

員会臨時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、谷藤委員を指名いたします。

西里委員長 次は、日程第２報告第 1号室蘭市職員倫理規定の件を議

題とします。説明をお願いします

堀教育部長 報告第１号室蘭市職員倫理規定の件をご報告いたします。

別紙資料の主な要旨に沿ってご説明させていただきます。

今月に室蘭市職員倫理規程を制定し２３日から施行した

ところでございます。目的でございますが、第１条とし

て職務の執行の公平さに対する市民の疑惑や不信を招く

ような行為の防止。退職した職員の再就職等の状況を把

握し、公表する事を目的としております。定義として第

２条で職員と利害関係者の定義をしたところでございま

す。第３条では公務員としての使命を自覚し倫理行動基

準を遵守しなければならないということで４項目を規定

したところでございます。また、課長職以上の職につい

ては職責の重要性を十分自覚し服務規律の確保、所属職

員に対する必要な指導等を規定したところでございます。

第４条では９項目にわたって禁止行為の記載をしており

ます。第５条では禁止行為の例外という事で５項目記載

しております。これについては企業誘致の接待や町会関

係、ボランティア活動等いろいろな事を職員は行ってお

りますので社会通念上相当と認められる行為については

例外とする規定となっております。第６条では利害関係

者以外の者との間における禁止行為について規定してお

り、利害関係者同様に社会通念上相当と認められる程度

を超えてはならないと規定しております。第７条では利

害関係者との職場等における応対ということで、利害関

係者と対応する場合には出来るだけ複数の職員で対応し、

その内容を所属長に報告するものとしております。利害

関係者との対応については各課ごとに状況が違いますの

で独自に基準を設ける事が出来ます。その場合について
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は、所管部長を経由し総括倫理監督官である総務部長に

提出する事になっております。第８条では再就職等の報

告及び公表ということで、退職した日の翌日から１５日

以内に退職後状況報告書により市長に報告するものとし

ており、利害関係者に再就職した場合については、３年

間公表するとしております。第９条では再就職者の営業

活動の制限ということで退職後３年間は営業活動を行わ

ないものとし、違反行為があった場合は指名停止又は資

格の取消しを行う事が出来ると規定しております。第１

０条では倫理監督官として各部長を充て、総括倫理監督

官として総務部長を充てるという事を規定しております。

第１１条では懲戒処分という事でこの規定に違反する行

為があったと認められる場合については懲戒処分の対象

となる規定となっております。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。

（なし）

西里委員長 それでは、報告第１号は、終了します。次に、日程第３

報告第２号室蘭市教育委員会臨時代理の件（室蘭市立学

校職員の人事内申の件）を議題とします。説明をお願い

します。

松村学校教育課長 報告第２号室蘭市教育委員会臨時代理の件（室蘭市立学

校職員の人事内申の件）について、ご説明申し上げます。

本件につきましては、平成２４年４月１日付けの室蘭市

立学校職員の人事発令に係る内申について、教育委員会

臨時会を招集するいとまがないことから、平成２４年３

月１５日に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項の規定により、教育長がこれを臨時代

理したものであり、同条第２項の規定により、報告する

ものでございます。次に、臨時代理の内容でございます

が、報告第１号別紙の平成２４年度室蘭市立学校職員人

事異動内申書をめくっていただき、最初に、１ページが
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校長の人事異動でございます。この内申書の表の見方で

ございますが、一番左の列が今回異動対象となる学校名、

その次の真ん中の列が、左の学校に対応した校長の退職

又は転出先を、そして右の列が、その退職又は転出した

校長の後任として転入する校長の転入先の学校名や氏名

等でございます。例えば、一番上の行では、絵鞆小の後

藤校長が定年退職となり、後任の校長には桧山管内上ノ

国町立滝沢小学校の中塚 洋司校長が配置されることにな

ります。２行目以下は、同様に見ていただきたいと存じ

ます。この結果、小学校の校長では、１８校中、５人が

定年退職となり、4人が市外から、1人が病気休職から復

職となります。市外への異動はありません。また、中学

校では、２人が定年となり、２校が閉校し、新たに、桜

蘭中学校が開校することから、１校減り８校となります

が、校長は行政から市の酒井指導参事が星蘭中学校校長

に採用となります。また、新設の桜蘭中には蘭東中の矢

元校長が異動します。なお、来年度は小中学校合わせて

２６校です。次の２ページをご覧頂きたいと存じます。

教頭の人事異動でございます。教頭につきましては、小

学校では４人が市外へ転出し、うち２人は校長としての

転出となります。代わって、市外から４人の教頭が転入

します。中学校では４人の教頭が異動しますが、３人は

市外へうち１人は校長として転出します。新設の桜蘭中

には統合となる向陽中の伊藤教頭が異動します。 次に３

ページですが、主幹教諭の人事です。来年度新たに開校

する桜蘭中学校に市内の中学校としては、初めて主幹教

諭が配置されますが市内の本室蘭中学校の秦教諭が昇任

で異動します。なお、小学校にはすでに海陽小学校に平

成２１年度から配置をされています。次に４ページから

７ページまでは、小学校教諭の異動です。全体では、定

年退職が３人、勧奨退職が３人、教頭昇任による転出が

２人、市外転出が１８人、市内異動が５人となっていま

す。また、市外からは１９人が転入し、新採用が４人、

定数減により８人が減員となり、期限付き対応が８人、

再任用者は、初任者の指導に当たる教員です。次は８ペ

ージから１２ページまでは中学校教員の異動です。全体
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では、定年退職が３人、勧奨が０人、自己都合が２人、

教頭昇任で市外転出が１人、市外転出は１５人、市内異

動が３４人、新採用は４人、期限付き対応が７人、再任

用者は、初任者の指導に当たる教員です。１３ページは

養護教諭で１人が自己都合、１人が勧奨でそれぞれ退職、

４人が市内で異動しており、市外から１人転入しており

ます。なお、学校統合を控えている北辰中学校には期限

付きで対応いたします。１４ページは栄養教諭です。期

限付きで対応していた絵鞆小の栄養教諭の退職者の後任

者として、新採用者１人です。最後の１５ページは事務

職員です。定年が１人、勧奨が１人、市内異動が３人、

市外から２人、期限付き対応が２人、再任用１人となっ

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。

（なし）

西里委員長 それでは、報告第２号は、終了します。次に、日程第４

報告第３号室蘭市教育委員会臨時代理の件（地方自治法

第１８０条の４第２項に基づく事前協議の件）を議題と

します。日程第５報告第４号地方自治法第１８０条の４

第２項に基づく事前協議に関する件、日程第６議案第１

号教育委員会行政組織規則の一部改正の件と内容が関連

しますので合わせて説明をお願いします。

山本総務課長 報告第３号室蘭市教育委員会臨時代理の件につきまして

ご報告申し上げます。報告第３号「別紙」をご覧願いま

す。本件につきましては、市民の読書活動に対する関心

や意欲の高まりに伴い、市民ニーズが高度化、多様化し、

読書活動の一層の推進が求められております。このため、

平成２４年度から第２次子どもの読書活動推進計画の推

進として、学校図書館との連携など、読書活動の整備充

実を図ることとしてございます。このようなことから、

執行体制の強化を目的に、図書館を生涯学習課から分離



7

し、課として独立させるにあたり、地方自治法第１８０

条の４第２項の規定に基づき、予め市長と協議が必要で

ございましたが、本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項の規定に基づきまして、

３月２１日付けで、教育長において、臨時代理いたしま

したので、同条第２項の規定に基づき報告いたすもので

ございます。次に、報告第４号地方自治法第１８０条の

４第２項に基づく事前協議の件につきまして、ご報告申

し上げます。次の報告第４号「別紙」をご覧願います。

教育委員会組織体制の変更につきまして、３月２３日付

け、市長の同意が得られたところでございます。続きま

して、議案第１号室蘭市教育委員会行政組織規則中一部

改正の件につきまして、ご説明申し上げます。別紙「新

旧対照表」を基に、ご説明申し上げます。表の左が改正

後、右が改正前でございまして、網掛け部分が、今回の

改正部分でございまして、図書館のほか、その他の部分

についても、所要の見直しを行ったところでございます。

はじめに、第２条の組織では、図書館と学校給食センタ

ーを、課の位置づけにするものでございまして、学校給

食センターにつきましては、今回、明文化するものでご

ざいます。次の、第３条の２第３項の庶務主管課では、

現在の業務実態に合わせて、改正するものでございます。

次に、別表の図書館と一番下にございます指導班の事務

分掌につきましても、業務実態に合わせた改正でござい

まして、学校給食センターにつきましては、次のページ

の室蘭市学校給食センター組織規則にございました事務

分掌を移行したものでございます。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 課にするという事はこれまでもより充実したり、予算等

も違ってくるのでしょうか。
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山田委員 いままで生涯学習課の中に図書館を置いておりましたが、

以前図書館は課として独立しており、生涯学習課が出来

たときに統合したのですが、また図書館として独立する

形となります。読書活動を含めて様々な面で充実を図っ

ていきます。

黒光委員 前よりは課長職が増えたのでしょうか。

山田委員 主幹も課長職の為、これまでも図書館には主幹が２名お

りましたが、今回課長が１名、主幹が１名で変わりはあ

りません。課長職全体の人数でいいますと、学校教育課

でこれまで課長と主幹が１名ずつおりましたが、主幹が

異動し係長職が異動で来たため課長職全体で言いますと

１名減となっております。

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号室蘭市体育施設条例施行規則

中一部改正の件を議題とします。説明をお願いします。

高屋生涯学習課主幹 議案第２号、室蘭市体育施設施行規則中一部改正の件に

ついてご説明いたします。議案第２号参考室蘭市体育施

設条例施行規則新旧対照表をご覧ください。室蘭リゾー

ト開発株式会社が運営しているだんパラスキー場の土地

の一部及び建物等を取得し、平成２４年度からは室蘭市

が体育施設として運営することとした条例改正に伴い、

使用期間を１２月２３日から３月２１日、使用時間を午

前９時から午後９時、また、使用申請書様式等の設定を

行うほか、減免基準の規定の整備を行うものでございま

す。施行期日は平成２４年４月１日から施行となってお

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。
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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。

（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。

次に、日程第８議案第３号室蘭市Ｂ＆Ｇ海洋センター条

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。

高屋生涯学習課主幹 議案第３号、Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則中一部改

正の件についてご説明いたします。議案第３号参考室蘭

市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則新旧対照表をご覧く

ださい。ヨット使用がセンターの使用の大半を占めてい

る使用実態と他都市類似施設との均衡を図るため平成２

４年度から新たにヨット使用料を設定する条例改正に伴

い、ヨットの使用時間を午前９時から午後５時、使用期

間を５月１日から１０月３１日、また、申請簿などの様

式等の設定を行うほか、減免基準の規定の整備を行うも

のでございます。施行期日は平成２４年４月１日から施

行となっております。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。

黒光委員 使用料は高くなるのでしょうか。

高屋生涯学習課主幹 今までヨットの使用料は無料で行っておりましたが、今

回初めて使用料を設定いたしました。
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黒光委員 他の都市が使用料をとっているからでしょうか。

高屋生涯学習課主幹 そうでございます。

西里委員長 ほかにありませんか。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。

次に、日程第９議案第４号室蘭市教育委員会の所管に係

る公の施設の使用の特例に関する規則制定の件を議題と

します。説明をお願いします。

高木青少年課長 議案第４号室蘭市教育委員会の所管に係る公の施設の

使用の特例に関する規則制定の件につきまして、ご説明

申し上げます。本規則は、本市の公の施設において、マ

ルチ商法、ねずみ講説明会などによる使用が見られ、消

費者が被害を受けている可能性がありますことから、消

費者の利益の保護に資するため、商品等の販売を目的と

した公の施設の使用許可手続等の特例を定める規則が市

長部局において制定されましたことから、教育委員会が

所管する公の施設に関しても同様の特例を設けるための

規則を制定するものでございます。第１条は本規則の目

的を規定するものでございます。第２条は、この規則の

対象となる教育委員会所管の公の施設を 市民会館を含

む６施設と規定しております。第３条では、販売等の目

的で対象施設を使用する業者は、来館者に配付又は送付

するチラシ・ダイレクトメール、契約の際に交付する書

面や契約書など、使用許可申請書に添付する書類を規定

しております。なお、使用実績のある業者など、教育委

員会が認めた場合は添付書類の提出を省略させることが

できると規定しております。第４条及び第５条は、添付

書類が提出された時の審査及び審査基準について規定し

ているところでございます。第６条は販売等の目的で施
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設の使用を許可する場合に、条件を付すことと定めてい

るものでございます。第７条は、販売者等が対象施設を

使用する際に添付書類を使用しない時や、審査基準、条

件を遵守していない時など、消費者の利益を図るために

必要と認めるときは、使用の停止又は使用の許可を取り

消すことを定めているものでございます。第８条は当該

施設が指定管理者による管理を行っている場合の読み替

え規定でございます。第９条は、この規則が行政手続条

例第５条に規定する審査基準に該当するとの規定でござ

います。本規則の施行日は、平成２４年４月１日となっ

てございます。以上のとおりご審議のほど、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、御質問等は、ありません

か。

黒光委員 これまでにこの種の販売目的での使用はどの程度分かっ

ているのでしょうか。

高木青少年課長 市長部局と一緒に規則を制定したのですが、その際の説

明の中では平成２０年に市民会館でそういった業者が使

用したという実績があり、この業者が平成２３年の１２

月に逮捕されております。

谷藤委員 一般の食品の展示会等ではなく、悪質業者に限定したも

のなのですか。

堀教育部長 これまでは、どういった目的であっても貸して欲しいと

いうことであれば貸さざるを得なかったのですが今回は

そういった規制をかけて悪徳業者ついては貸さないよう

にするものです。

黒光委員 どこが悪徳業者なのか判断するのは難しいですよね。

堀教育部長 パンフレットや資料を出してもらいそこで判断したいと

考えております。
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西里委員長 先程の市民会館の場合は、市民会館にいる人も全然把握

してなかったのでしょうか。

堀教育部長 目的は書いてあるのですが、どういったものを販売する

かというのはその時点では押さえ切れていなかったため、

結果的には犯罪につながったということを踏まえまして

今回は申し込みの際に内容まで事前に審査させていただ

きたいというものです。

西里委員長 市民会館にしても管理している人がいるわけですよね。

そういった人たちが見回り等をしどういった事をしてい

るのか把握はしていなかったのでしょうか。

堀教育部長 実際にどういった形で販売しているかという事までは把

握していないです。貸し館業務ついての管理はしており

ますが、個々の内容については把握しておりません。

西里委員長 規則を作っても確認する人がいなければ遅いのではない

でしょうか。管理している人たちがそういった催しもの

があった時にある程度巡回するなどしなければ意味がな

いのではないでしょうか。

高木青少年課長 今回の規則の６条第３号で担当職員が当該使用に係る対

象施設に立入りできるという規定を設けているのでこれ

によって対応はできると考えております。

西里委員長 この条項がなければ立ち入りはできなかったのですか。

山田委員 使用を許可した以上は相手の許可がなければ立ち入りは

出来ません。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、議案第４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）
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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１０議案第５号室蘭市教育委員会事務局職

員等の人事発令の件を議題とします。説明をお願いしま

す。

山本総務課長 議案第５号室蘭市教育委員会事務局職員等の人事発令の

件につきまして、ご説明申し上げます。次の、議案第５号

「別紙１」をご覧願います。はじめに、退職発令でござい

ます。教育指導参事兼職・教育研究所長酒井浩一ほか、８

名の方が退職となってございます。次の、採用発令では、

高見恭介が、教育指導参事兼職・教育研究所長の発令を受

けたところでございます。部長職異動では、教育部長堀敏

雄が、室蘭市へ出向となってございます。部長職昇任では、

松村隆三学校教育課長が、教育部長へ昇任となってござい

ます。次の「別紙２」をご覧願います。課長職発令では、

上から、わたくしほか、４名が室蘭市へ出向し、このうち、

３名が課長職へ昇任となってございます。次の、山本喜代

勝ほか６名につきましては、３名が転入し、２名が課長職

へ昇任となってございます。課長職事務取扱では、部長の

生涯学習課長事務取扱を解いてございます。「別紙３」をご

覧願います。係長職異動では、佐藤亘ほか４名が異動し、

このうち、４名が転入、１名が係長職へ昇任となってござ

います。次の、係長事務取扱では、生涯学習課主幹の図書

館長事務取扱を解いてございます。次の、係員発令では、

上から、学校教育課学務係大澤結美ほか３名が室蘭市へ出

向し、次の１名が再任用、１名が新規採用となってござい

ます。なお、退職発令が３月３１日付け、そのほか全てが

４月１日付けの発令となってございます。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。

（なし）
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西里委員長 それでは、議案第５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２４年第１回室蘭市教育委員会臨時会

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 谷 藤 豊

会 議 録 調 製 員 山 本 一 弘


