
平成２３年第５回室蘭市教育委員会定例会

会議録



1

平成２３年第５回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２３年５月６日（金）

開会 午後６時００分

閉会 午後６時４５分

２ 場 所 室蘭市役所 ２階大会議室

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 会議録承認について

第３ 報告第１号 室蘭市教育委員会５月行事予定の件

第４ 報告第２号 教育機関等に対する寄付採納の件

第５ 報告第３号 平成２２年度室蘭市教育委員会所管施設利用状況報告の件

第６ 議案第１号 室蘭市立学校管理規則中一部改正の件

第７ 議案第２号 室蘭市学校給食センター条例施行規則中一部改正の件

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 酒井教育指導参事 堀総務課長 佐藤総務課主幹［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 星学校教

育課主幹 高橋指導主事 萩原指導主事 小西生涯学習課長

矢元生涯学習課主幹[文化振興] 山下生涯学習課主幹[図書館]

高木青少年課長 真野学校給食センター所長 照井給食センタ

ー主幹
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西里委員長 それでは、ただ今から、平成２３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、谷藤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

３年第２回臨時会および平成２３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。

堀総務課長 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。次の頁の

報告第１号別紙を御覧いただきたいと存じます。最初に、

学校教育課からの報告では、備考欄にある港南中学校の 8

月を除き、今月１８日(水)から３１日（火）にかけて中

学校の修学旅行がおこなれます。今回は、旅行先をこれ

までの東北地方から札幌・旭川・道東地方などへ変更し

て行う予定でございます。次に、生涯学習課の中の社会

教育では、１８日（水）に地域家庭教育セミナー 1回目

が水元小学校で行われます。次に、ゴールデンウイーク

中の行事では、市民美術館で１日（日）から７日(土)佐

久間恭子展を始め、青少年科学館では３日（火）～５日

（木）にかけてＧＷ科学館祭り、民俗資料館では５日（木）

に民俗資料館フェスティバルが行われました。次のペー

ジをご覧ください。最初の図書館では、７日（土）にこ

どもの読書週間行事として、図書館本館で 1 日としょか

ん司書、港の文学館でこども文学館が行われる予定です。

次に、一番下のスポーツですが、三市交流小学生陸上予
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選である、第１３回室蘭地方小学生陸上競技大会が行わ

れます。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

たます。説明をお願いします。

堀総務課長 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。次の頁の報告第２号別紙寄附

採納状況報告書をご覧いただきたいと存じます。寄附採

納につきましては、２件でございます。最初に、４月１

２日駒澤静秀様より、書道額２点、金額にいたしますと

４１万円相当のご寄付がございました。このご寄附は、

女性センターの備品として館内に展示して活用させてい

ただきます。次に、ふくろうの会代表様より、図書１６

冊、金額にいたしまして、２４７，０２５円相当のご寄

附がございました。このご寄附は、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号平成２２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。

小西生涯学習課長 生涯学習課所管施設の利用状況についてご説明いたしま

す。文化関連施設は１番目の文化センターから９番目の
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港の文学館まで９つの施設があり、合計では平成２１年

度３７８，６７０人に対し、平成２２年度３７９，４９

７人と８２７人増加しております。利用人員が最も増加

した施設は１番目の文化センターで、２１年度９２，３

４７人から２２年度１０１，４２７人へ９，０８０人増

加し、率では１１０％となっている。これはリハーサル

室を１部屋増設したことにより利用者が増えたものです。

利用人員が最も減少した施設は５番目の市民美術館で、

２１年度の２２年度２１，７４６人に対し１７，５４９

人と４，１９７人の減少し、率では８１％となっている。

これは２０年１０月の開館から２年が過ぎ、市民の関心

が薄れてきているのではないかと考えられ、今後、創意

工夫のある展示が求められています。スポーツ関連施設

は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１８施設のほか、学校開放などを行っており、

合計で２１年度の４８８，１１１人に対し、２２年度５

１２，６５２人と、２４，５４１人増加し、率では１０

５％となっております。次に、利用人員が増加した施設

で最も大きなものは４番目の入江運動公園陸上競技場で、

２１年度の３１，７６６人に対し、２２年度は４９，６

９７人と１７，９３１人増加し、率で１５６％となって

おります。これは平成２１年度に９月１日から３月１２

日まで改修工事があり、休館などの理由で利用人員が減

少したのに対し、２２年度に工事竣工記念事業を行い利

用人員が増加したためであります。利用人員が減少した

施設で最も大きなものは１９番目の学校開放（体育館）

で、２１年度８９，８５５人に対し２２年度８３，７９

３人と、６，０６２人減少し、率で９３％となっていま

す。これは日新小学校と中島小学校が統合し旭ヶ丘小学

校となったため、開放校が１校減となったためでありま

す。なお、対前年度の率で見ますと、１４番目の崎守臨

界公園グラウンドが率で２０４％となっており、近年、

ソフトボールの練習などで使用されるようになったため

であります。

高木青少年課長 次に、平成２２年度青少年課所管施設利用状況につきま
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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、２１年度に比べ２，１８０人の減となっ

ております。その主な要因は企業の研修による使用が４，

２００人ほど減ったことによるものですが、その利用分

を除きますと、昨年より約２，０００人の増加となって

おります。２番の児童館でございますが、祝津児童館が

前年度と比べ減少しているのは、児童館と自宅の距離が

離れている子どもが増えたため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６，９５２

人増加し、港南・港北児童センターで各々約３，０００

人の増加となっております。その要因は、共働き世帯の

登録の増加と貸館利用者の増加等によるものでございま

す。４番のスクール児童館でございますが、全体では１

６２人の増となっております。その中で、常盤スクール

児童館の増加の要因は、平成２２年度末閉館のため地域

と連携した行事の増によるもので、地球岬スクール児童

館の減の要因は登録児童数の減（月平均３２名→２４名）

により減少しております。なお、日新・中島スクール児

童館は、学校統合により平成２２年４月から旭ケ丘スク

ール児童館として開設されております。５番の児童クラ

ブでございますが、２１年度に比べ全体で８９４人減少

しており、その主な要因は登録児童数の減少によるもの

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。

黒光委員 施設利用に際して有料で何かを行いたい場合、学校は貸

してはもらえないのでしょうか。ある団体が有料で行う

場合は借りる事が出来なかったという話を聞いたのです

が。

山田委員 基本的には学校開放はあくまでも学校が授業等をやって

いない時間に教育長の権限でスポーツを中心に開放して

おります。それ以外は校長権限の中で学校事業やＰＴＡ

の事業などで開放しておりますが。学校開放に関しては
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有料で行うことは馴染まないと考えております。有料で

行いたい場合は、他の生涯学習施設等を利用していただ

くようにしていただきたいと考えております。

西里委員長 他に、ありませんか。それでは、報告第３号は、終了し

ます。次に、日程第６議案第１号室蘭市立学校管理規則

中一部改正の件 を議題とします。説明をお願いします。

松村学校教育課長 議案第１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。本件は、小中学校の教職員

の病気休暇に係っての改正でございます。小中学校の教

職員いわゆる道費負担の職員の勤務時間、休暇等につき

ましては、市立学校管理規則の規定で、北海道の条例・

規則によることとされてございまして、このたび、この

元となる北海道の規則「北海道学校職員の勤務時間、休

暇等に関する規則」の一部が改正されたことによりまし

て、この道の規則の改正に合わせ、規定の整備を行いた

いことから本案を提出するものでございます。市の管理

規則の改正の説明の前に、まず、この道の規則改正の主

な点ですが、ひとつは、公務上の負傷・疾病等の例外を

除いて、つまり、病気休暇の上限期間が設定され、その

上限期間が９０日間となったことです。改正前まで病気

休暇は、病気の種類に応じて９０日と１年と教員特有の

結核の場合は１年と３通りの制度があった。が、これが、

一律９０日となったこと。もう一つは、病気休暇の通算

です。これまで病気休暇期間の通算について、条例・規

則には規定が無かったが、新たに、連続して８日以上の

病気休暇を使用した職員が、職務に復帰後、実勤務日数

２０日以内に、同一の疾病又は負傷に係る病気休暇を使

用した時は、直前の病気休暇と再度の病気休暇は、連続

したものとみなすというもので、４月１日から施行され

た。つまり、同一の疾病又は負傷では、９１日以上は病

気休暇が承認されない。これまでは、病気の種類ごとに

３種類あった。この規定は、４月１日から施行された。

この改正をうけまして、市立学校管理規則の改正が必要

となったところですが、この改正内容でございます。次
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の頁の議案第１号参考の新旧対照表をご覧ください。病

気休暇の承認にあたっては、これまでは７日以上９０日

未満、勤務しないものの承認を行う場合には校長が教育

委員会に報告することとなっていますが、これを、８日

以上勤務しないものの承認を行う場合と、改正するもの

でございます。先ほどご説明申し上げた通り、公務上の

負傷・疾病等の例外を除き、病気休暇の期間が最大９０

日とされたことや８日以上の病気休暇について、病気休

暇期間の通算の規定が、新たに設けられたことへの対応

によるものでございます。改正規則の施行期日ですが、

公布の日からとし、改正後の規則の規定は、４月１日か

らの病気休暇に適用して参りたいと存じます。なお、今

日現在、従前の規定で１年、改正後の規定で９０日とな

る病気休暇の承認の報告は無いものであります。以上で

ございますので、よろしくご審議いただきますようお願

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。

谷藤委員 ９０日以上になると休職という扱いになるのでしょうか。

松村学校教育課長 ９１日以上で休職となります。

谷藤委員 それは通算で９１日以上ということでしょうか。

松村学校教育課長 復職後２０日以内に同じ病気を発症した場合は９１日目

からは休職の扱いとなります。

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）
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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。

議案第１号は、終了します。次に、日程第７議案第２号

室蘭市学校給食センター条例施行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。

真野給食センター所長 議案第２号室蘭市学校給食センター条例施行規則中一部

改正の件についてご説明申し上げます。本件は、平成２

３年６月６日で、室蘭市学校給食運営協議会委員の任期

が満了となることから、新たな委員の委嘱前に、室蘭市

学校給食センター条例施行規則第８条に定める学校給食

運営協議会委員の構成と規定の整備をするものでありま

す。改正の具体的な内容でありますが、議案第２号参考

「室蘭市学校給食センター条例施行規則新旧対照表」を

ご覧ください。第８条第１項で定める学校及び関係団体

中第３号の「医師会」及び第４号の「歯科医師会」を削

り、第５号の「学校薬剤師会」を第３号とし、同条第２

項で定める関係行政機関「北海道教育庁胆振教育局」を

「室蘭市公設地方卸売市場」に改め、同条第３項で定め

る「学識経験者」に新たに「医師、歯科医師」を加えよ

うとするものであります。なお、関係行政機関の変更の

理由としましては、北海道教育庁胆振教育局は、学校給

食センターを指導・監督する立場にあり、学校給食運営

協議会委員として馴染まないこと。また、新たに行政機

関とする「室蘭市公設地方卸売市場」は、青果物の価格

動向を幅広く把握するなどの理由から、それぞれ変更を

するものであります。また、これまで関係団体として区

分していた「医師会」及び「歯科医師会」を、「医師」

及び「歯科医師」と職名を明確にし、本来の学識経験者

としての位置づけをするものであります。以上でござい

ます。宜しくご審議賜り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 関係行政機関の胆振教育局が馴染まないという部分はど

ういうところで馴染まないのでしょうか。
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真野給食センター所長 胆振教育局はこれまでも給食センターを指導監督する官

庁という立場であり、同じく平成１５年度にも室蘭保健

所からも不測の事態が起きた場合の対応などに支障をき

たす等の理由から委員を辞退したということがあり、そ

ういった理由等があり馴染まないということです。

山田委員 保健所自体が北海道の機関であり、指導監督する立場の

中で委員を辞退するという経緯がありました。教育局は

直接ではないが同様に北海道という指導する立場の中で

委員というのは馴染まないということになりました。

谷藤委員 医師会と歯科医師会は３項の学識経験者に入っています

が、ここはなぜ変わったのでしょうか。

山田委員 今までの扱いがこうなっていましたが、確認したところ、

医師・歯科医師については学校医師や学校歯科医師会の

代表ではなく医師会・歯科医師会から推薦していただく

ので職名の中で医師・歯科医師というようにして学識経

験者としての立場のほうが強いのでそのような扱いとし

ました。

西里委員長 そうすると薬剤師会は同じ形ではないのでしょうか。

真野給食センター所長 学校薬剤師は学校薬剤師会という組織があり、その代表

に委員になってもらっております。

西里委員長 薬剤師会の中の一部として学校薬剤師会というのがある

のでしょうか。

真野給食センター所長 薬剤師会の中に学校薬剤師会という組織があり、組織か

ら委員を出していただいております。

西里委員長 医師・歯科医師と薬剤師を分けるのは違和感があるよう

に感じるのですが。
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山田委員 本来であれば全て学識経験者となるのですが、論議した

結果、薬剤師会の中に学校薬剤師会という組織があり、

学校関係団体ということで関係団体の中に入れることと

しました。

西里委員長 委員の中で、小、中学校長会や父母と先生の会と薬剤師

会では立場がちょっと違うような感じがするのですが。

実際の父母や先生とは役割が違うような感じを受けます。

医師会にしても歯科医師会にしても学校薬剤師会にして

も意見を述べるときにどういった立場にあると考えると

同じような立場にあると思うのですが。

照井給食センター主幹 基本的には学校薬剤師は給食センターに置いては給食セ

ンターの衛生管理の審査・点検を行っている団体となっ

ております。本来の薬剤師会とは別に学校薬剤師会とい

うがあり、学校薬剤師会の会長に委員を依頼していると

いうことで、関係団体ということで選んでいるというこ

とです。

西里委員長 薬剤師会には委員の選出を依頼していないのでしょうか。

真野給食センター所長 薬剤師会には依頼しておらず、学校薬剤師会に委員の依

頼をしております。

芝垣委員 薬剤師会の会長と学校薬剤師会の会長は別の人なんでし

ょうか。

真野給食センター所長 別の人です。

芝垣委員 わかりました。医師や歯科医師よりも給食に関する教育

に絡む小、中学校校長会や父母と先生の会により近いと

いう認識で関係諸団体の一員ということで構成している

んですね。

真野給食センター所長 その通りです。
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西里委員長 ほかにありませんか。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。

議案第２号は、終了します。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

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 二二

室蘭市教育委員会委員 谷 藤 豊

会 議 録 調 製 員 堀 敏 雄修


