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平成２３年第２回室蘭市教育委員会臨時会会議録

１ 日 時 平成２３年３月３１日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後６時３５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 議案第１号 室蘭市立学校通学区域規則中一部改正の件

第５ 議案第２号 室蘭市社会教育委員の委嘱の件

第６ 議案第３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

５ 説明員 佐藤教育部長 酒井教育指導参事 堀総務課長 松村学校教

育課長 星学校教育課主幹[学務] 高橋指導主事 萩原指導

主事 小西生涯学習課長 高木青少年課主幹 真野給食セン

ター所長 照井給食センター主幹
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西里委員長 ただいまから、平成２３年第２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、芝垣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。

説明お願いします。

松村学校教育課長 報告第１号「室蘭市教育委員会臨時代理の件(室蘭市立学

校職員の人事内申に関する件)」について、ご説明申し上げ

ます。本件につきましては、壮瞥町立久保内小学校の教頭

が欠員となったことから、教頭昇任候補者登録者名簿に登

載されている、海陽小学校の主幹教諭、菊池 禎子を新たな

教頭として発令するため、道教委への人事内申・人事発令

等の関係から、臨時会を開催するいとまがなかったことに

よりまして、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項に基づき、平成２３年３月８日付けで、

教育長が臨時代理をいたしたものであり、同条第２項の規

定により、報告するものでございます。臨時代理の内容に

つきましては、報告第１号別紙の報告書をめくっていただ

きまして、次のページの表にございますとおり、壮瞥町立

久保内小学校教頭に発令のため、内申の形式としましては、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４０条の規定

によりまして、本市の主幹教諭を免職するというものでご

ざいます。なお、１６日付で壮瞥町立久保内小学校教頭と

して発令されました。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、ご質問等は、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
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の人事内申の件）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２３年４月１日付けの室蘭市立学

校職員の人事異動、平成２３年度当初人事に係る内申をした

ものでございますが、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２３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項の規定に基づき、

教育長において臨時代理したものであり、同条第２項の規定

に基づき、報告するものでございます。次に、人事内申の内

容でございますが、報告第２号別紙の平成２３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、校長

の人事異動についてでございます。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

の次に転出と記載されている列が、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

が記載されてございます。例えば、一番上の行では、常盤小

の赤坂校長が定年退職となりますが、常盤小は廃校となりま

すので、後任の校長は配置されません。同様に、２番目の行

では、高砂小の堀校長が定年退職となり、後任に洞爺湖町立

とうや小の傳法校長が転入するというように見ていただけれ

ばと思います。本市の学校の状況は、平成２３年度全体では、

武揚小学校と常盤小学校が武揚小への統合となり、また、鶴

ｹ崎中学校と東中学校が閉校となり、翔陽中学校が開校しま

すので、学校数は小中合わせて２７校となります。校長につ

きましては、６名が定年退職となり、１名が苫小牧市へ市外

転出し、市外及び行政から５名が転入いたします。転入校長

のうち、２名が教頭からの昇任者、１名が、行政からの転入

となってございます。この結果、小学校で８校、中学校では

新たな翔陽中学校を含めて３校で校長が異動となります。次

のページをご覧頂きたいと存じます。教頭の人事異動ござい

ます。教頭につきましては、小学校で常盤小学校が廃校とな

りますので、９校、中学校では２校が廃校となり新設の翔陽
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中学校を含めて、５校が異動となります。なお、真ん中の転

出の欄で、備考欄で校長採用とあるのは、校長に昇任する教

頭でございまして、白鳥台小の高島、北辰中の小場、港南中

の石脇の、小中あわせて３人が昇任して校長採用され市外へ

転出いたします。また、水元小の田中教頭は本人の希望によ

りまして、教頭から降任となりまして、教諭として鷲別小に

転出いたします。市外からの転入者は、小学校で９人、中学

校で４人、うち昇任者は、小学校１人、また、市内異動は１

人ですが、新設の翔陽中学校となってございます。翔陽中を

含め、１４校で教頭が変わり、半分以上が異動することにな

ります。３枚目は主幹教諭でございます。先ほど、３月１６

日付の人事でもお話し申し上げましたが、海陽小学校の主幹

教諭が教頭昇任で壮瞥町立久保内小学校に転出たしましたの

で、後任が４月１日付で海陽小の教諭から発令されます。４

枚目から８枚目までは、小学校教諭の人事異動でございます。

小学校教諭では、定年退職者が２人、勧奨による退職が３人、

教頭に昇任して転出するものが１人、主幹教諭に昇任が１人、

在外教育施設（スペインのマドリッド日本人学校）へ１人、

市外への転出者が２０人となってございます。逆に市外から

の転入者は、２４人となってございます。新採用者が５人、

再任用者が３人、１年間の期限付きで採用となる教諭が７人

となってございます。９枚目から１３枚目は中学校教諭の人

事異動でございます。中学校教諭では、定年退職者が３人、

自己都合による退職が１人、市外への転出者が１０人、逆に

市外からの転入者は１０人、1年間の期限付きで採用となる

教諭が２人、新採用者が４人、再任用者が２人となってござ

います。異動率で申しますと、昨年度は１１％に対し今年度

は３１％と高くなっておりまして、これは翔陽中学校の開校

に伴い廃校となった学校からの異動も含まれたためとなって

おります。１４枚目は養護教諭の人事異動でございます。定

年と勧奨により２人が退職しましたが、学校数が２校減とな

り、来年度以降も学校統合が予定されてございまして、市外

から転入が１人、１人を期限付きで対応いたしました。１５

枚目は栄養教諭の人事異動でございます。常盤小学校に配置

しておりました栄養教諭につきまして、当該校の閉校により

配置替えとなりました。また道立学校への転出によるもので
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ございます。なお、栄養教諭の配置は、絵鞆、桜が丘、武揚

の各小学校に１人ずつ、計３人の配置となってございます。

最後のページは事務職員の人事異動です。定年と勧奨で２人

が退職しますが、学校統合を見据えて、今年度、２校を期限

付きで対応してございまして、来年度におきましても、２校

を期限付きで対応し、１人は引き続き再任用としてございま

す。以上でございますが、この内申のとおり、４月１日付を

もちまして発令される見込みでございます。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、ご質問等は、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。

星学校教育課主幹 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。本件は、平成２３年第１回市

議会定例会におきまして室蘭市小中学校設置条例の一部を

改正する条例が可決され、港南中学校と北辰中学校の統合

校に伴う新設校として室蘭西中学校が設置されることに伴

い同校の通学区域を定めるため室蘭市立学校通学区域規則

の一部を改正いたそうとするものでございます。改正の内

容でございますが、現在の港南中学校と北辰中学校の通学

区域を室蘭西中学校の通学区域とするものでございます。

なお、施行年月日は条例の施行日と同じく平成２５年４月

１日としてございます。以上でございます。ご審議のほど

宜しくお願い致します。

西里委員長 ただいまの説明に対しまして、ご質問等は、ありません

か。

黒光委員 通学区域としては、全く同じなのでしょうか。
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星学校教育課主幹 現在の港南中学校と北辰中学校の通学区域を合わせたも

のですので全く同じです。

西里委員長 他にありませんか。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号室蘭市社会教育委員の委嘱の件

を議題とします。説明をお願いします。

小西生涯学習課長 議案第２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橋本邦彦

様と大脇康志様の２名が、本日３月３１日をもって退任す

るのに伴い、その補欠委員として、別紙のとおり亀田正人

様と余語奈穂子様を委嘱しようとするものでございます。

新委員の亀田さんは、室蘭工業大学の准教授をされており、

また、余語さんは、室蘭市青少年健全育成推進協議会の母

親クラブ部部長をされております。お二人とも、学識経験

者及び社会教育関係分野からの社会教育委員として、適任

の方でございます。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、明日４月１日から平成２４年５月

３１日までとなります。次ページの参考には、社会教育法

と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、また、次ページの参考２には、新しい社会

教育委員名簿となっております。よろしく、ご審議をお願

い致します。

西里委員長 ただいまの説明に対しまして、ご質問などは、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。
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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可決いたします。

次に日程第６議案第３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。

堀総務課長 議案第３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。議案第３号別紙１を

ご覧ください。はじめに１の退職発令でございます。佐藤

教育部長他７名は定年退職、下の段２名につきましては早

期退職に基づくものでございます。次に４月１日より教育

部長が空席となりますので当面の間教育長が教育部長の事

務取扱を行う予定であります。次に３の課長職発令でござ

います。髙木康青少年課主幹が青少年課長と係長職の少年

補導センター事務取扱を行う予定であります。次のページ

をご覧ください。係員の発令でございます。川口陽海他３

名の採用を行う予定でございます。なお、発令年月日であ

りますが退職につきましては３月３１日、それ以外は４月

１日でございます。以上、宜しくお願い致します。

西里委員長 ただいまの説明に対しまして、ご質問などは、ありませ

んか。

（なし）

西里委員長 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。

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２３年第２回室蘭市教育委員会臨時会を閉会

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 芝 垣 美 男

会 議 録 調 製 員 堀 敏 雄


