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平成２１年第５回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２１年５月８日（金） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後６時４０分 
 
２  場  所      教育委員会会議室   
 
３  本日の議事日程  別紙のとおり 
 
４  出席委員   西里委員長 續石委員 芝垣委員 黒光委員 山田教育長 
 
５  説明員 佐藤教育部長 酒井教育指導参事 川本総務課長 松村学校教

育課長 根塚指導主事 高橋指導主事 森生涯学習課長 小西

生涯学習課主幹[文化振興] 佐藤生涯学習課主幹[スポーツ] 

松原生涯学習課主幹[読書活動推進] 山下生涯学習課主幹[読書

活動推進] 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 照井学校給食センター主幹 
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西里委員長     ただいまから、平成２１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、黒光委員を指名いたします。よろしくお願いいた

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２１

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。 

 

森生涯学習課長   報告第１号 室蘭市教育委員会５月行事予定の件についてで

ございます。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。 

社会教育の関係でございますが、１５日（金）、昨年度から

本市教育委員会が事務局を担当しております「胆振管内社会教

育委員連絡協議会」の役員会及び総会をこの市教委会議室で開

催します。次に、２０日（火）第１回児童子育てサロンを女性

センターで開催します。内容は、地域セミナー参加者を中心に、

意見交換などを通して学習しあう集りでございまして、本年度

は４回開催する予定でございます。次に、２５日（月）から６

月２９日（月）まで６回シリーズで３、４歳児と親のセミナー

を開催します。会場は蘭北児童センターで、対象は、３、４歳

児とその親１５組、希望が多いときは抽選になります。内容は、

親子でリズム体操のあと、子どもは集団遊び、親は子育ての心

構えを学習するものでございます。次に、２６日（火）から７

月２１日（火）まで５回シリーズで地域セミナーを開催します。

会場は桜が丘小学校でございまして、内容は、生涯学習推進ア
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ドバイザーを講師に、幼児、小学生を持つ親を対象に子育てつ

いての講話を中心に意見交換を行うものでございます。次に、

読書活動推進の関係でございますが、５月１２日までの「こど

もの読書週間」にちなんだ行事でございますが、５日（火）の

子どもの日、１１時から１時間程度、英語の歌やゲームなどを

楽しむ「英語であそぼう」、１３時からは「こどもの日シアタ

ー」として「ハリーポッターとアズカバンの囚人」のビデオを

上映しました。９日（土）図書館本館と本輪西分室で１０時３

０分から１時間程度、読み聞かせやパネルシアターなどを行な

う「おはなし会」を行ないます。同日、本館では、市内の小学

５・６年生４人が、図書の整理やカウンターでの図書の貸出や

返却を体験する「1日としょかん司書」、また港の文学館では、

市内の小学５年生１２人が港の文学館の見学と市内の文学碑め

ぐりを行なう「こども文学館」を実施します。１４日（木）か

ら本館３階講堂の「ふくろう文庫ミニ特別展」は、伊藤若冲の

「若冲画譜」を展示いたします。１００枚の絵を３回に分け、

年内長期の展示を予定しております。次に、民俗資料館の関係

でございますが、５日（月）子供の日ですけれども、資料館と

陣屋史跡で、恒例になっております「民俗資料館フェスティバ

ル」を開催しております。内容は、よろいの着付けですとか、

昔遊び、それから鍛冶屋体験など、そば打ち、せんべい焼きな

ども行いましたが、当日の入館者は去年より 121 人ほど増えま

して、258 人。ほぼ倍増となっております。最後に、青少年科

学館の関係でございます。２日（土）から６日（水）まで、ゴ

ールデンウィーク科学館祭を開催いたしました。内容は、万華

鏡などの工作教室、わたあめなどの食べ物教室、顕微鏡をのぞ

こうなどの実験教室や、中庭での水ロケットなどでございます。

期間中５日間の入館者数は、開催期間が４日間だった昨年度を

237 人ほど上回りまして、4,299 人でございました。以上で、

室蘭市教育委員会５月行事予定の件の説明を終わります。 

 

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。 

 

              （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。 

 

川本総務課長    「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、１件でございまして、４月１６日に「ふくろうの会

代表様」から、読書普及のためといたしまして、図書を２１冊、

金額にいたしまして、２８万１，０００円相当の御寄附がござ

いました。これらは、ふくろう文庫に収められまして、市民の

読書普及のために、活用させていただくこととしてございます。

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     なければ、報告第２号は、終了します。次は、日程第５報告

第３号平成２０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。 

 

小西生涯学習課主幹 日程第５報告第３号、平成２０年度室蘭市教育委員会所管施

設利用状況についてご報告いたします。はじめに、文化センタ

ーでございます。大ホールの利用状況は、件数 81件、日数 126

日で、入場人員は 53,337 人と前年と比較しまして、11,859 人

増加となっております。要因といたしましては、白鳥大橋 10

周年記念事業や市内大手企業の100周年記念事業などにより関

連する事業の開催が多かったためであります。小ホールは、件

数で 314 件で 15 件増加ですが、入場人員は 12,269 人で 1,848

人減少となっております。会議室及び展示室は、記載のとおり

であります。なお、ギャラリーにつきましては、平成 20年 10

月に美術館として改装オープンしており、そのための改修工事

のため平成 20 年 4 月から使用しておりません。次に、市民会

館の利用状況でございます。大ホールにつきましては、利用件

数が同数の128件、日数は164日で4日増加、入場人員は36,028 

人で536人増加となっております。会議室等につきましては、
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件数 1,993 件で、入場人員は 46,251 人となっております。

利用者は年々微増ですが、増加傾向にあります。次のページ

をご覧ください。青少年科学館でございます。小人は中学生

以下は無料となっておりますが、計の欄で26,953人で1,974

人減少、大人は計の欄で 14,962 人で 200 人減少となってお

り、合計では 41,915 人で 2,174 人減少となっております。

これは、科学館祭や自主事業への参加者が減少してきている

ためであり、今後、魅力ある事業内容の検討が課題となって

おります。なお、参考としまして、実験室の利用について、

内数で載せております。次のページをご覧ください。民俗資

料館でございます。計の欄で 4,003 人で、226 人減少となっ

ております。 4,000 人台を確保しましたが、減少傾向にあ

り、今後とも、集客力のある企画展等の開催を検討してまい

ります。次に、市民美術館でございます。平成 20年 10 月オ

ープンして半年分の実績ですが、大人 11,356 人、小人 772

人の合計 12,128 人となっております。以上でございます。 

 

森生涯学習課長   続きまして、胆振地方男女平等参画センターでございます。

目的内、目的外利用を合わせまして、件数で 52 件減の 2,034

件でございましたが、利用人数で 578 人増となって、37,718

人でございます。隣接して、一体化している中小企業センター

との合計では、59 件 3,634 人、昨年から比べて増加しており

ます。漸増の状況でございます。ミンクールを利用していた団

体が、小グループ用の会議室が多い中小企業センターの利用に

切り替えていることなども、この要因の一つと考えております。

次に、次のページをご覧ください。女性センターについてでご

ざいます。利用件数では、主催事業、グループ活動の小計が

2,033 件、相談、作品展示会の小計が 292 件、合計 2,325 件で、

前年度に比べまして 17 件の増加でございます。利用人数では

主催事業、グループ活動の小計で 27,027 人、相談、作品展示

会の小計で 2,422 人、合計で 29,449 人で、前年度に比べまし

て 197 人の増加でございました。全体的な利用状況は、横ばい

しております。主催事業、グループ活動の利用人数を見てみま

すと、夜間を利用する「働く女性」から午前・午後を利用する

「主婦等」に利用者層がシフトしている傾向が見受けられます。 

以上でございます。 
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松原生涯学習課主幹 続きまして次のページ、平成２０年度の図書館の利用状況に

ついてご説明いたします。総体的な図書館の利用状況につきま

しては、利用人員と利用冊数、参考の市民一人当たり貸出冊数

については、関連がございますので、一括で説明をさせていた

だきたいと思います。いずれも対前年比でございますが、各項

目別に見た場合、一般につきましては、本館・各分室・自動車

文庫とも増加しております。児童につきましては、利用人員は

本館・各分室・自動車文庫ともそれぞれ増減がありますが、総

体では微増となってございます。利用冊数につきましては、本

館・各分室・自動車文庫とも増加してございます。総体的には、

ほとんどが増となっており、トータルでは利用者数では 4825

人増の 107.3%、利用冊数では 20,656 冊増の 108%と、それぞれ

約 8%の増加となってございます。この増加現象について、少

子高齢化や人口の大幅な減少、また今、社会現象ともなってい

ます顕著な活字離れや共働き世帯の増加などの理由により利用

者の足が図書館から遠のく要因よりも、天候や現在の逼迫した

経済状況から来る、本を買う購買よりも貸出できる図書館利用

が理由の一因とも考えられます。児童の利用状況につきまして

は、一般の増加の理由と同じのに加えまして、独自の読み聞か

せや切り絵・木工などをまじえたイベントの開催などにより、

少子化のなかで、人員・冊数とも増加となってございます。た

だし、図書整理で発生した図書につきましては、廃棄を除き、

再利用先として、市内の児童館やスクール児童館・大規模学校

での学級文庫等で大いに活用されてございます。なお、参考ま

でに市民一人当たりの貸出冊数につきまして、掲載してござい

ます。今年度につきましては、これらの分析・調査をさらに行

い、利用者にとって利用しやすい図書館を目指し、利用の拡大

が図れるよう、努めてまいりたいと考えてございます。また、

この数字には含まれておりませんが、ふくろう文庫の丸井今井

支援の特別展を開催してございまして、昨年 10 月 22 日から

27 日まで 6 日間に約 4,500 人の来場があり、所期の目標を達

成したところでございます。続きまして、次のページの港の文

学館の利用状況についてでございますが、個人につきましては、

大人も子どもも増加しておりますが、団体につきましては、減

少してございます。団体の利用につきましては、中学校の校外
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学習・小学校の総合学習でございます。文学館につきましても

関係者と協議を進め、利用の拡大が図れるよう努めてまいりた

いと考えております。以上でございます。 

 

佐藤生涯学習課主幹 続きまして、次のページの平成 20 年度体育関連施設利用状

況についてご報告いたします。20 年度の利用者数の合計は

512,093 人で、前年に比べ 50,648 人増加しております。これ

は、前年度に体育館競技場は床改修のため、平成 19年 11 月 1

日から平成20年 3月 15日まで利用を休止していたことが主な

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。２番の高砂テニスコートは、東翔高校のテニスコート新

設により、東翔高校生のシーズン券の利用減によります。４番

の中島公園野球場は、社会人の練習利用と中学校の部活利用で

増となっております。６番の入江運動公園陸上競技場は、全道

高校陸上競技大会などの開催に伴う専用利用の増と開設期間の

増が大きな要因となっております。７番の入江運動公園多目的

運動広場と８番の芝生広場は、サッカーの社会人利用の増が主

な要因となってございます。９番の入江運動公園温水プールは、

幼児・児童の水泳教室の専用利用の増が主な要因となってござ

います。１５番の白鳥大橋パークゴルフ場は、天候の影響で減

となっております。１６番の室蘭市Ｂ＆Ｇ海洋センターは、ヨ

ット教室参加者及び多目的ホール専用使用の減によるものでご

ざいます。１９番の体育館ですが、先程述べましたように、前

年度には４カ月半閉館していましたこと、各種教室参加者の増、

休館日を開館することによる増を要因として大幅な増となって

おります。２０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

つきましては、大会での参加人数が増加していることが要因と

考えております。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。以上でございます。 

 

田中青少年課長   青少年課所管の施設利用状況につきまして、ご説明いたしま

す。最初の青少年研修センターでございますが、平成１９年度

の 16,227 人に対しまして、２０年度は 16,783 人と、556 人の

増、約 3％の増加となってございます。次２番目の、児童館・
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児童センターでございますが、１９年度が８施設で、81,054

人に対し、舟見、高砂の２児童館の廃止などによりまして、２

０年度は６施設で 79,607 人と、1,447 人、約 2％の減少となっ

ております。ただし、この廃止しいたしました２つの児童館を

除いて比較いたしましても、祝津と東町２つの児童館では平成

１９年度の場合14,517人が、２０年度の場合15,557人と1,040

人、7％の増、４つの児童センターでは１９年度の場合 54,579

人が、２０年度は 64,050 人と 9,471 人、17％増加してござい

ます。最後に、スクール児童館でございます。１９年度が８施

設で 62,649 人に対し、20年度は新たに、常盤、武揚、高砂の

3ヶ所が開設したことにより、１１施設で 87,910 人と、25,261

人、約 40％の増となっております。一方、地球岬につきまし

ては、逆に 3,332 人、30％も前年度を下回っておりますが、こ

れは平成 19 年度が開設初年度ということもありましたが、20

年度になりまして、子どもさん達、児童の興味をそそったもの

が一段落した結果ではないかと考えているところでございます。

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。 

 

續石委員      美術館について、まだ半年のみの実績ですがこれは当初の予

想に比べていかがでしょうか。 
次にスクール児童館についてですが、港北児童センターは前

年比４割増の 5,000 人増、知利別スクールは 2,500 人増、大沢

スクール児童館も 2,300 人増と利用者が増えていますが、施設

の広さの問題、対応する人の問題は生じていないのでしょうか。 
 

佐藤生涯学習課主幹 美術館についてですが、昨年の１０月にオープンしまして、

今日の新聞にも出ておりましたが、半年間で一万人を超えたと

ゆうことで、基本的には予想以上の反響が出たと考えておりま

す。 

 

田中課長      現時点で、施設の規模的に多少手狭になっているというケー

スもございますが、特に大きな問題は生じておりません。 
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西里委員長     ほかにありませんか。なければ、終了いたします。次は、日

程第６報告第４号教育長の教育委員会臨時代理の件（室蘭市立

学校職員の人事異動内申の件）を議題といたします。説明をお

願いします。 

 

松村学校教育課長  報告第４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、胆振教育局管内で、教頭職に欠員が生じたこ

とから、４月３０日付で道教委より本市学校職員にかかわる異

動内示があったこところでございます。このことから、平成２

１年５月１日、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、教育長において臨時代

理したものでありまして、同条第２項の規定に基づき、報告す

るものでございます。臨時代理事項は、「室蘭市立学校職員の

人事内申に関する件」でありまして、人事内申の内容につきま

しては、次のページの報告第４号別紙をご覧いただきたいと存

じます。一般教職員人事異動でありますが、東中学校教諭の 

古江隆博であります。５月１６日付を持ちまして、苫小牧市立

開成中学校に転出をいたしまして、苫小牧市で教頭に昇任の上、

採用になる予定となってございます。本市の教員といたしまし

ては、前の日の５月１５日付で免職されます。（本市の内申は、

学校職員免職発令内申であります。）苫小牧市におきましては、

地教行法第４０条採用となり、古江教諭の後任には、期限付き

教諭を充てることで対応いたしたいという考えでございます。

なお、古江教諭につきましては、「平成２１年度公立小中学校

教頭昇任候補者」として名簿登録されてい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、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４号は、原案のとおり承認することに御異

議ありませんか。 
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              （異議なし） 

 

西里委員長     御異議がありませんので、原案のとおり承認いたします。 

次は、日程第７議案第１号室蘭市教育委員会庁舎管理規則の

廃止の件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

川本総務課長    それでは、議案第１号室蘭市教育委員会庁舎管理規則を廃止

する件につきまして、御説明申し上げます。 本件につきまし

ては、教育委員会が現在入居管理しております、この文化セン

ター庁舎から市役所本庁舎へ移転することに伴いまして、庁舎

管理について定めております室蘭市教育委員会庁舎管理規則を

廃止するものでございます。施行日につきましては、平成２１

年６月１日から施行してまいりたいと考えてございます。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     なければ、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。 

次は、日程第８議案第２号室蘭市学校管理規則中一部改正の

件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

松村学校教育課長  議案第２号「室蘭市立学校管理規則中一部改正の件」につい

てご説明申し上げます。 本件につきましては、北海道学校職

員の勤務時間、休暇等に関する条例が一部改正されまして、学

校職員の一日あたりの勤務時間が、これまでの８時間から７時

間４５分に１５分短縮されました。これに伴いまして、市立学

校職員の勤務時間の割り振り変更についての所要の改正を行う

ものでございます。具体的な改正の内容でございますけども、

次のページの議案第２号参考の新旧対照表をご覧いただきたい
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と思います。勤務時間の改正に伴いまして、第９条の第３項、

４項につきまして、「半日勤務時間」から「４時間の勤務時間」

に改正するものであります。こういった同様の改正につきまし

ては、道立学校におきましても、道立学校管理規則の改正を行

っているものでございます。なお、改正後の室蘭市立学校管理

規則は、平成２１年４月１日から適用するものであります。よ

ろしくご審議をお願いいたします。 

 

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。 

 

續石委員      半日勤務というのは具体的にはどういうケースでしょうか。 
 
松村学校教育課長  教職員は通常、月曜から金曜が勤務日、土曜・日曜が週休日

という様に勤務時間が割り振られております。ただし、授業参

観など週休日に勤務を行った際は、月曜から金曜の勤務日に振

替で休みをとる、つまり勤務時間の割り振りの変更を行います。

例えば、土曜日に 4 時間勤務の場合、半日勤務ということにな

ります。「半日勤務時間」を「４時間の勤務時間」に改正の説

明としては、8 時間勤務の場合の半日は 4 時間となりますが、

7 時間 45 分の場合の半日では時間数に端数がでるため「4 時

間の勤務時間」となります。 
 
西里委員長     ８時間から７時間４５分に減少した理由はなんでしょうか。 
 
松村学校教育課長  国家公務員の勤務時間にならい、北海道学校職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の改正されたことによるものです。 

 
西里委員長     ほかにありませんか。なければ、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。 

次は、日程第９議案第３号室蘭市社会教育委員の委嘱の件を

議題といたします。説明をお願いします。 
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森生涯学習課長   議案第３号「室蘭市社会教育委員の委嘱の件」につきまして、

ご説明いたします。本件は、本市社会教育委員の齋藤寛さんが、

４月１７日をもって退任されましたことから、その補欠委員と

して、議案第３号別紙のとおり、長堀登さんを委嘱しようとす

るものでございます。新委員の長堀さんは、喜門岱小学校校長

をされておいでで、学校教育関係者として、本市社会教育委員

にふさわしい方と存じます。なお、補欠委員の任期は、前任者

の残任期間となりますので、本日から平成２２年５月３１日ま

でとなります。合わせまして、次のページに議案第３号参考と

しまして、社会教育法の抜粋、それから、室蘭市社会教育委員

の定数及び任期に関する条例の抜粋を載せております。よろし

く、ご審議をお願いいたします。 

 

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） 

 

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

は、日程第１０議案第４号室蘭市スポーツ振興審議会委員の委

嘱の件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

佐藤生涯学習課主幹 議案第４号、室蘭市スポーツ振興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４号別紙をご覧いただきたいと

存じます。審議会委員のうち、小学校校長会の笹森満明氏、中

学校校長会の中島博勝氏が人事異動により平成２１年３月３１

日付けで退任したことに伴いまして、小学校校長会から推薦の

飯田治氏、中学校校長会から推薦の笹森満明氏に委嘱するもの

でございます。委嘱期間は平成２１年５月８日から平成２２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     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） 

 

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

は、日程第１１議案第５号室蘭市学校給食センター条例中一部

改正にかか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。 
 
真野学校給食センター所長 

議案第５号室蘭市学校給食センター条例の一部改正の件につ

きまして、ご説明申し上げます。本件は、学校給食法の一部改

正により、これまで条例で引用していた法の条項「第６条第２

項」が「第１１条第２項」に条項移動したことによる規定の整

備のために、本案を提出するものです。以上でございます。ご

審議のほど宜しくお願いします。 
 

 

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） 

 

西里委員長     ほかにありませんか。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２１年第５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     黒 光  ひ さ 

 

会 議 録 調 製 員      川 本  修 


