
平成２４年第９回室蘭市教育委員会定例会

会議録



1

平成２４年第９回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２４年９月６日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後６時３０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９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
室蘭市教育委員会臨時代理の件

（公の施設に関する指定管理者の指定について市長への申入れの件）

第６ 議案第１号
平成２３年度実績に係る教育に関する事務の管理及び

執行の状況についての点検及び評価報告書の作成の件

第７ 議案第２号 室蘭市青少年研修センター管理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 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 高橋指導

主事 山本生涯学習課長 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 佐藤学校給食センター主幹
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西里委員長 それでは、ただ今から、平成２４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、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 日程第３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。

大谷総務課長 報告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。１５日から２９日にかけて各中学校で

学校祭が開催されます。次の、生涯学習課の社会教育で

ございますが、２４日に「子育て出前セミナー（１回目）」

がぷらっとてついち内のワニワニクラブで開催されます。

次の、男女平等参画推進でございますが、６日に「男女

共生セミナー第２講『葬儀の今と昔。そして、これから』」

がミンクールで開催されます。次の、女性センターでご

ざいますが、２１日に、ボランティア講座と音楽鑑賞（演

奏・ボランティア団体）が開催されます。次の、文化振

興でございますが、室蘭市開港１４０年・市制施行９０

年記念事業「第６２回市民文化祭」として１７日には「第

９９回室蘭民謡連合会発表大会」が市民会館で、２０～

２３日には「第７７回室蘭美術協会公募展」が文化セン

ターと市民美術館で、２８～３０日には「趣味の作品展」

が文化センターで、２９日には「第４回市民文学祭」が

中小企業センターで、３０日には「吟道大会」が文化セ

ンターでそれぞれ-開催されます。次のページにお進みい
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ただきまして、民俗資料館でございますが、１～３０日

に平成２４年度企画展「室蘭市開港１４０年・市制施行

９０年記念『写真でみる室蘭の移り変わり』」が開催され

ます。次の、市民美術館では、４日～２８日に「熊谷善

正展－人生を辿る写実と幻想的世界－」が開催されます。

次の、青少年科学館でございますが、９日に「室蘭市開

港１４０年・市制施行９０年記念 科学の祭典室蘭大会」

が開催されます。次の、スポーツでは、３０日に、「市民

大運動会（むろらんピック）」が入江陸上競技場で開催さ

れます。次のページにお進みいただきまして、次の、図

書館では、２７、２８日に「親子読書ふれあい事業（ブ

ックスタート）」が保健センターで開催されます。次の、

港の文学館では、１５日に「第７回あなたの、あなたに

よる、あなたのための朗読会」と「文学講話『私の文学

世界～未知なるものへの憧れ～』」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。

（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。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、１件でござ

います。ふくろうの会代表様より、図書１４冊、金額に

いたしまして２３５，０００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。
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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２号は、終了します。次は、日程第５

報告第３号室蘭市教育委員会臨時代理の件（公の施設に

関する指定管理者の指定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 次に、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。「公の施設に係る指定管理者の指

定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２４年８月２

９日付で、教育長が臨時代理をいたしましたことを、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、次の報告第３号別紙をご

覧いただきたいと存じます。本件は、平成２４年４月１

日から、市が、教育施設として管理運営を行っておりま

す「だんパラスキー場」の指定管理者を指定しようとす

るものでございます。本件は、これまで２５年間無事故

で経営を行って来た実績や室蘭岳山麓総合公園及び宿泊

研修施設との連携を図ることにより、オールシーズンの

スポーツレクリエーションゾーンとして相乗効果が期待

できることなどから、地方自治法、室蘭市体育施設条例、

及び関係条例の規定に基づきまして、室蘭市だんパラス

キー場の指定管理者を、非公募により室蘭リゾート開発

株式会社に指定し、管理を行わせようとするものでござ

います。指定管理者につきましては、平成２４年８月２

９日に開催された公の施設に係る指定管理者選定委員会

において、申し込み書類などを審査した結果、室蘭市だ

んパラスキー場指定候補者に「室蘭リゾート開発株式会

社」を選定いたしましたので、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定に基づき、平成２４年第３回市議会定例
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会に提案するものでございます。指定期間につきまして

は、既に委託している室蘭岳山麓総合公園および宿泊研

修施設と一体的管理する目的から指定管理期間を合わせ

て平成２４年１１月１日から平成２８年３月３１日まで

の４年間と設定しております。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。

西里委員長 候補は 1社なのでしょうか。

高屋生涯学習課主幹 非公募で 1社となっております。

西里委員長 点数が書いてありますが点数の基準はあるのでしょうか。

高屋生涯学習課主幹 ９０点満点の４５点以上であればよいという形になりま

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議案第１号平成２３年度実績に

係る教育に関する事務の管理及び執行の状況についての

点検及び評価報告書の作成の件を議題といたします。説

明をお願いします。

松村教育部長 議案第１号「平成２３年度実績に係る教育に関する事務

の管理及び執行の状況についての点検及び評価報告書の

作成の件」について、ご説明申し上げます。下段の提案

理由に記載のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第２７条の規定に基づき、その権限に属する事

務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うと

ともに、学識経験者の知見も活用して、報告書を作成し

たものであり、本議案についてご審議いただきたいと存

じます。それでは、このたびの報告書の概要についてで

ありますが、別添の、議案第１号別紙「教育に関する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（平成２

３年度実績）」をご覧いただきたいと存じます。報告書の
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１ページをご覧いただきたいと存じます。ここでは、大

項目「点検・評価制度の概要」を記載しておりまして、

内容といたしまして、「１ 経緯」、「２ 目的」、「３ 対

象事業の考え方」及び「４ 学識経験者の知見の活用」

について記載してございます。次に、２ページをご覧い

ただきたいと存じます。ここには、【参考】といたしまし

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条

を記載いたしました。この改正法が平成２０年４月より

施行されたことを受けまして、教育委員会が毎年その権

限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を

行うことが、法的に義務づけられましたことから、今年

度も、５回目の点検・評価の報告書になりますが、過去

４回に準じまして、平成２３年度の点検・評価に当たり

ましても「平成２３年度教育行政方針」に、掲げられた

重点項目に盛り込まれた施策・事業の２２項目について、

この度、点検及び評価を実施したところでございます。

次に、３ページをご覧いただきたいと存じます。「Ⅱ 点

検・評価の結果」には、平成２３年度の教育行政方針の

３本の柱であります、「第１ 生きる力を育成する教育の

推進」、「第２ 安心・安全に学べる教育環境の整備につ

いて」、「第３ 生涯学習の推進について」の中から、主

な事務・事業２２項目を取り上げ、点検・評価の対象と

したものであります。具体的な内容につきましては、４

ページから３８ページまで記述してございますが、「平成

２３年度の取組状況」、「成果と課題」、それを受け「今後

の展開の考え方」について、できるだけ具体的にかつ、

簡潔明瞭に心がけるとともに、難解な言葉には注釈をつ

けたりしながら、分かり易さを心がけたところでござい

ます。次に、３９ページをご覧いただきたいと存じます。

「Ⅲ 学識経験者の意見」でございますが、５名の学識

経験者からご意見や助言をいただきましたところであり、

その内容は４０ページから４５ページの間に「点検及び

評価に関する意見」として記載しておりますが、点検及

び評価の客観性を確保したところでございます。また、

いただいたご意見等につきましては、今後の施策、事業

等の展開に反映させていく考えでございます。なお、今
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後のスケジュールでございますが、本日の審議で議決を

いただきましたら、引き続き、今月に開会されます第３

回室蘭市議会定例会の所管委員会に報告後に、本市のホ

ームページ等で公表する予定となってございます。以上

でございます。よろしくご審議賜りたいと存じます。

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 学識経験者の意見が書いてありますが、もう少し具体的

な指摘や厳しい意見であるとかそういったものはなかっ

たのでしょうか。

大谷総務課長 今回の会議の中で出た意見をまとめておりますが、その

中で特にいじめのサインを見逃さないように、不登校等

の問題については、誰にでも居場所がある学校づくりを

目指す中でまず明るい学級づくりを目指してほしいとい

うことを強調されておりました。また、不審者対策とい

う項目がありますが、教育委員会の事務の点検評価の項

目にこういったものが載ることに違和感があるが、現状

では仕方がないというようなご意見がございました。

黒光委員 学識経験者はすべて男性になっておりますが、学識経験

者の中に女性を入れるような観点はなかったのでしょう

か。

大谷総務課長 学識経験者の方につきましては、必ずしも教員経験者や

大学の研究者というものにとらわれたものではございま

せんが、本市といたしましては教育各分野での経験や実

績を兼ね備えている方ということで、退職校長会から会

長と副会長の３名、社会教育委員の会から委員長と副委

員長の２名の方に役員をお願いしており、男性・女性と

いった観点ではなくそういった方々を選任しております。

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。
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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７議案第２号室蘭市青少年研修センター管

理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。

高木青少年課長 議案第２号室蘭市青少年研修センター管理規則中一部

改正の件につきまして、ご説明申し上げます。室蘭市青

少年研修センターは、青少年の健全育成と青少年団体活

動の振興を図ることを目的として、平成３年に旧啓明高

校校舎を活用して開設され、平成１９年度から２３年度

まで指定管理者により管理運営を行っておりました施設

でございます。昨年度、公共施設の耐震診断の結果、耐

震が不足していると診断され、その有り方について市の

公共施設全体で検討する必要が生じ、指定管理の募集に

間に合わなくなったため、２４年度からは教育委員会が

直接運営を行うこととなったところでございます。市が

直接運営しております女性センター、市民美術館、イタ

ンキ生活館、市会館を「市又は教育委員会」が使用する

場合、使用料を全額免除する基準を規則に規定しており

ますが、今年度から直接運営することとなった研修セン

ター管理規則では当該基準の規定がないために、所要の

改正を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号参考の新旧対照表をご覧ください。別表

使用料減免基準の表に「市又は教育委員会」を加え、施

設を使用する場合は全額免除とする改正を行うものでご

ざいます。なお、改正規則の施行日は平成２４年１０月

１日となってございます。以上でございますので、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。

山田委員 ４月から９月までは市又は教育委員会が使用することは
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なかったのでしょうか。

高木青少年課長 ４月から９月につきましては市又は教育委員会が研修セ

ンターを利用するケースはありませんでした。１０月に

少年補導員の研修を青少年課で予定しており、その場合

に疑義が生じたため、今回改正することとなりました。

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。

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９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


