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平成２３年第１２回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２３年１１月２４日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後６時４５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 報告第１号 室蘭市教育委員会１２月行事予定の件

第４ 報告第２号 教育機関等に対する寄附採納の件

第５ 報告第３号 室蘭市特別支援教育推進協議会諮問に対する答申の件

第６ 報告第４号 絵鞆半島外海岸の名勝指定に係る答申の件

第７ 報告第５号 室蘭市学校給食センター調理等業務の公募に係る選定結果の件

第８ 議案第１号 市立室蘭図書館条例施行規則中一部改正の件

第９ 議案第２号 室蘭市体育施設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１０ 議案第３号 室蘭市Ｂ＆Ｇ海洋センター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

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
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５ 説明員 堀教育部長 酒井教育指導参事 山本総務課長 星学校教育課

主幹 高橋指導主事 萩原指導主事 矢元生涯学習課主幹[文化

振興] 高屋生涯学習課主幹[スポーツ振興] 山下生涯学習課主

幹[図書館] 一戸生涯学習課主幹[読書活動推進] 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１２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１１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１２月行事予定の件

を議題といたします。説明をお願いいたします。

山本総務課長 報告第１号室蘭市教育委員会１２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（木）に、各中学校、２２日・

２６日には、各小学校におきまして、２学期の終業式が

執り行われます。次の、生涯学習課の社会教育では、２

２日（木）に第６回目の社会教育委員の会定例会が行わ

れます。次に、２つとびまして、民俗資料館では、１１

日と１８日（日）に、とんてん館寺子屋教室といたしま

して、しめ縄づくりと石臼もちつきが行われます。次の

市民美術館では、２０～２５日にかけまして、第２９回

市民ギャラリー展が開催されます。次のページをご覧く

ださい。中ほどの図書館では、２４日（土）に、クリス

マスふれあいコンサートが図書館本館で開催されます。

次に、最後の青少年課では、１９～２７日にかけまして、

年末特別巡回を中央・中島・東町地区で実施いたします。

以上でございます。
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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 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。

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

をご覧願います。寄附採納につきましては、２件でござ

いまして、１件目は、１１月８日に、株式会社楢崎製作

所様の地域貢献活動といたしまして、絵鞆小学校の避難

路や学校開放の出入りとして使用いたします鉄製階段の

老朽化に伴います補修工事を行っていただきました。評

価額といたしまして、８１６，９９０円となってござい

ます。 ２件目は、ふくろうの会代表様より、図書９冊、

金額にいたしまして、１２０，２００円相当の寄附がご

ざいました。このご寄附につきましては、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号室蘭市特別支援教育推進協議会諮問に対する

答申の件を議題といたします。説明をお願いします。

星学校教育課主幹 報告第３号室蘭市特別支援教育推進協議会諮問に対す

る答申の件ついてご説明申し上げます。本件は、本年７

月に室蘭市特別支援教育推進協議会に対しまして、障害

児等に係る障害の種類、程度等の判断及び適切な支援の
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在り方などについて諮問していたところでございますが、

１１月８日に同協議会より答申を受けましたので、本日

は、その判定内容を報告するものでございます。次ペー

ジの報告第３号別紙１をご覧いただきたいと存じます。

上段の表は、在学児童生徒９３名の判定結果でございま

して、現在の小学校１年生から中学２年生までの就学指

導対象者について、判定したものでございます。表の中

ほど計の欄で２５名の児童生徒が、障害の種類、程度に

応じて特別支援学級の知的、情緒、肢体不自由と判定が

なされたものでございます。また同様に、中段の表は、

来年度小学校に入学予定の初入学児童のうち、受診者５

０名、うち３０名につきましての結果でございまして、

特別支援学級（知的・情緒）、特別支援学校と判定がなさ

れました。下段の表は、今年度の総受診者の合計で、在

校生９３名、初就学５０名、合計で１４３名でありまし

た。因みに昨年は１４５名でございます。次に、次ペー

ジの報告第３号 別紙２の平成２３年度発達障害部会答申

ですが、発達障害部会の中では、普通学級におけるＬＤ

やＡＤＨＤ、高機能自閉症といった発達障害が疑われる

児童生徒の支援のため、支援員の配置についての検討を

してございます。今年度は、小学校児童２６名、中学校

生徒１２名について検討し、それぞれの普通学級におけ

る支援員の必要性について、上段の表では、新規も配置

を、下段の表では現在配置されている学校への継続配置

についての答申でございます。なお、今後は、この答申

を基に、市教委又は在籍校がそれぞれの保護者への説明、

協議を行い当該児童生徒の就学先を決定することとなっ

ております。また、支援員の配置つきましては、今後、

学校での実態などを含め、協議をして、配置を決定する

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）
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西里委員長 それでは、報告第３号は、終了します。次は、日程第６

報告第４号絵鞆半島外海岸名勝指定に係る答申の件を議

題といたします。説明をお願いします。

矢元生涯学習課主幹 報告第４号絵鞆半島外海岸の名勝指定に係る答申の件

について、ご説明申し上げます。本件は、本年６月臨時

会で審議し承認いただいた名勝指定に係る意見具申の件

ですが、先週の１８日に、国の文化審議会から、アイヌ

文化に由来する地名と景観が自然と共に良く残されてい

る個所であると評価され名勝ピリカノカの追加指定地に

ふさわしいと答申されました。報告第４号別紙をご覧く

ださい。本市が意見具申をしておりました室蘭市外海岸

名称から、地域の名称を使った絵鞆半島外海岸に変更に

なっております。また、内容の詳細につきましては、報

告第４号参考１、２となっております。今後につきまし

ては、予定どおり今年度中に、文部科学省から正式指定

となり、文化庁より本市が管理団体に指定される見込み

となっておりますことを報告させていただきます。

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４号は、終了します。次は、日程第７

報告第５号室蘭市学校給食センター調理等業務の公募に

係る選定結果の件を議題といたします。説明をお願いし

ます。

真野給食センター所長 報告第５号室蘭市学校給食センター調理等業務の公募に

係る選定結果の件について、ご報告いたします。お手元

の報告第５号別紙をご覧いただきたいと思います。公募

につきましては、１０月３日から開始いたしまして、説

明会と施設見学会を開催し６社の参加があったところで

ございます。提出期限の１０月３１日には、５事業者か

らの応募がございましたが、後日、１事業者から、応募
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資格の関係から辞退したいとの申し出があり、最終的に

は４事業者の応募となりました。各事業者から提案書の

提出を受けましたことから、事前に庁内の関係部課長で

構成する選定部会を開催し、この部会の中で、各事業者

の資格要件の確認や提案書の特徴などを取りまとめた比

較資料の作成を行い、選定委員会に報告を行いました。

今月、１４日には選定委員会を開催して、各委員から事

前に渡した提案書や選定部会からの比較検討資料などを

踏まえて検討を行い、疑問点などについて応募事業者と

のヒヤリングを実施したところでございます。選定につ

きましては、各応募事業者毎に各委員が採点し、その採

点の内、最高点と最低点を除外して、集計した合計得点

を、６人の委員数で除した平均得点を算出して、最高得

点を獲得した事業者を最優秀提案者として選定したとこ

ろでございます。採点結果につきましては、記載してご

ざいますように株式会社エム・エム・ピーが７１．８点

で第１位となりましたことから、最優秀提案者としたと

ころでございます。株式会社エム・エム・ピーを選定し

た主な評価ポイントでございますが、各事業者からは、

これまでの実績に基づいた衛生管理を行うことなどの提

案をいただきましたが、株式会社エム・エム・ピーの提

案書では、本市の状況を把握して食中毒の防止対策や対

応策についての具体的な提案と衛生管理体制についてが

高い評価となっております。また、唯一調理員に対する

月額賃金の考えなど調理作業に従事する調理人の地元採

用を含む従業員の確保や定着方策についての評価も高か

ったところでございます。なお、参考といたしまして評

価項目別の平均得点の内訳を、報告第５号参考として記

載しております。最後に、今後のスケジュールでありま

すが、平成２３年第４回市議会定例会に、学校給食調理

等業務委託の債務負担行為（３年間）補正予算の議案を

提出し、審議をお願いすることとなります。なお、調理

等業務委託の実施時期は、平成２４年４月からの実施を

予定しております。以上でございます。
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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。

谷藤委員 株式会社エム・エム・ピーの簡単な概略と、他の地域で

の実績等を教えていただけますか。

真野給食センター所長 株式会社エム・エム・ピーの概略でございますが、実績

といたしましては札幌集団給食事業協同組合に加入して

おり、札幌市内を含めて３７校受託しており、学校給食

センターはそのうち１か所でございます。給食センター

は雄武町で約４００食となっております。

黒光委員 代替要員確保方策の点数で株式会社エム・エム・ピーが

他のところより低いのですが、人員が少なくなるという

事なのでしょうか。

真野給食センター所長 代替要員につきましては他のところでは８人というとこ

ろもございましたが株式会社エム・エム・ピーが３人で

行うという事でした。私どもといたしましても３人で十

分対応可能と判断いたしました。

谷藤委員 補償体制というのは委託会社で何かあった時にその会社

で補償するのでしょうか。

山田委員 補償体制については契約上どこが補償を行うかを提出し

てもらうことが条件となっており、実際事故が起きた際

に保険の関係がきちんとなっているかという部分です。

そこは他の会社も大きく変わりませんでした。

谷藤委員 あくまでも給食センターを管理するのは市であり教育委

員会であり、業務の中身については民間委託ということ

ですね。

山田委員 委託業者のミスにより起きた場合には補償をしてもらう

事となります。
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西里委員長 ほかに、ありませんか。それでは、報告第５号は、終了

します。次は、日程第８議案第１号市立室蘭図書館条例

施行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。

山下生涯学習課主幹 議案第１号、市立室蘭図書館条例施行規則中一部改正の

件について、ご説明申しあげます。本件は、２４年１月

に室蘭市・登別市・伊達市の三市の定住自立圏連携によ

る共同の新図書館システムが稼動するため、登別市・伊

達市と同様に開館時間及び休館日を変更するため、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、次ページ議案第１号参考の新旧対照表をご覧くださ

い。まず、改正前の第２条第１項の規定でございますが、

開館時間につきまして、午前９時３０分から午後５時ま

で、ただし、火曜日から金曜日まで午前９時３０分から

午後６時までを、改正後は、午前１０時から午後６時ま

でと改めるものでございます。次に、改正前の第３条第

１項の規定でございますが、休館日につきまして、第１

号で国民の祝日に関する法律第２条に規定する日、その

日が月曜日に当たる時は、その後の最も近い開館日を休

館日とするとなってございますが、現在、試行により、

こどもの日、文化の日、土・日が祝日と重なる時は開館

しております。この試行につきましては、今年度で終了

し、２４年度より実施することとし改正後の同条、同項、

第１号並びに第２号でその旨、改めるものでございます。

また、元日につきましては、１２月２９日から１月３日

まで市の休日期間の休館日であることから、国民の祝日

の休館日から除く旨、表示いたしております。次に、改

正前の同条、同項、第２号の規定、法第３条第３項に規

定する日につきましては、改正後、同条、同項、第３号

に改めるものでございます。次に、改正前の同条、同項、

第３号の規定、月曜日につきましては、改正後、同条、

同項、第４号とし、元日、子どもの日及び文化の日を除

く月曜日に改めるものでございます。次に、改正前の同

条、同項、第４号の規定、第１号に掲げる日を除く、１

２月２９日から翌年の１月３日までにつきましては、改
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正後、同条、同項、第５号とし、１２月２９日から翌年

の１月３日までに改めるものでございます。次に、改正

前の同条、同項、第５号の規定、図書館整理日（毎月末

日）につきましては、改正後、同条、同項、第６号とし、

月末日が月曜日、１２月２９日から１月３日まで、又は

土曜日、若しくは日曜日にあたるときの図書館整理日の

振替日につき、土曜日及び日曜日を除く旨を明記し、改

めるものでございます。次に、改正前の同条、同項、第

６号の規定、特別図書整理期間につきましては、改正後、

同条、同項、第７号に改めるものでございます。次に、

改正前の第５条、第１項、第１号の規定でございますが、

１月からの３市共同の新図書館システムの稼動に伴いま

して、館外貸出しを受けることができる者本市及び伊達

市に居住する者につきましては、改正後、本市、伊達市

及び登別市に居住する者に改めるものでございます。ま

た、次ページの様式第１号（第５条関係）につきまして

も、関連して表示の一部を改めるものでございます。次

に、改正前の第１５条第２項の規定につきましては、前

述の第３条の規定を準用いたしておりますことから、第

３条の規定改正に伴いまして、改正後、分室の休館日は、

第３条１項２号から第７号までに掲げる日、及び、法第

２条に規定する祝日とする、と改めるものでございます。

なお、この規則は、２４年４月１日から、ただし、第５

条第１項第１号及び様式第１号の改正規定は、２４年１

月４日から施行したいと存じます。以上、ご審議賜りま

すよう、よろしくお願い申しあげます。

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 貸出ですが、今までは伊達市と本市となっているのです

が、伊達市には図書館がないのでしょうか。

山田委員 図書館はあります。伊達市の住民が室蘭市の図書館に来

ても本を借りる事が出来るという事です。今後登別市も

入れて３市の図書館で本を借りられるようになります。
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黒光委員 図書カード１枚あると借りられるようになるのでしょう

か。

山下生涯学習課主幹 現在室蘭市、伊達市では利用者カードによむよむカード

という物を使用しておりますが、登別市のカードを使用

しても室蘭市、伊達市の図書館で借りる事が出来ますし、

よむよむカードで登別の図書館の利用もできるようにな

ります。

谷藤委員 移動図書館のひまわり号でも同じカードで借りられるの

でしょうか。

山下生涯学習課主幹 ひまわり号でも同様に使用できます。

谷藤委員 ひまわり号の利用者はどれくらいいるのでしょうか。

山下生涯学習課主幹 他市と比較すると利用は多い方です。

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。

次は、日程第９議案第２号室蘭市体育施設条例の一部を

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 議案第２号、室蘭市体育施設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いてご説明いたします。

室蘭リゾート開発株式会社が運営しているだんパラスキ

ー場の土地の一部及び建物等を取得し、平成２４年度か

らは室蘭市が体育施設として運営することとしたため、

本件でスキー場の名称及び位置を定めるとともに、リフ

ト料金を設定するため、室蘭市体育施設条例の一部を改
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正する条例として、市長への申し入れをするものでござ

います。主な条例改正の内容ですが、議案第２号参考の

新旧対照表をご覧ください。別表第１に室蘭市だんパラ

スキー場の名称と位置の香川町２２４番１、４、５が加

えられております。また、別表６に各種リフト料金を設

定しております。なお、参考資料の室蘭市だんパラスキ

ー場主な取得物件をご覧ください。取得する物件は建物

等及び土地はロッジ、車庫、リフト、運転室・監視室の

底地などとなっており、平成２３年第４回定例会に財産

取得案件として議案を提出することとなっております。

以上でございます。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。

山田委員 現在の使用料金と比較してどうなっているのでしょうか。

高屋生涯学習課主幹 現行と比較いたしまして、１回券の利用料金が一般はそ

のままですが、子供料金を高校生、中学生以下という形

で区分し、今までは子供として１４０円であったものが、

高校生が１５０円、中学生以下は１３０円と設定してお

ります。それぞれの区分につきましても少しずつ現行よ

り安く設定しております。新設したものといたしまして、

日中券いわゆる１日券という区分を設けまして、９時か

ら１６時まで一般が２，０００円、高校生が１，８００

円、中学生以下が１，６００円という区分を設けており

ます。また、今まで回数券は１１回でございましたが１

２回に変更しております。さらに、日中券の区分を設け

た事によりまして、シーズン券でも日中券という区分が

なかった為、シーズン券といたしまして一般２２，００

０円、高校生１９，０００円、中学生以下１７，０００

円という設定をしております。主な変更点については以

上でございます。

西里委員長 室蘭市で受け入れたのは何か理由があるのでしょうか。
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高屋生涯学習課主幹 今まで、室蘭リゾート開発株式会社で運営しておりまし

たが、昨年の３月に第３セクター検討委員会で第３セク

ター経営検討報告書を取りまとめ、その中で運営の内容

が今後急激な経営改善は難しいという事で、採算性など

を求められる第３セクターとしての当法人は解散する事

が適当とする考えが示されました。なお、スキー場は冬

季レジャーとして市民に認知され公共性の高い施設と認

められる為、市が購入し指定管理者制度又は市の直営に

より運営する事が望ましいとの提言がなされております。

この報告の意見を踏まえまして経営改革案を具体化する

ために本年３月に第３セクター経営改革プランを策定い

たしまして、その中でだんパラスキー場は冬季レジャー

の場として市民に広く認知されており、市民スキー場的

な色合いも非常に濃い事から平成２３年度中に市に売却

をし、指定管理者制度による運営を行う事といたしまし

た。また、市内唯一のスキー場として市民にとって数少

ない冬期間の健康づくりの場として幅広い年齢の生涯ス

ポーツを支援するため室蘭リゾート開発株式会社が運営

しているだんパラスキー場の土地の一部及び建物等を取

得し平成２４年度から室蘭市が体育施設として運営する

という事となってございます。

西里委員長 指定管理者を決めるような形の会議をしているのでしょ

うか。

高屋生涯学習課主幹 議会で承認された後に、平成２３年度中に土地を取得す

る契約を行いまして、平成２４年４月１日から室蘭市の

施設としてスキー場を取得いたします。その後スキーの

シーズンが始まる来年１１月から指定管理者としての運

営を開始する事となっております。指定管理者がどこか

という事は来年度選定委員会等を開きまして、決定する

予定となっております。

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。
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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。

次は、日程第１０議案第３号室蘭市Ｂ＆Ｇ海洋センター

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

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 議案第３号、Ｂ＆Ｇ海洋センター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いてご説明いたし

ます。Ｂ＆Ｇ海洋センターは、海洋スポーツの普及振興

を目的とした施設であり、ヨット使用がセンターの使用

の大半を占めている使用実態と他都市類似施設との均衡

を図るため新たにヨット使用料を設定するものでござい

ます。改正の内容ですが、議案第３号参考の新旧対照表

をご覧ください。別表２にヨット使用料を加えており、

一般は１回３００円、高校生は１５０円、小中学生は７

０円で、それぞれ回数券を設定しております。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。

谷藤委員 これまではヨット使用料はなかったのですか。

高屋生涯学習課主幹 無料でした。

谷藤委員 無料という事はどこかの団体がボランティア等でやって

いたのでしょうか。

高屋生涯学習課主幹 無料で施設とヨットを提供していたということですが、

提供するにあたってはヨットの関係団体にも協力してい

ただきボランティアの様な事もしていただいております。

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。
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（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１２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 谷 藤 豊

会 議 録 調 製 員 山 本 一 弘


