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平成２５年第５回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２５年５月９日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後６時３０分 
 
２  場  所      室蘭市役所 ２階大会議室  
 
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  
 
５  説明員   高屋教育部長 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 北野指導主事 山本生涯学習課長 矢元生涯学習課主幹

[文化振興] 加地生涯学習課主幹[スポーツ振興] 髙木図書館

長 佐々木青少年課長 北川青少年課主幹 佐藤学校給食セン

ター所長 
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西里委員長       それでは、ただ今から、平成２５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

５年第１回臨時会および平成２５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       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。 

 

大谷総務課長      報告第１号室蘭市教育委員会５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。１４日から３０日にかけて中学校の

修学旅行が予定されており、行先は関東方面となってお

ります。次の、生涯学習課の社会教育につきましては、

２２日と２９日に地域家庭教育セミナーの前期１回目と

２回目が高平小学校で開催されます。次の、民俗資料館

では、５日に民俗資料館フェスティバルが開催されます。

次の市民美術館では、季節をめぐる作品展が３月１２日

から６月２日まで開催されております。次の、青少年科

学館では、３日～６日に開館５０周年記念 GW 科学館祭
が行われました。次の、スポーツでは、２７日に、楽し

くランニングが入江運動公園陸上競技場で開催されます。

次のページをご覧願います。次の、図書館では、１１日

に、こどもの読書週間行事１日としょかん司書が図書館

本館で開催されます。次の、港の文学館では、４月２日

から６月３０日まで三浦清宏の多彩な世界が開催されて
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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。次は、日程第４

報告第２号教育機関等に対する寄付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、７件でござ

います。１件目は、一般財団法人むろしん緑の基金様よ

り、ドウダンツツジほか樹木２６本、金額にいたしまし

て５０万円相当のご寄附をいただきました。このご寄附

は室蘭西中学校の緑化推進のため植樹をさせていただい

ております。２件目は、北海道日本ハムファイターズ 稲

葉 篤紀様よりリレー用バトン２セット、金額にいたし

まして１０，９２０円相当のご寄附をいただきました。

このご寄附は、地域還元活動の一環として平成 22年度か
ら行われており、４～５年で全校に配布される予定とな

っており、これまでの累計で１４セット、７６，４４０

円相当となっております。今年度は大沢小学校、天沢小

学校に配布予定です。３件目は、新日鐵住金株式会社様

より「新・モノ語り」という同社が自費出版している物

づくりの絵本５４０冊のご寄附をいただきました。金額

については今回のように学校や教育関連施設への寄附の

ほかに見学者に配布したりするため作成しているもので

わからないとのことです。このご寄附につきましては、

市内の小中学校、図書館本館及び分室、青少年科学館に

配布し、地域の子どもたちに鉄づくり、ものづくりを知

ってもらうために活用させていただきます。４件目は、

３件目と同じく新日鐵住金株式会社様からのご寄附で、

青少年科学館の新日鐵住金の展示ブースの映像TVモニタ
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ー、金額にいたしまして２５万円相当のご寄附がござい

ました。このご寄附は青少年科学館５０周年を記念して

贈られたものでございます。５件目は、本市本輪西町在

住の添田幸子様より現金１０万円のご寄附をいただきま

した。添田様のご主人は室蘭開拓の祖、添田竜吉氏から

数えて４代目にあたる添田欽一氏で、今年２月にお亡く

なりになりましたが、郷土資料館整備のためのご寄附と

いうことでございまして民俗資料館の備品整備に活用さ

せていただきます。６件目は、本市山手町在住の柄澤優

子様より現金１０万円のご寄附をいただきました。柄澤

様につきましては、茶道裏千家の最高位の名誉師範の称

号を授与し、それを記念して、皆様にお世話になりまし

たということで文化振興のためにとのことでご寄附をい

ただいたものでございまして、文化振興基金に積立させ

ていただきます。７件目は、ふくろうの会代表者様より、

図書３０冊、金額にいたしまして３４４，２００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号室蘭市教育委員会臨時代理の件（公有財産取

得に係る市長への申入れの件）を議題といたします。説

明をお願いします。 

 

加地生涯学習課主幹   報告第３号、室蘭市教育委員会臨時代理の件についてご

説明いたします。公有財産取得に係る市長への申入れの

件につきまして、諸般の都合上、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、平成２５年４月３日付で、教育長が臨時代理をいた
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しましたので、同条第２項の規定に基づき報告するもの

でございます。臨時代理の内容でございますが、報告３

号別紙をご覧いただきたいと存じます。本件は、今年度

施工予定の白鳥大橋パークゴルフ場増設工事に伴い、港

湾会計が所有する当該敷地を教育財産として一般会計が

取得するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２８条第２項に基づき、地方公共団体の長へ、教育

委員会から、教育財産の取得の申し出を行うものでござ

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、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号平成２４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。 

 

山本生涯学習課長    報告第４号平成２４年度室蘭市教育委員会所管施設利

用状況について報告します。はじめに、生涯学習課所管

の文化・スポーツ関連施設の利用状況についてご説明い

たします。はじめに文化関連施設ですが、１番目の文化

センターから９番目の港の文学館まで９つの施設があり、

合計では平成２３年度３７６，９４５人に対し、平成２

４年度３７９，８４６人とやや増加しております。主な

増減につきましては、1番目の文化センターが、前年度に

比べ、増えていまして、１４０・９０年の記念の年であ

ったことからホールでの大きな催し物が開催されたこと

による利用者の増となったものでございます。４番目の

民俗資料館も前年度よりやや増となっておりますが、こ

れも記念事業の一環として開催した企画展が市民に好評

で利用者の増となったものでございます。一方で減少し

た施設としまして、６番目の胆振地方男女平等参画セン

ターは利用人数では減少しておりますが、件数では２３

年度１，８５３件から２４年度１，９４２件と増えてま
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して小規模人数での利用が多くなっています。7番目の女

性センターは、利用団体の高齢化によるサークルの縮小

や廃止などにより利用人数が減少したものでございます。

また、９番目の港の文学館は、前年度に「八木義徳 生誕

１００年」の企画展開催で団体等の入館者が増えました

が、２４年度は、団体の入館者など利用者が減少しまし

た。次にスポーツ関連施設ですが、１番目の中島公園野

球場から１８番目の電信浜児童遊泳場まで、合計利用者

数が２３年度の３８６，３１７人に対し、２４年度４０

７，８２９人と、２１，０００人ほど増加しており、ま

た、一番下の欄の学校開放については、ほぼ同数の利用

件数となっております。主な増減についてですが、１番

目の中島公園野球場ですが２４年度より、管理棟内の多

目的室Ａ，Ｂを一般利用できる形としたことにより利用

が増加しております。２番目の祝津公園テニスコートは、

２３年度に行った改修により、利用者数が増加しました

が、７番目の高砂テニスコートの利用者が減少しており、

祝津のコートへ一部利用者が流れた形となっております。

３番目の祝津公園グラウンドは、昨年度、東中学校グラ

ウンドを利用していた社会人サッカーが同グラウンドの

利用ができなくなったことで、祝津グラウンドを利用し

たことによる増加でございます。４番目の入江運動公園

陸上競技場は、２３年度に行われたコンサドーレ札幌の

公式戦が、２４年度には開催されなかったことが大きな

減少の要因となっております。６番目の入江運動公園温

水プールですが、２３年度は施設改修工事で約６ヶ月間

使用できなかったことにより、利用者数が減少していま

すので、前年度の比較では増加しておりますが、昨年１

１月２７日の大規模停電が原因で、約１ヶ月以上の休館

がありましたので、通常年の一昨年と比較した場合には、

利用者数は減少しております。１４番目のＢ＆Ｇ海洋セ

ンターは、自主事業の健康づくり教室で多目的ホールの

利用が増えております。１５番目の中島スポーツセンタ

ーのリンクについては、昨年の大規模停電による学校の

臨時休校により、予定していたスケート授業が中止とな

ったことなどにより、利用者が減少しております。最後
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に１７番目のだんパラスキー場ですが、２３年度に市が

取得し、２４年度から運営を開始しておりまして、新た

にスポーツ施設として追加したものでございます。以上

でございます。 

 

佐々木青少年課長    次に、平成２４年度青少年課所管施設利用状況につきま

して、ご説明いたします。１番の青少年研修センターで

ございますが、前年度に比べ２，２９８人の減少となっ

ており、その主な要因は平成２４年度から室蘭市の直営

となり、指定管理者がおこなっていた自主事業が実施さ

れなくなったことや、構成メンバーの高齢化により、３

階を利用していた団体は階段を上らなくても良い施設へ

活動の場を変更したこと、室蘭で吹奏楽のコンクールが

ある時はその練習の場として利用されていましたが、平

成２４年度はコンクールが無かったことなど、これらに

より減少したものでございます。２番の児童館でござい

ますが、祝津児童館、東町児童館ともに前年度と比べ減

少しているのは、学校の授業時間の増加のため、特に低

学年の利用が減少しているのが要因と分析をしておりま

す。３番の児童センターでございますが、全体では前年

度に比べ４，１０６人の減少となっておりますが、港北

児童センターを除き、登録・自由来館とも減少している

こと、特に自由来館については、学校の授業数の影響が

主な要因と捉えてございます。４番のスクール児童館で

ございますが、全体では前年度に比べ２，５５２人の増

となっております。主な増加の要因としては、本室蘭ス

クール児童館を除いたスクール児童館の登録児童の実績

が昨年より６，３９３人増加したことによるものでござ

います。しかし、自由来館児童につきましては、３，８

４１人減少しておりまして、これは児童館の減少要因と

同じく学校の授業時間の増加のため利用減少と分析して

ございます。５番の児童クラブでございますが、前年度

に比べ全体で１，０３１人増加しており、その主な要因

は海陽児童クラブを除く児童クラブの登録児童数が増加

したためによるものと分析いたしてございます。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        スクール児童館や児童クラブの登録児童数は増えてきて

いるということでよろしいでしょうか。お母さん方が働

くようになってきているので子どもをそこに行かせると

いう家庭も増えてきているということですね。また授業

時間が増えると授業時間と開館時間が重なる部分がある

のでしょうか。 

 

佐々木青少年課長    授業時間が低学年で週１時間ずつ増えており、そのこと

により授業の終了時間が５時間授業であれば１４時１５

分くらいになります。自由来館の子ども達は一度家に帰

ってからスクール児童館や児童館に遊びに行く事になり

ますが、学校でも帰宅時間の決まりがあり、特に冬期は

すぐに日が暮れるため帰宅時間も早くなるため、遊びに

行く事が出来ないような状況です。 

 

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号室蘭市スポーツ推進

審議会委員の委嘱の件を議題といたします。説明をお願

いします。 

 

加地生涯学習課主幹   議案第１号、室蘭市スポーツ推進審議会委員の委嘱の件

についてご説明いたします。議案第１号別紙をご覧いた

だきたいと存じます。本審議会委員のうち、室蘭市中学

校長会の南部務氏が人事異動、北海道高等学校長協会日

胆支部の駒木貞氏が退職により平成２５年３月３１日付

けで退任したことに伴いまして、室蘭市中学校長会から

推薦の小場範夫氏、北海道高等学校長協会日胆支部から

推薦の花松正彦氏に委嘱するものでございます。委嘱期

間は平成２５年５月９日から残任期間の平成２６年７月

３日までとなっております。よろしくご審議をお願いい

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２５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   黒 光  ひ さ 

 

会 議 録 調 製 員     大 谷  裕 司 


