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平成２４年第５回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２４年５月１０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 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 室蘭市スポーツ推進委員の委嘱の件

第６ 報告第４号 平成２３年度室蘭市教育委員会所管施設利用状況報告の件

第７ 議案第１号 室蘭市立学校管理規則中一部改正の件

第８ 議案第２号 室蘭市体育施設条例施行規則中一部改正の件

第９ 議案第３号
公益法人制度改革による公益法人の名称の変更に伴う

教育委員会関係規則の整理に関する規則制定の件

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 松村教育部長 高見教育指導参事 大谷総務課長 佐藤総務課

主幹［学校施設・施設適正配置］ 中澤学校教育課長 萩原指導

主事 山本生涯学習課長 高屋生涯学習課主幹[スポーツ振興]

山下図書館長 真野図書館主幹 高木青少年課長 佐々木青少

年課主幹 照井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２４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、芝垣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

４年第１回臨時会および平成２４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。

大谷総務課長 報告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。１４日から２６日にかけて中学校の修

学旅行が予定されており行先は関東方面となっておりま

す。次の、生涯学習課の社会教育につきましては、２３

日に地域家庭教育セミナー（第１回）が知利別小学校で

開催されます。次の、文化振興では、１７日に第１回ド

ン・キホーテバレエ公演実行委員会が文化センターで開

催されます。次の、民俗資料館では、５日に民俗資料館

フェスティバルが開催されました。次の市民美術館では、

３日から３１日まで所蔵作品展『伊藤正・展』が開催さ

れます。次の、青少年科学館では、１２～１３日に春の

市民園芸相談会が行われます。次の、スポーツでは、２

６日に、入江陸上競技場におきまして第１回西胆振６市

町小学生スポーツ交流会が開催されます。次のページに

お進みいただきまして、図書館では、１２日にこどもの

読書週間行事として図書館本館で１日図書館司書が、港
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の文学館でこども文学館が、本輪西分室でおはなし会が

開催されます。次の港の文学館では、２７日から３１日

に三浦清宏の文学空間が開催されます。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。

黒光委員 修学旅行についてですが、今まで東北ではなかったので

しょうか。以前から関東でしたか。

松村教育部長 昨年は震災の影響で、本市以外の修学旅行先もほとんど

道内となりました。今回は関東方面ということですが、

やはりまだ東北方面に行くには保護者の方の不安もある

という事もあります。修学旅行の行き先といたしまして

これまでは３泊４日の日程を組んでおりましたが、今年

からは２泊３日ということで１泊短くするということに

なりました。ただ飛行機を利用し東京へ行くため、昨年

と今年の修学旅行の経費の保護者負担の面では大差はあ

りません。先程も申しましたが東北方面はまだああいっ

た状況ですので、今年は全校が鎌倉でありますとか関東

方面に行くことになりました。

黒光委員 テレビ等の報道だと被災したところで、いろいろな人に

来て下さいと呼び掛けているのを見ますが、修学旅行と

しては無理なのでしょうか。

松村教育部長 保護者の方の心配等もありますし、何かの事故という事

も１００人以上の子供を引率していく中で考えなくては

ならなく、万が一の場合の受け入れの態勢等も考えての

判断だと考えております。

山田委員 ただ、新学習指導要領の実施で授業時数が中学校も増え

ております。そうすると３泊４日から２泊３日で１日分

増えるだけでも学習指導要領への対応がしやすくなる事

があります。学校側としても期間を短くしたいという事
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があるようです。また、ディズニーランドが修学旅行の

受け入れとして防災訓練みたいなものを加味した事をや

っているとの事です。今回行ってみてそれが役立つので

あれば来年以降もまた関東方面へ行く事を考えなくては

ならないと考えております。

西里委員長 ほかに、ありませんか。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します。説明をお願いします。

大谷総務課長 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、３件でござ

います。最初に、八丁平小学校ＰＴＡ会長様より、書画

カメラ４台、金額にいたしまして１７７，６００円相当

のご寄附をいただきました。このご寄附は八丁平小学校

の教育環境充実を図るため活用させていただきます。次

は、北海道日本ハムファイターズ稲葉篤紀様よりリレー

用バトン４セット、金額にいたしまして２１，８４０円

相当の寄附がございました。このご寄附は、地域還元活

動の一環として行われており、４～５年で全校に配布さ

れる予定となっており、今回は知利別・水元・高砂・海

陽小学校に配布し活用させていただきます。最後に、ふ

くろうの会代表様より、図書１０冊、金額にいたしまし

て１５３，０００円相当のご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号室蘭市スポーツ推進委員の委嘱の件を議題と
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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号の室蘭市スポーツ推進委員の委嘱についてご

報告いたします。平成２４年３月３１日で、平成２２、

２３年度と２年間にわたる室蘭市スポーツ推進委員の任

期が終了したことに伴い、平成２４年４月１日付けで、

別紙名簿のとおり、２１名に室蘭市スポーツ推進委員の

委嘱を行いました。再任による１７名と新たに委員にな

られる４名の、合わせて２１名に室蘭市スポーツ推進委

員の委嘱をいたしましたが、参考の規則抜粋第３条で定

数は３０人以内となっており、今後におきましてもスポ

ーツ推進委員が不在の地区振興会など地域的なバランス

を考慮しながら、スポーツ推進委員の確保につとめて参

りたいと考えております。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。

黒光委員 スポーツ推進委員の方はなられると行事等は結構忙しく

あるのでしょうか。

高屋生涯学習課主幹 主な業務といたしましては、スポーツ推進委員の方々は

普通の競技スポーツではなく、軽スポーツを中心に指導

や指導をするための勉強をしたり、依頼があった場合に

はいろいろな場所に行き指導したりしております。その

他に部会で集まっていろいろな研修をする等して日程的

には忙しいと聞いております。

山田委員 年に何回くらいあるのでしょうか。

高屋生涯学習課主幹 週に２回程度はあると聞いております。それ以外に部会

を月に２～３回程度。それ以外にむろらんピック等の行

事にも参加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、報告第３号は、終了

します。次は、日程第６報告第４号平成２３年度室蘭市
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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。

山本生涯学習課長 生涯学習課所管の文化・スポーツ関連施設の利用状況に

ついてご説明いたします。はじめに文化関連施設ですが、

１番目の文化センターから９番目の港の文学館まで９つ

の施設があり、合計では平成２２年度３７９，５００人

に対し、平成２３年度３７６，９４５人とやや減少して

おります。主な増減につきましては、1番目の文化センタ

ーが、前年度に比べ、やや増えておりまして、平成２２

年度に新たに作りましたリハーサル室Ｃの利用が増えた

ことによるものでございます。９番目の港の文学館も前

年度より増となっておりますが、これは通年で「八木義

徳生誕１００年記念特別展」を開催したことによるもの

でございます。一方で減少した施設としまして、４番目

の民俗資料館が、収蔵品整理により、企画展などの行事

を減らしたことによる利用減となっておりまして、また

６番目の胆振地方男女平等参画センターや、７番目の女

性センターは、サークル団体の減少などにより利用が減

少したものでございます。次にスポーツ関連施設ですが、

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２２年度の５１２，６１０人に対し、２３年度４６

５，５９６人と、４７，０００人ほど減少しております。

主な増減についてですが、５番目の入江運動公園多目的

運動広場が、前年度より２，４００人ほど増えておりま

すが、これは、同広場の４月からの早期オープンや１１

月の利用延長などにより利用人員が増加したためでござ

います。９番目の室蘭市弓道場は、大会や弓道普及教室

の開催などで利用が増えております。また、１５番目の

Ｂ＆Ｇ海洋センターは、ヨット教室開催などで利用増と

なってございます。一方、減少した施設では、３番目の

祝津公園グラウンドですが、小・中学校のグラウンド開

放で、東中学校のサッカー利用が多く、利用減となって

おり、４番目の入江運動公園陸上競技場は、陸上競技大

会の持ち回りによる他地区開催により利用減となってお
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ります。また、これに伴って６番目の入江運動公園芝生

広場は、大会用の練習場としての利用減となっておりま

す。７番目の入江運動公園温水プールは、前年度に対し、

２４，０００人ほど減少しておりますが、これは期間中

の１１月１６日から３月３１日までプールの改修工事を

行ったことによるものであります。また、１９番目の学

校開放（体育館）の利用については、全体的に利用者が

減少しているのと、２０番目の常盤小夜間照明グラウン

ドの利用０につきましては、平成２３年３月に閉校にな

っているためでございます。以上でございます

高木青少年課長 次に、平成２３年度青少年課所管施設利用状況につきま

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、前年度に比べ１，２３４人の増加となっ

ており、その主な要因は青少年を対象とする教室の開講、

個人の定期利用などの利用が増えたことによるものでご

ざいます。２番の児童館でございますが、祝津児童館、

東町児童館ともに前年度と比べ増加しているのは、児童

厚生員の新たな行事への取り組みにより利用が定着した

ことが増加につながった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、前年度に比べ大きく減少

しているのは、利用人員の集計方法について、児童を迎

えに来ていた保護者を集計数に加えていたことを是正し

たことが、主な要因と捉えてございます。４番のスクー

ル児童館でございますが、全体では前年度に比べ５，２

６１人の減となっております。主な減少の要因としては、

平成２３年度統合した武揚・常盤スクール児童館では自

由来館児童の減、旭ヶ丘スクール児童館では登録児童数

の減によるものと分析してございます。増加の要因とし

ては、地球岬、高砂スクール児童館は登録児童数の増に

よるものと捉えてございます。５番の児童クラブでござ

いますが、前年度に比べ全体で１，４７７人減少してお

り、その主な要因は絵鞆・白鳥台地区では登録児童数が

増加し、大規模な児童クラブである海陽・八丁平地区で

は登録児童数が減少したためによるものと分析いたして

ございます。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 常盤小学校のグラウンドについては、閉校とともに閉鎖

との事ですが、グラウンドは開放しないのでしょうか。

高屋生涯学習課主幹 グラウンドの開放はしております。ただ、生涯学習課所

管のスポーツ施設としての開放ではなく、開放について

は体育協会が管理しております。

谷藤委員 また、青少年研修センターは利用者が増加しております

が、耐震等の関係もあり今後はなくなる方向なんですね。

山田委員 現在中島に複合施設の建設を考えておりますので、拠点

についてはそちらの方で検討しております。また、貸し

館については、市内に他にもありますのでそちらの方で

対応してもらおうと考えております。

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。

中澤学校教育課長 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。改正内容ですが、議案第１号

参考の新旧対照表をご覧ください。改正部分は中学校の

部活動に関することです。これまでは、部活動に係る用

務で職員が職務専念義務の免除を申し出る場合、教育長

の承認が必要でしたが、改正案では、校長の承認事項と

しております。本件改正は、平成２４年４月１０日付で

施行されました、北海道立学校管理規則の一部改正によ

る道費負担職員の職務専念義務の免除に関する取扱いの

改正に準拠し、本市においても一部改正を行うものであ

ります。本件改正の背景についてありますが、平成２２

年度から２３年度にかけて会計検査院が実施した教職員

の給与支給にかかる検査の結果、職務専念義務の免除、
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とりわけ、教職員が部活動に係る大会等の業務に従事す

る場合の服務上の取扱いが明確になっていなかったこと

から、平成２４年４月１０日付で道教委から、その取扱

いを明確にする通達が、各道立学校長宛てに発出されま

した。通達では、部活動に係る業務について、公務か公

務でないかの線引きがなされております。あわせて、道

立学校管理規則を改正し、その承認手続きを定めていま

す。本市学校管理規則の改正案も、道立学校と同様のも

のとなってございます。以上ですが、よろしくご審議を

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８議案第２号室蘭市体育施設条例施行規則

中一部改正の件を議題とします。説明をお願いします。

高屋生涯学習課主幹 議案第２号、室蘭市体育施設条例施行規則中一部改正の

件についてご説明いたします。これは、中島スポーツセ

ンター会議室の使用実態等に鑑み、室蘭市体育施設条例

施行規則中、様式第 1 号及び、様式第２号に、中島スポ

ーツセンター会議室を追加するものでございます。ご審

議のほど、よろしくお願いいたします。

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 これは無料から有料になるとの事でしょうか。
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高屋生涯学習課主幹 これまで、会議室の使用につきましてはプール又はリン

クを専用使用した場合について会議室は無料で使用して

いいことになっていたのですが、会議室だけの単独使用

という申し込みが実際に出てきたため、様式に会議室を

設けたという事でございます。

西里委員長 １時間当たりいくらなのでしょうか。

高屋生涯学習課主幹 １時間５００円でございます。

西里委員長 何かのスポーツの大会を開催するときの会議室の使用は

無料なのですか。

高屋生涯学習課主幹 大会の為に使用する場合は無料になっています。

西里委員長 大会を開くための会議を別の日に開くといった場合は有

料ということでしょうか

高屋生涯学習課主幹 基本的な考えで行きますと、その大会の控え室としての

意味合いでの会議室使用となるのでとなるのでその場合

については同日の使用となるため無料となります。です

から別の日に会議等をする場合は同じ日とはならないの

で有料となります。

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。

次に、日程第９議案第３号公益法人制度改革による公益

法人の名称の変更に伴う教育委員会関係規則の整理に関

する規則制定の件を議題とします。説明をお願いします。

山本生涯学習課長 議案第３号公益法人制度改革による公益法人の名称の
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変更に伴う教育委員会関係規則の整理に関する規則制定

の件についてご説明いたします。本件は、公益法人制度

改革による公益法人の名称変更に伴い、規定の整備を行

うものでございます。はじめに、第１条の室蘭市体育館

条例施行規則の一部改正についてですが、ページをめく

っていただきまして、議案第３号参考の上段、新旧対照

表の改正前と改正後をご覧ください。第１８条中、網掛

け部分の指定管理者の名称が、公益法人制度改革による

新法人への移行により、財団法人室蘭市体育協会から一

般財団法人 室蘭市体育協会に変更となってございます。

同様に、次の第２条、室蘭市男女平等参画センター管理

規則の一部改正について、社団法人室蘭市シルバー人材

センターから公益社団法人室蘭市シルバー人材センター

に変更となってございます。次も同様に、第３条の室蘭

市体育施設条例施行規則の一部改正について、参考の２

枚目、上段の対照表で財団法人室蘭市体育協会から一般

財団法人室蘭市体育協会に変更となってございます。次

も同様に、第４条の室蘭市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行

規則の一部改正について、財団法人室蘭市体育協会から

一般財団法人室蘭市体育協会に変更となってございます。

なお、この規則の施行日は、公布の日からとなってござ

います。以上でございます。ご審議のほど、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。

西里委員長 シルバー人材センターは教育委員会で管理しているので

しょうか。

山田委員 いいえ。シルバー人材センターが男女平等参画センター

の指定管理者になっているためです。規則中で、社団法

人室蘭シルバー人材センターが指定管理者としてとなっ

ているため、公益社団法人室蘭シルバー人材センターに

名前が変わっただけですが規則の改正が必要となります。
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西里委員長 ほかにありませんか。それでは、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２４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

室蘭市教育委員会委員 芝 垣 美 男

会 議 録 調 製 員 大 谷 裕 司


