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平成２３年第９回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２３年９月１日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後６時４０分

２ 場 所 室蘭市役所 ３階１号会議室

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 平成２３年度北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会について

第４ 報告第１号 室蘭市教育委員会９月行事予定の件

第５ 報告第２号 教育機関等に対する寄附採納の件

第６ 報告第３号
室蘭市教育委員会臨時代理の件

（室蘭市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例について市長への申入れの件）

第７ 議案第１号 室蘭市教育委員会事務局職員等の人事発令の件

第８ 議案第２号 室蘭市教育委員会教育長に対する事務委任等規則中一部改正等の件

第９ 議案第３号 室蘭市体育指導委員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 堀教育部長 酒井教育指導参事 山本総務課長 高橋指導主事

萩原指導主事 高屋生涯学習課主幹[スポーツ振興] 高木青少

年課長 真野学校給食センター所長
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西里委員長 それでは、ただ今から、平成２３年第９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、山田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８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平成２３年度北海道都市教育委員会連絡協議会定

期総会についての報告をお願いします。初めに芝垣委員

お願いします。

芝垣委員 ８月２４・２５日の２日間に渡り、函館市で平成２３年

度北海道都市教育委員会連絡協議会の定期総会が行われ

ました。全道各都市から約２００名が参加し、当市から

は山本総務課長、教育委員として、私、黒光委員、谷藤

委員が参加をいたしました。報告につきましては総会の

議事につきましては私が、事例発表は黒光委員、記念講

演は谷藤委員と分担して報告させていただきます。議事

ですが、全部で報告案件が３件、議案が１件ございまし

た。報告第１号は会務報告でございます。昨年８月２５

日から今年の８月２３日までの１年間にわたる会務の報

告がございました。昨年の８月２５日・２６日に岩見沢

市で北海道都市教育委員会連絡協議会の総会が行われそ

の内容の報告と春と秋に北海道都市教育長会議定期総会

があり、昨年の１１月に秋の部で開催地が千歳市、春の

部が本年５月１０日留萌市で行われ、その内容について

報告がございました。本年５月２６日に全国都市教育長

協議会定期総会が岐阜県岐阜市で開催されており、その

報告がございました。報告第２号は平成２２年度収入支
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出決算についての報告でございました。監査委員の報告

も含めまして承認されております。報告第３号は平成２

３年収入支出予算について報告されております。議案第

１号は、平成２３年度の役員改選についてでありまして、

今年度の役員は札幌市教育委員長の山中会長をはじめと

し、各ブロックごとに副会長・理事等が選任されており

決定しております。

西里委員長 ありがとうございました。次に黒光委員お願いします。

黒光委員 事例発表の報告です。「滝川市の社会教育～新図書館と

まちづくり～」と題しまして滝川市教育委員会教育長の

小田真人氏からの発表でした。滝川市は平成１７年にい

じめによる自殺があり、その後の対策がどのような事を

しているのかという事が私も気になりながら聞かせてい

ただきました。内容といたしましては小学校のスクール

カウンセラーの採用や道徳教育推進事業の実施、小学校

３・４年生を３５人学級で編成する少人数学級実践研究

事業の実施、平成２１年度から子ども会議の実施、これ

はいじめのない学校づくりと友だちづくりをテーマに児

童会・生徒会の主体的活動を交流発表するものです。ま

た、一週間当たり２４時間を限度学習支援や教育相談等

を行う学びサポーターを小中学校全校に配置しているそ

うです。そのほかに滝川市がどういう位置にありどうい

う事業をやっているかという事を詳しくお話しいただき

ました。石狩川の支流にＢ＆Ｇ海洋センターを平成６年

にオープンし年間１万５千人が利用し、Ｂ＆Ｇ財団から

特Ａの評価を８年連続受けたとの事でした。室蘭市はど

うなのかと思いながら聞かせていただきました。また、

中心市街地活性化計画を聞いてこのようなことも教育委

員会の仕事なのだと思い驚きました。特に図書館移転構

想では図書館を生活の中心にしようと計画し、市役所の

２階に移転し１１月１２日に開館するそうです。年間３

３０日、平日は１９時まで開館するとの事でした。街の

中で市役所と図書館を中心にした街づくりを一生懸命や

ろうとなさっているそうです。そういう点も素晴らしい
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と思いながら聞かせていただきました。

西里委員長 ありがとうございました。次に谷藤委員お願いします。

谷藤委員 記念講演についてご報告させていただきます。記念講演

は歴史作家好川之則氏から箱館秘史１０話というテーマ

でお話をいただきました。ご当地函館の開港からの秘話

を１０項目のタイトル別に独自の研究と冗談を交えなが

らのお話をいただきました。翌日の視察が函館奉行所と

いうこともあり、前日の講演が視察にも役立ちました。

その後行われました交流会では各市の教育委員と交流さ

せていただき、昨年とは違う型と交流させていただき各

市の情報交換、これからの教育委員としての自覚を再確

認いたしました。来年の開催地は根室市と言う事でこれ

から楽しみにしております。

西里委員長 ありがとうございました。次は、日程第４報告第１号室

蘭市教育委員会９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。

山本総務課長 報告第１号室蘭市教育委員会９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。次のペー

ジの報告第１号別紙をご覧願います。はじめに、学校教

育課でございます。２２日～１０月１日にかけまして、

中学校の学校祭が各学校で開催されます。次に、生涯学

習課の女性センターでは、９日（金）に施設バス見学が

行われます。次に、市民美術館では、１～３０日にかけ

まして、絵画に見る室内空間‐描写と表現などが、市民

美術館で開催されます。次のページをご覧ください。は

じめの青少年科学館では、２日と３日に、市民天体観望

会が、祝津公園と高砂小学校で行われ、１１（日）には、

入館料無料で、科学の祭典２０１１室蘭大会が、青少年

科学館で開催されます。次に、最後にございますスポー

ツでは、１１（日）に、市民ソフトボール大会が、少年

野球場などで、２５日（日）には、市民第運動会 むろ

らんピックが、入江運動公園陸上競技場で開催されます。
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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５

報告第２号教育機関に対する寄付採納の件を議題といた

します。説明をお願いします。

山本総務課長 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、ご説明申し上げます。次のページの報告第２号別紙

寄附採納状況報告書をご覧願います。寄附採納につきま

しては、３件でございまして、はじめに、８月１２日に、

ＪＲＡウィンズ室蘭様より、システムアンプ等、金額に

いたしますと２７９,１００円相当のご寄付がございまし

た。このご寄附は、教育設備の充実といたしまして、今

年は、港北中学校で活用させていただきます。次に、８

月２９日に、鶴ヶ崎中学校協賛会様より、除雪機１台、

金額にいたしますと４９３，５００円相当のご寄付がご

ざいました。このご寄付は、翔陽中学校敷地内の除雪作

業のために活用させていただきます。最後になりますが、

ふくろうの会代表様より、図書５冊、金額にいたしまし

て、１９４，３００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６

報告第３号室蘭市教育委員会臨時代理の件（室蘭市スポ

ーツ振興審議会条例の一部を改正する条例について市長
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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。

高屋生涯学習課主幹 報告第３号、室蘭市教育委員会臨時代理の件についてご

説明いたします。「室蘭市スポーツ振興審議会条例の一部

を改正する条例について市長への申入れの件」につきま

して、諸般の都合上、教育委員会に付議するいとまがご

ざいませんでしたので、「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、平成

２３年８月２４日付で、教育長が臨時代理をいたしまし

たので、同条第２項の規定に基づき報告するものでござ

います。臨時代理の内容でございますが、報告３号別紙

をご覧いただきたいと存じます。本件は、本年６月にス

ポーツ振興法が全部改正され、スポーツ基本法が制定さ

れたことに伴い、室蘭市スポーツ振興審議会の名称、設

置根拠等に関し所要の改正を行うため、第３回市議会定

例会に提案するものでございます。なお、主な改正内容

でございますが、条例への委任規定及び削除に伴う第１

条及び第２条の整備、審議会の組織に関する改正、会長・

副会長、会議等に関する改正となっております。第４条

及び第５条の会長・副会長、会議等に関する改正ですが、

現行例規では、会長・副会長に関する規定、審議会の会

議に関する規定等がスポーツ振興審議会条例施行規則で

規定されておりましたが、これらの内容は、審議会等に

おける一般的な規定内容であり、教育委員会にその内容

を定めることを委任し、独自に決定するような内容では

ないため、本改正を機に、条例において規定することと

しております。なお、本改正に伴い、規則は廃止するこ

とといたします。実施時期につきましては第３回定例会

終了後の公布の日から施行することといたします。

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）
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西里委員長 それでは、報告第３号は、終了します。次に、日程第７

議案第１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。

山本総務課長 議案第１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、ご報告いたします。次のページをご

覧いただきたいと存じます。９月３０日付けで、生涯学

習課、小西二三倫課長が退職することとなっております。

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。

（なし）

西里委員長 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。

それでは、日程第８議案第２号室蘭市教育委員会教育長

に対する事務委任等規則中一部改正等の件を議題としま

す。説明をお願いします。

高屋生涯学習課主幹 議案第２号、室蘭市教育委員会教育長に対する事務委任

等規則中一部改正等の件についてご説明いたします。本

件は、本年６月にスポーツ振興法が全部改正され、スポ

ーツ基本法が制定されたことに伴う、室蘭市スポーツ振

興審議会条例の改正に伴い本案を提出するものでござい

ます。改正の内容でございますが、議案第２号参考１の

新旧対照表をご覧ください。室蘭市教育委員会教育長に

対する事務委任等規則第１条第９号において「室蘭市ス

ポーツ振興審議会委員」を引用しているため、審議会の

名称を「室蘭市スポーツ推進審議会」に改め、また、議

案第２号参考２室蘭市スポーツ振興審議会条例施行規則
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につきましては、室蘭市スポーツ振興審議会条例に本規

則の内容を盛り込み改正するため、本規則を存続させる

必要がなくなることから、廃止を行うものでございます。

なお、施行日につきましては、室蘭市スポーツ振興審議

会条例の改正が前提であるため、改正条例の施行日に施

行することといたします。よろしくご審議のほど、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 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。

それでは、日程第９議案第３号室蘭市体育指導委員規則

中一部改正の件を議題とします。説明をお願いします。

高屋生涯学習課主幹 議案第３号、室蘭市体育指導委員規則中一部改正の件に

ついてご説明いたします。本件は、本年６月にスポーツ

振興法が全部改正され、スポーツ基本法が制定されたこ

とに伴い、改正を要することから、本案を提出するもの

でございます。改正の主な内容でございますが、議案第

３号参考「新旧対照表」をご覧ください。主な改正とし

ては第２条の職務にスポーツ推進に係る体制の整備を図

るため、「スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡

調整を行うこと。」という項目が加えられております。併

せて、第３条の定数については、規則制定時には４０名

以内としておりましたが、人口減少に伴い委員の人数も

減少しており、昨年の室蘭市スポーツ振興審議会で今後

は３０人以内を定数とすることを報告しており、今改正

で３０名以内とするものでございます。よろしくご審議
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のほど、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。

西里委員長 名称がスポーツ振興法からスポーツ基本法へ変わりまし

たよね。スポーツ基本法は何を基本としてどういう趣旨

なのでしょうか。

高屋生涯学習課主幹 いちばん大きく変わりました点は今までスポーツ振興法

にはなかったのですが、スポーツを通じて幸福で豊かな

生活を営むことは全て人々の権利であるという事で権利

を盛り込むという事をしております。突き詰めるとスポ

ーツをする事が出来ない人を出してはいけないであると

か自治体によって住民や生徒がスポーツをできないのは

権利侵害になるという事を規定しております。また、地

域の交流促進・地域の一体感や活力の醸成・住民主体の

地域スポーツクラブへの自治体からの助成等という地域

に対する事が謳われております。

西里委員長 権利と言ってますが、個人でスポーツする種類や趣味等

が違ってくと思うのですが。

芝垣委員 スポーツ振興法ができたのが昭和３６年で約５０年たっ

ておりスポーツへの捉え方がスポーツ振興法ができた当

時の時代背景と現在では生活環境や価値観が変わってお

り、昭和３６年当時はスポーツを振興させようと言って

いたのでしょうが、５０年たった今はスポーツが一つの

文化であり生きていく人の平和を追求するような権利の

様に価値が高まっているという捉え方から、その法律自

体が今の時代背景に合わなくなったのではないのでしょ

うか。

西里委員長 個人情報など色々な権利がありますが、拡大し過ぎでは

ないでしょうか。時代はそうかもしれませんが、スポー

ツすることを権利であると認めるのであれば解釈によっ
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てはなんでも出てくるのではないでしょうか。必要な部

分は必要であると思いますが、個人の権利までに延ばし

てしまうのは行きすぎの様な感じを受けます。

山田委員 今回は与野党の共同提案の法案であり、そういった関係

で権利関係などが出てくるものとなっております。また

大きな部分は今までのスポーツ振興法ではプロのスポー

ツ選手は位置づけがありませんでしたが、今回の改正で

プロのスポーツ選手も全てスポーツ基本法の対象者にな

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 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９回室蘭市教育委員会定例会

を閉会いたします。

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 山 本 一 弘


