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平成２５年第１回室蘭市教育委員会臨時会会議録 

 
１  日  時      平成２５年３月２９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 ２階３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   松村教育部長 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 高屋生涯学習課主幹[スポーツ

振興]  
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西里委員長       それでは、ただ今から、平成２５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、山田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。 

 

中澤学校教育課長    報告第１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２５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２５年３

月１４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２５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まして、最初のページ

が校長の人事異動内申書でございます。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前任校名や

氏名等でございます。例えば、一番上の行では、武揚小

の八田校長が旭ヶ丘小に異動となり、後任の校長には日

高町立厚賀小の石田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思います。こ

の結果、小学校の校長では、１８校中、５人が定年退職、

３人が市外への転出、３人が市内異動となり、代わって、

２人が市外からの転入、１人が胆振教育局からの転入、

５人が市外からの昇任採用となります。また、中学校で

は、北辰・港南の両中学校が閉校し、新たに、室蘭西中

学校が開校することから、１校減り７校となりますが、
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２人が定年、１人が勧奨退職、２人が市内異動となり、

１人が市外からの転入、１人が市外からの昇任採用とな

ります。なお、新設の室蘭西中には港南中の中島博勝校

長が異動します。次のページをご覧頂きたいと思います。

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７人が市外に転出し、うち４人が校長に採用さ

れ、１人が降任のうえ市外へ転出し、また、２人が市内

異動となります。代わって、市外から４人の教頭が転入

し、１人が市外からの昇任、１人が市内中学校からの異

動、１人が教育委員会からの昇任であります。中学校で

は３人が市外に転出し、うち１人が校長に採用されます。

１人は市内小学校に異動します。代わって、市外から３

人の教頭が転入します。  次の３ページからは、一般教

職員の異動です。小学校教諭の異動の概略についてです

が、全体では、定年退職が７人、勧奨退職が１人、自己

都合による退職が１名、市外転出が６人、市内異動が１

５人、また、市外からは５人が転入し、新採用が５人、

児童数の減少による定数減が４人となっています。内申

書にある「期限付」とは、在外派遣教員や大学院派遣研

修の代替教員や学級数の確定が遅れたことにより、正規

の職員の配置ができないため、１年間の期間を定めて採

用する者のことです。「再任用」は、定年退職後に希望す

る者を配置しています。「保留」については、４月になら

なければ学級数が確定できない場合に定数を保留してお

り、確定した場合に期限付教諭の配置となります。次に、

中学校教諭の異動の概略についてですが、全体では、定

年退職が２人、自己都合による退職が２名、市外転出が

４人、市内異動が２２人、また、市外からは３人が転入

し、新採用が４人であります。北辰・港南中学校の統合

と、生徒数の減少による定数減は７人となっています。

後ろから２枚目の事務職員、最後のページの養護教諭に

つきましては、主に北辰中と港南中の統合に伴う異動と

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。 
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谷藤委員        白鳥台小学校の教頭ですが降任となっておりますが、こ

れは一般の教諭に戻るということでしょうか。 

 

中澤学校教育課長    教頭から一般の教諭に降任したうえで苫小牧市に異動に

なります。 

 

谷藤委員        先生方は希望どおりの異動となっているのでしょうか。 

 

中澤学校教育課長    一般の教員につきましては事前に異動希望について学校

長を通じて把握したり、直接本人と面接するなどして確

認しております。出来るだけ意向に沿った形での異動と

いうことは心がけております。 

 

谷藤委員        学校の統合が続いておりますが全体的に先生の数は減っ

てきているのでしょうか。 

 

中澤学校教育課長    統合になると、1学級あたりの生徒数が増え全体的に学

級数が減るため教員も減少の傾向にあります。 

 

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３報告第２号室蘭市特別支援推進協

議会諮問に対する答申の件を議題とします。説明をお願

いします 

 

中澤学校教育課長    報告第２号室蘭市特別支援教育推進協議会諮問に対す

る答申の件についてご説明申し上げます。本件につきま

して、室蘭市特別支援教育推進協議会から、昨年１１月

と本年１月に続き、３月２７日に、今年度３回目の答申

を受けましたので、本日は、その判定内容を報告するも

のでございます。次ページの報告第２号別紙をご覧いた

だきたいと思います。上段の表は、在学児童・生徒の判

定結果でございます。現在の小学校１年生から中学２年

生までの就学指導対象者について、障害の種類、程度に

応じて、今回、通常学級対象１名、特別支援学級の知的

学級３名、情緒学級４名、言語通級１名の計９名が、新
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たに判定を受けたものでございます。同様に、下段の表

は、平成２５年度に小学校に入学予定の初入学児童のう

ち、１名が特別支援学校との判定がなされたものであり

ます。在学児童生徒９名と合わせ、新たに、今回、１０

名の判定がなされました。今年度の判定を受けた人数は、

前回までの１３７名と合わせ、１４７名となってござい

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。次に、日程第４

議案第１号室蘭市立学校通学区域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。 

 

中澤学校教育課長    議案第１号室蘭市立学校通学区域規則中一部改正の件

について、ご説明申し上げます。本件つきましては、絵

鞆小学校、桜が丘小学校、武揚小学校の統合校である「み

なと小学校」の開校に係る改正でございますが、平成２

７年４月開校の「みなと小学校」に係る室蘭市立小中学

校設置条例の一部を改正する条例が、去る、３月２５日、

市議会定例会において可決されたことから、同校の通学

区域を定めるため、改正いたそうとするものでございま

す。改正内容でございますが、「みなと小学校」は、ただ

今申し上げましたが、絵鞆小学校、桜が丘小学校、武揚

小学校の統合校の統合校でございますので、現在の各校

の通学区域を合わせた区域を通学区域として定めようと

するものであります。議案第１号参考の新旧対照表をご

覧頂きたいと存じます。改正後の別表第１の小学校の表

中、「みなと小学校」の項が新たな通学区域となります。

また、改正前備考に、「新富町１丁目１８番のうち、山手

町２丁目に隣接する斜面の居住者及び新富町２丁目９番

地の居住者は、小学校においては、武揚又は地球岬、中

学校においては、室蘭西又は星蘭のいずれかに通学させ
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ることができる」とありますが、これは、どのようなこ

とかといいますと、１枚めくっていただきまして、議案

第１号参考２を、ご覧ください。見づらいかもしれませ

んが、新富町１丁目の一部で、以前から武揚小と北辰中

に比較的近い区域として、小学校であれば地球岬小と武

揚小のどちらかを、中学校であれば星蘭中と室蘭西中の

どちらかを選べるようにしていたものです。この度は、

この備考を削除することとしております。その主な理由

としましては、武揚小学校が閉校となるため、小学校に

ついては、地球岬小学校への通学になること。２つ目は、

この地域から地球岬小、星蘭中への距離がいずれも２㎞

未満であり、徒歩圏内であること。３つ目は、この区域

の住宅が１０戸未満であり、かつ、対象となる通学児童

生徒がなく、また、今後の対象者もいないこと。であり

ます。なお、この改正規定の施行年月日につきましては、

改正後の室蘭市立小中学校設置条例の施行年月日と同じ、

平成２７年４月１日となってございます。よろしくご審

議いただき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。 

 

谷藤委員        新富町と山手町の選べたところは徒歩で行ける距離だっ

たのでしょうか。 

 

中澤学校教育課長    地球岬小学校と星蘭中学校までについてはそれぞれ１．

数キロの距離になります。スクールバスを利用する距離

で言いますと小学校で２キロ未満、中学校は３キロ未満

となっておりますので、もしその区域に児童・生徒がい

れば徒歩で通ってもらう形となります。今現在はその区

域に児童・生徒はおりません。 

 

山田委員        この地域は北辰中学校が近かったからそうなっていたの

でしょうが、あまりそういうのはどうなのでしょうか。

他のところでも認めているのでしょうか。 
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中澤学校教育課長    他のところでもこういった状況はありますが、住所で区

切っております。 

 

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５議案第２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。 

 

大谷総務課長      議案第２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

２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。教育部長松村隆三ほか８名の職員が退職となっ

てございます。採用発令では、北野雄介が、指導主事兼

職・教育研究所主任所員の発令を受けたところでござい

ます。部長職昇任では、高屋信孝生涯学習課主幹が、教

育部長へ昇任となってございます。次のページの別紙２

をご覧願います。課長職発令では、加地明ほか５名が異

動し、そのうち２名が転入、１名が室蘭市へ出向し、３

名が部内での異動となってございます。次の、課長職事

務取扱では、青少年課長の異動に伴い、少年補導センタ

ー所長事務取扱の発令を行うものでございます。次の、

係長職異動では、若林美恵ほか４名が異動し、このうち、

２名が転入、２名が室蘭市へ出向、１名が係長職へ昇任

となってございます。次のページの別紙３をご覧願いま

す。係員発令では、石岡佳奈枝ほか１０名が異動し、こ

のうち３名が室蘭市へ出向、１名が市立室蘭総合病院へ

出向、４名が転入、３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
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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。

次の案件についてお諮りいたします。日程第６報告第３

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御異議ありませんか 

 

（異議なし） 

 

西里委員長       御異議なしと認め、非公開とします。 

 

（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２５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   山 田   進 

 

会 議 録 調 製 員     大 谷  裕 司 
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