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平成２１年第１１回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２１年１１月５日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後６時３０分 
 
２  場  所      鶴ヶ崎中学校 ３階多目的教室  
 
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 佐藤教育部長 酒井教育指導参事 川本総務課長 市橋総務課

主幹［学校施設］ 國枝総務課主幹［施設適正配置］ 松村学校

教育課長 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     教育委員会定例会の開催に先立ちまして、傍聴の皆様に一言

ごあいさつ申し上げます。  

 私どもの教育委員会は、都道府県及び市町村などに置かれて

いる合議制の執行機関であり、学校教育をはじめ、生涯学習、

文化、スポーツなど幅広い施策を議論しております。 

この会議は原則公開としておりまして、平成１５年から毎年

１回から２回程度、学校での開催を実施してございます。 

今後とも開かれた教育委員会として、よりよい教育環境の実

現を目指して学校、保護者、地域の方々と一体となった取り組

みを進めてまいります。会議の議題は毎月変わりますが、本日

は最後まで傍聴していただきたいと思います。 

なお、本定例会の終了後、皆様と意見交換の場を持ちたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。  

 

西里委員長     それでは、ただ今から、平成２１年第１１回室蘭市教育委員

会定例会を開会いたします。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２１年

第１０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１１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。 

 

松村学校教育課長  初めに、学校教育課に係ります行事予定について、ご説明申

し上げます。 

１３日（金）ですが、特別支援教育推進協議会が開かれま

す。これは、今年７月に教育委員会から諮問をいたしてござ

いますが、来年度の就学に関して、新たに入学する予定の児

童や、在学する児童・生徒に係りまして、障害の種類・程度
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等の判断や適切な支援の在り方について、これまでの調査の

結果に基づき決定する会議でございます。諮問に対する答申

と意見具申に向けての会議ということでございます。 

また、２０日（金）には、今年度の学校医等表彰式を行い

ます。詳細につきましては、この後の報告第３号であらため

てご説明申し上げます。 

以上でございます。 

 

森生涯学習課長   続きまして、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。 

まず、社会教育の関係ですが、１８日（水）に中島小学校、

２５日（水）に地球岬小学校で、幼稚園・保育所、小学校、父

母と教育・保育職員の集いを開催します。この集いは、小学校

入学をひかえた父母、小学生の父母と幼稚園・保育所、小学校

の先生をパネラーにパネルディスカッションの後、グループ討

議を行い、幼稚園・保育所から小学校への接続を円滑に行うた

めの意見交換を行うものです。２０日（金）に、胆振管内社会

教育委員等研修会を文化センターで開催します。 

次に、文化振興の関係ですが、３日（火、文化の日）にスポ

ーツと合同で、平成２１年度室蘭市スポーツ・芸術文化・生活

文化伝承者表彰式を行いました。今年の表彰者は、スポーツ関

係が８人、芸術文化が２人と１団体、生活文化伝承者が１団体

でした。市民文化祭の今月開催分は、ご覧のとおり、舞台部門

が「バレエコンサート」、「オーケストラ演奏」、「日本舞踊公演」

の３事業、展示・著作・教育部門が、「お茶会」、「菊花展」、「写

真展」、「趣味の作品展」の４事業で、文化センターを会場に行

われます。 

次に、読書活動推進の関係ですが、第６３回読書週間にちな

み、１日（日）から８日（日）まで、本館で、とびだす絵本展

を開催しています。３日（火）は本館で、「英語であそぼう」

と文化の日映画会「レ・ミゼラブル」を上映しました。７日（土）

本輪西分室でおはなし会、本館では、市内小中学生３６人の読

書感想文入賞者表彰式を開催します。１７日（火）に男女平等

参画センターにおいて、中学生の読後感想討論会を開催します。

また、２３日（月）に港の文学館で第６回八木義徳自由作文賞

表彰式を開催します。 



 4 

次のページをご覧ください。男女平等参画推進の関係ですが、

２８日（土）に、男女共生セミナーの閉講講演会を開催します。

「男女平等参画社会を目指して」と題して、朝日新聞編集委員

の竹信三恵子さんに講演いただきます。定員は５０人で、参加

料は後期３講座分で５００円です。 

次に、女性センターの関係ですが、６日、１３日、２０日、

いずれも金曜日ですが、「センスアップ教室」を開きます。６

日は、「広げよう人権の輪」をテーマに、室蘭人権擁護委員の

神田さん、黒光さん、門馬さんからお話を伺います。１３日は、

「防犯防止について学ぼう」をテーマに、室蘭警察署生活安全

課の職員の方から話を伺います。２０日は、「アイヌ文化につ

いて」をテーマに、ＮＰＯ法人知里森舎代表の横山むつみさん

からお話を伺います。定員は３０人で、参加料は無料です。 

次に、民俗資料館の関係ですが、今月の「とんてん館寺子屋

教室」は、２３日（月、勤労感謝の日）に、「干支凧づくり」

の体験学習会です。 

最後に、港の文学館ですが、７日、１４日、２１日の土曜日

に、第８回港の文学館入門講座を開催します。室蘭の文学活動

や、文学館の館内見学・展示作家作品の解説、文学館の活動に

ついて３回に分けて講義します。定員１５名で、参加料は無料

でございます。 

以上で、室蘭市教育委員会１１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     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。１０月の寄附採納に

つきましては、４件でございます。 
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１件目ですが、１０月２日に常盤町の広瀬恵伸様より、教育

設備充実のためといたしまして、北辰中学校にプレハブ物置１

棟、金額にいたしまして１０万円相当の御寄附がございました。

これは、同校グラウンド脇に設置しまして野球部の部活動用に

使わせていただくこととしてございます。 

次に１０月２９日に日本中央競馬会ウィンズ室蘭所長様より、

教育設備充実のためといたしまして、マットトラック、マット

を運搬する台車ですが、このほかの教材を金額にして３９万９，

１００円のご寄附がございました。ウィンズ室蘭様からは、地

域の周辺小中学校の港北中、本輪西小、高平小へ交互に寄贈を

受けておりまして、今年度は高平小にと指定されたところでご

ざいます。 

続きまして日にちは前後しますが、１０月７日に白鳥台の本

田康子様より、生涯学習課の文化振興のためとしまして、現金

１０万円のご寄附がございました。これにつきましては、文化

振興基金に積み立てまして有効に活用させていただくこととし

てございます。 

最後に４件目ですが、同じく１０月７日にふくろうの会代表

様より、読書普及のためといたしまして、図書を３１冊、金額

にいたしまして、２１万６，０００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、市民の読書普及の

ために、広く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     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号室蘭市立学校学校医等表彰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３号室蘭市立学校学校医等表彰の件についてご説明申

し上げます。 

本件は、報告第３号参考に「表彰規程」を載せてございます

が、本市の市立学校の児童・生徒等の健康の保持増進と保健教
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育の振興に貢献した学校医、学校歯科医、学校薬剤師の功績に

対しまして、第２条で１５年以上学校医等の職にある場合には

「教育長表彰」を、また、２０年以上学校医等の職にある場合

には「教育委員会表彰」をすることとなってございまして、本

年度は、報告第３号別紙のとおり、４名の先生方が表彰を受け

られます。 

まず、「教育委員会表彰」として、八丁平小学校の学校医で

ある塩澤英光先生、東明中学校の学校歯科医である鈴木和久先

生、学校歯科医で全校を担当している畔田貢先生、北辰中学校

の学校薬剤師である谷口陽一先生の４名の方々を、それぞれ表

彰いたそうとするものでございます。 

なお、表彰式は、先ほどの行事報告でも申し上げましたが、

１１月２０日、金曜日、午後６時３０分から本庁舎３階の議会

第一会議室で執り行う予定でございます。 

 

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号室蘭市青少年表彰及び青少年育成者表彰の件を議題と

いたします。説明をお願いします。 

 

田中青少年課長   次に、報告第４号室蘭市青少年表彰及び青少年育成者表彰の

件についてご説明申しあげます。報告第４号別紙を参考に願い

ます。 
本件は、室蘭市青少年表彰及び青少年育成者表彰要綱に基づ

き表彰を行うものでございまして、広く青少年の模範となる行

いを表彰して、青少年の誇りと自信を高めるとともに、青少年

の健全育成活動に対する献身的な行いを表彰して、青少年活動

および育成意識の高揚を図ることにございます。 
平成２１年度は、市内の青少年団体、文化・スポーツ団体、

各企業等に推薦をお願いいたしましたところ、対象者として、

青少年団体活動者表彰（個人）が１０名、優良勤労青少年表彰

が３名、青少年育成者表彰が５名、合計１８名の推薦がござい

ました。 
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１０月１５日に開催いたしました室蘭市青少年問題協議会健

全育成部会におきまして審議され、１８名全員の方について表

彰の決定をいただき、１１月３日にホテルセピアスにおいて表

彰式を行ってございます。 
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。 

 

谷藤委員      私も出席させていただいたのですが、１１月３日にこの表彰

式がありまして、当日は芸術・文化・スポーツ等の表彰も行わ

れていました。これらの件に関しては、１０月の定例会で報告

があり、本件については１０月１５日で決定をされたというこ

とで本定例会の議案になったのだと思いますが、議案提出につ

いては、表彰式が終わった後ではなくて、時期的に間に合うの

であれば、先月の定例会で出された方が良かったかと思いまし

た。 

 

田中青少年課長   来年は、表彰式開催月日も検討いたしまして、改善していき

たいと思います。 

 

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。次に、日程第７議案第１号公の施設に係る指定管理者の指

定（室蘭市青少年科学館）について市長への申入れの件を議題

とします。説明をお願いします。 

 

小西生涯学習課主幹 

  議案第 1 号公の施設に係る指定管理者の指定(室蘭市青少年

科学館)について市長への申入れの件について､ご説明いたしま

す。 

本件は、室蘭市青少年科学館の指定管理者の指定期間が、平

成２２年３月３１日で満了することに伴い、新たな指定管理者

を指定しようとするものでございます。 

新たな指定管理者につきましては、本年７月１日から８月３

１日までの２か月間公募したところ１団体から応募があり、昨

日開催した｢指定管理者選定委員会」において、申込み書類の

審査及び団体ヒヤリングを行い審査した結果、指定候補者に「特
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定非営利活動法人科学とものづくり教育研究会かもけん」が選

定されましたので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

基づき、第４回市議会定例会に提案するものでございます。 

なお、指定の期間は、平成２２年４月１日から平成２７年３

月３１日までの５年間となっております。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、御質問等は、ありませんか。 

 

芝垣委員      今回指定しようとする青少年科学館の指定管理者は、現在の

管理者と同一でしょうか。 

 

小西生涯学習課主幹 

          はい、同一の管理者でございます。 

 

西里委員長     指定管理者になってからの成果はどうですか。 

 

小西生涯学習課主幹 

          平成１７年に指定管理者になりましてから、直営の時と比較

しまして、来館者の人数・利用料金収入いずれも増えています。 

特に、利用者につきましては、指導員が１階で低年齢者を対

象とした体験型のわかりやすい実演をやっていることで、子供

達がリピーターとして来ている等、成果は非常に上がっていま

す。 

 

黒光委員      指定管理者が利益をあげる必要はあるのですか。 

 

小西生涯学習課主幹 

          収入から経費を引いた残りが収益になりますが、この｢かも

けん｣につきましては、特定非営利法人であり、営利を目的と

した団体ではございません。 

指定管理者かもけんは、年間約２０種類の自主事業を行って

おり、収益についてはそれらの事業経費に充当しております。

また、最終的に法人を解散する時は、定款で財産を市に譲渡す

ることになっております。 

したがって、収益はすべて子ども達に還元されることとなっ
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ております。 

 

黒光委員      以前、婦人部で利用したことがありまして、７０歳以上が無

料だったのですが、運営する法人に申し訳ない気持ちになりま

した。 

 

小西生涯学習課主幹 ７０歳以上の方は無料となっておりますが、この方々にかか

る費用につきましては、市が費用として委託料の中に算定して

おりますので、運営法人の収支に迷惑はかからない仕組みにな

っています。 

 

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。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１１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     川 本  修 


