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平成２１年第１０回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２１年１０月１日（木） 
                    開会 午後６時００分 
                    閉会 午後７時００分 
 
２  場  所      室蘭市役所 ３階１号会議室  
 
３  本日の議事日程  別紙のとおり 
 
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 佐藤教育部長 川本総務課長 市橋総務課主幹［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 根塚指導主

事 高橋指導主事 森生涯学習課長 小西生涯学習課主幹[文化

振興] 佐藤生涯学習課主幹[スポーツ] 松原生涯学習課主幹

[読書活動推進] 山下生涯学習課主幹[読書活動推進] 高木青

少年課主幹 真野学校給食センター所長 照井学校給食センタ

ー主幹 
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西里委員長    それでは、ただ今から、平成２１年第１０回室蘭市教育委員会

定例会を開会いたします。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２１年第

９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 

選挙第１号室蘭市教育委員会委員長選挙の件を議題といたします。

平成２１年１０月２日付けをもって、任期満了となります委員長

の職につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

１２条及び室蘭市教育委員会会議規則に基づき、選挙を行います。 

はじめに、選挙の方法について、お諮りいたします。何か提案

はございますか。 

 

芝垣委員     選挙の方法につきましては投票によらないで指名推薦の方法と

することでいかがでしょうか。 

        

西里委員長    ただいまの提案について他の委員は、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長    ご異議なしと認め、提案どおりといたします。それでは、委員

長の指名をお願いします。 

 

芝垣委員     それでは、私から指名推薦をさせていただきます。委員長につ

きましては、西里委員を指名いたします。 

 

西里委員長    他に指名推薦はございませんか。それでは、只今、私西里が指

名推薦されましたが、ご異議ありませんか。 

 



 3 

（全員異議なし） 

 

西里委員長    ご異議なしと認め、私を委員長とすることに決定させていただ

きます。 

一言ご挨拶申し上げます。ただいま、皆様のご推挙をいただき、

引き続き、委員長の重責を担うこととなりました。今後とも、よ

りよい教育の実現を目指して、精一杯努める所存でございますの

で、各委員のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

西里委員長    次は、日程第４指定第１号委員長職務代理者の指定の件を議題

といたします。私が委員長に選出されたことによりまして、室蘭

市教育委員会会議規則第３条の「委員長が事故あるとき、又は欠

けたときは、先任の委員が委員長の職務を代理する。」という規

定により、芝垣委員を委員長職務代理者として指名させていただ

きます。よろしくお願いいたします。それでは、指定第１号は、

終了します。  

 

西里委員長    次は、日程第５報告第１号第３回室蘭市議会定例会議事内容に

関する件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

佐藤教育部長   それでは、報告第１号「第３回室蘭市議会定例会議事内容に関

する件」について、ご説明を申し上げます。 

次の頁にありますように、１頁から３０頁にかけまして、第３

回定例会の質問要旨と答弁要旨を載せてございます。なお、途中

斜線が入っている箇所がありますが、これは、今回予定質問項目

が取りやめになった箇所でございます。 

この度の定例会は、９月７日から２９日までの会期２３日間で

開催されたところであり、本会議におきましては、全体９人の質

問議員の内、６人の議員から教育関連の質問があったところでご

ざいます。 

今回は、学力向上方策、新型インフルエンザや蘭東・向陽中学

校統合問題等の質問が多かったところであります。 

それでは、各頁に沿いながら、できるだけ質問内容を中心とし

て、質問要旨にそって簡潔に説明をさせていただきます。また、

答弁させていただいた内容につきましては、答弁要旨にまとめて

おりますので、後ほどゆっくりご覧ください。 



 4 

最初は、１頁から３頁にかけて、市政・創造２１の青山議員か

らの質問であります。 

１問１答方式でありまして、まずは、「太陽光発電関係」であ

ります。１回目は、導入内容と活用について、2回目以降は、太

陽光発電装置にどのような環境学習が期待されるか、現場の先生

への情報提供の考えについて、地球環境にやさしいエネルギーの

中から、今回太陽光に限定した理由について質問がございました。 

次に、２頁から３頁にかけては、「学力向上に向けた取組み」

であり、１回目は、学力向上に向けた市の独自策と市独自の家庭

学習の取組みの考えについて、２回目以降は、この度指定した研

究奨励校とパイロットスクール事業との違いについて、小中学校

における家庭学習に対する取組みの現状と今後の可能性について、

学力向上に取り組んでいる学校に対しての金銭的なバックアップ

体制についての質問があったところでございます。 

次は、４頁から６頁にかけましては、二人目公明党室蘭市議会

の柏木議員からの質問であります。 

１問１答方式で、まずは、「新型インフルエンザ対策」から、

１回目は、学校教育現場での感染対策について、２回目は、出席

停止、学級閉鎖、学年閉鎖等の基準についての質問がございまし

た。 

次に、５頁から６頁にかけては、「中学校の武道必修化につい

て」であり、１回目は、国の補正予算と本市の対応や必須化の背

景について、更には２４年度武道必修に向けた整備計画の考えに

ついて、２回目以降は、今までの新設統合校での対応や今後の対

応について、武道の年間指導時数について、武道指導者の現状と

指導力向上に向けた考えについて、武道への外部指導者の活用の

考えについて、などでございました。 

次に、７頁から１０頁にかけましては、公明党室蘭市議会の砂

田議員からの質問であります。砂田議員は、一括質問方式であり

ます。 

最初は、７頁の「学力向上事業」として、学力テストの結果を

踏まえた、本市の取組状況と成果についての認識と見解について、

今年度の学力テストの結果概要について、更には、今後、政権交

代により学力テストが抽出になった場合の学力の把握方法などの

質問があったとろであります。 

次に、８頁「就学前教育」を取り上げ、小学校１年生の実態に
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ついてその現状と課題について、幼・保・小連携の研究について

の取組みへの見解について質問がございました。 

９頁では「学校支援地域本部の進捗状況と課題について」それ

ぞれ質問があったところであります。 

また、１０頁には、また、再質問として、総合的な教育ビジョ

ンについて教育長見解を求めてございます。 

次に、１１頁から１８頁にかけましては、民主・市民クラブ の

花釜議員からの質問であります。 

１問１答方式であり、まず１１頁にあるように「アイヌ問題」

を取り上げ、１回目には、アイヌ民族に対する市民理解の方法に

ついて、財団法人発行の副読本の本市における活用状況について、

アイヌ文化振興策についてのこれまでの取組みと今後の取り組み

策について、更に先住民族慰霊碑祭などのアイヌ伝統文化への今

後の取り組み策についてございました。 

１２頁ですが、２回目は、アイヌ民族に係る副読本の取扱いと

指導内容について、平成２４年には先住民族慰霊碑は建立５０周

年になるが今後の支援のあり方などの質問がございました。 

１３頁には「教員免許更新制度」について取り上げ、１回目と

しては、まず、制度についての見解について、２回目以降は、講

習会などの学校現場への指導について、これまでの受講実態とそ

れに対する見解、この制度の廃止することについての見解につい

て質問がございました。 

１４頁と１５頁は、「蘭東・向陽中学校の統合問題」であり、

１回目は、統合に当たっては、吸収合併でなく、これまでの統合

新設校と同様に新校名としての対等で望むべきとの見解に立った

質問であり、統合後、最大１９学級であるが、校舎整備の基本的

考えについて、スクールバス、バス停、通学路の考えについて、

生徒指導の考えについて、２回目以降は、増設も含めた整備内容

について、工事期間の授業における騒音や安全面からの検討につ

いて、代替校舎として日新小学校を検討しているとの答弁に対し

その場合の通学方法、全体的なスクールバス運行方法の見直し、

今後の統合に向けた具体的な交流活動の方法についての質問がご

ざいました。 

１６頁は、「全国及び北海道独自の体力テスト」についてであ

り、１回目は、今後の新学習指導要領の実施に向けた具体的な指

導方法と改善への取組みについて、体力向上に向けた保健体育科
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以外の具体的な取組みについて、北海道独自の体力テストの目的

について、２回目は、来年度に本市の学校が抽出により北海道の

調査対象になった場合の対応方法について質問がございました。 

１８頁は、副読本「わたしたちの室蘭」の改定について取り上

げ、１回目は、平成２０年４月に部分改定され訂正箇所が必要な

箇所が見受けられるが、その対応について、２回目は、平成２３

年度に改訂版を出すとの答弁に対しまして、改訂版を出すまでの

間は教育現場でどのように指導するかについての質問でございま

した。 

次に、１９頁から２４頁にかけましては、新政会金濱議員から

の質問であります。 

１問１答方式でありまして、「新型インフルエンザ対策」から、

１回目は、質問当日までの市内小中学校での学年閉鎖・学級閉鎖

の状況について、２回目以降は、学校行事の中止や延期の状況に

ついて、修学旅行実施の判断や現地調査の方法、保護者対応につ

いてご質問がございました。 

２０頁「AED 設置」について、小学校に導入する考えについて、

登山ブームの中、白鳥ヒュッテに設置する考えについて質問がご

ざいました。 

２２頁でありますが、「本年度の学力テスト」の結果を踏まえ

て、昨年度との比較について、昨年度の結果に基づく学力向上へ

の取組み状況と効果について質問がございました。 

２３頁は、全国学力テストのうち、今後の学力向上策として、

１回目は、全国学力テストの上位自治体の取組み事例について、

本市における専門対策チームの立ち上げについて、学力テストの

市町村別正答率の公表の考え方について、２回目以降は、放課後

や長期休業中を利用した学習の取組み状況について、こうした取

組みがどうして全国学力テストへ反映されなかったのかについて、

本年度の学力テストの総括と指導方法及び公表の考え方について

の質問があったところでございました。 

最後は、２５頁から３０頁にかけましては、新政会桜場議員か

らの質問であります。桜場議員は、一括質問方式であります。 

最初に、２５頁の教育行政方針の中から、「小中学校における

研究奨励校」について取り上げ、目的や研究期間、研究内容、指

定した根拠について、研究奨励校の教員の授業力向上や資質向上

への具体的な取組みと効果の検証方法について質問がありました。 
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２６頁では、「学校を地域が支える体制づくりのモデル地区」

について取り上げ、港北中学校区をモデル地区にした理由、活動

と事業内容について、支援体制の状況について質問がございまし

た。 

次に２７頁では、｢スポーツ振興｣についてであり、本市のスポ

ーツ人口について、全国・全道大会の開催状況と参加人数、合宿

の状況について、会宿等における経済効果についての質問がござ

いました。 

２８頁にあるように、体育館建設についての検討の経緯につい

て、室蘭市・登別市・伊達市と３市スポーツ担当者会議における

広域的な体育館建設の検討状況について、登別市との広域的な体

育館建設に向けた検討委員会立ち上げの考えについて質問がござ

いました。 

２９頁では、「総合型地域スポーツクラブ」を取り上げ、港南

地区スポーツクラブの活動状況について、国からの補助金状況に

ついて、本市におけるその後のスポーツクラブについて、道内他

市町のスポーツクラブの状況について等質問があったところでご

ざいました。 

最後に、３０頁は「再質問」であり、中央地区スポーツクラブ

の活動状況について、道内他市町での休止状態におけるスポーツ

クラブの状況について等ご質問ございました。 

以上が、第３回定例会におきます主な内容につきまして、質問

項目を中心に説明させていただきました。 

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６報告第

２号室蘭市教育委員会１０月行事予定の件を議題といたします。 

 

松村学校教育課長  それでは、はじめに、学校教育課に係わる行事予定のうち、

主なものをご説明いたします。まず、１０月３日から１１月１

４日までの間に主に土日でございますが、各小学校におきまし

て、学芸会が予定されてございます。備考にございますとおり、
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桜が丘小学校につきましては、既に９月３０日に実施済みでご

ざいます。１１月１４日は、喜門岱小学校１校だけでございま

す。 

次に、１０月２０日から１１月２６日にかけまして、来年４

月に小学校に新たに入学する児童を対象としました就学時健康

診断が実施されます。入学予定の小学校で実施されますが、陣

屋小学校につきましては、本輪西小学校と合同で、本輪西小学

校で実施されます。喜門岱小学校につきましては、本室蘭小学

校で、合同で実施されることになっております。ただ、喜門岱

小学校につきましては、今のところ来年度新入学の児童はゼロ

の見込みでございます。 

それから、先月、小学校の行事予定の中で、学校祭の説明を

させていただきまして、１０月３日までに全て終了するという

お話をしましたが、最近、新型インフルエンザの感染がござい

まして、学級閉鎖あるいは学年閉鎖が発生してございます。こ

の結果、２校、星蘭中学校と港北中学校でございますが、学校

祭については、当分の間、延期という措置になってございます。 

新型インフルエンザのお話をしましたが、今日現在の学級閉

鎖などの状況について報告いたします。鶴ヶ崎中学校の３年生、

１学級でございますが、１０月２日まで学年閉鎖となっており

ます。それからもう１校、港北中学校の１年１組が１０月４日

まで学級閉鎖となっております。 

以上でございます。 

 

森生涯学習課長  続きまして、生涯学習課に係る行事予定のうち、主なものをご

説明いたします。 

最初に、社会教育の関係ですが、１６日に、社会教育委員の会

定例会を開催します。また、子育て出前セミナーの幼児を持つ親

編を、２日、３０日に子育て相談ふれあいセンターで、１５日に

中島保育所で、２０日に市民会館で行います。 

次に、文化振興の関係ですが、高文連の全道高校音楽発表大会

が、本日、文化センターで、また、書道展・研究大会が２１日（水）

から２３日（金）まで、文化センターなどで開催されます。また、

市民文化祭の今月開催分ですが、ステージ部門が吟道大会など３

事業、展示部門がいけばな・書道連盟展など３事業が、文化セン

ター、市民会館を会場に行われます。 
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次に、読書活動推進の関係ですが、２７日（火）から１１月９

日（月）までの第６３回「読書週間」にちなみ各種行事を開催し

ます。今年度の標語は「思わず夢中になりました」です。１０日

（土）輪西分室、３１日（土）本館講堂で１０時３０分から１時

間程度、読み聞かせやおはなしなどの「おはなし会」を開催しま

す。当日参加自由で、無料となります。３０日（金）１４時から

１６時まで、男女平等参画センターで市内小学生が参加する「読

後感想討論会」を開催します。教育研究会図書館部会との共催で、

課題図書「海の金魚」の著者を交えて感想を述べ、意見を交換し

ます。３１日（土）から１１月８日（日）まで、とびだす絵本展

を開催します。ナルニア国物語のほか、物語をとびだす絵本で表

現したものを多数展示します。また「第５回・ふくろう文庫特別

展―完全覆刻国宝・重要文化財の世界」を１０月２８日（水）か

ら１１月２日（月）まで、丸井今井室蘭店で開催します。国宝の

両界曼荼羅や土佐光則絵手鑑など、多数展示します。 

男女平等参画推進の関係ですが、２日（金）、２４日（土）に、

男女共生セミナーの後期第１講、第２講を開講します。内容は、

第１講は「遺言ってどんなこと」と題して、弁護士の増川拓さん

に講演いただきます。第２講は、「食を考える」と題して、室蘭

保健所健康増進課の重田康成さんに講演いただきます。定員は５

０人。参加料は後期３講座分で５００円です。次に、民俗資料館

の関係ですが、今月のとんてん館寺子屋教室は、２５日（日）に、

「焼き芋と木製コースター作り」の体験学習会です。 

次に、女性センターですが、２０日（火）、２１日（水）の両

日、恒例になっております、作品展示会を開催します。この催し

は、同センターで活動している団体・サークルのアートフラワー

などの作品展示、詩吟などの発表のほか、山菜おこわ、うどんな

どを提供するバザー、リサイクル用品などの即売などが行われま

す。 

次に、市民美術館の関係ですが、１日（木）から１８日（日）

まで、開館１周年記念「高野次郎展」を開催します。高野さんは、

初代の室蘭美術協会会長や初代の室蘭文化連盟会長の要職にあ

ったほか、室蘭市議会の議長を務めるなど、室蘭画壇及び市政に

功労の大きかった方です。 

次に、青少年科学館の関係ですが、１０日（土）から１２日（月）

まで、青少年科学技術振興作品展胆振地方展を開催します。青少
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年の科学する心を養うため、創意工夫の意欲の高揚を図り、健全

育成に寄与することを目的に、胆振管内の小中学生から作品を募

集し、優秀な作品を表彰するものです。 

最後に、体育施設の関係ですが、２８日（水）、体育館で「市

民体力テスト」が行なわれます。２０歳以上の一般市民を対象に、

握力・上体起こしなどで、体力を測定し、日本体育協会公認体力

テスト判定員が判定します。参加料は、１人１３０円（入館料の

み）で、定員は１００名となっています。 

以上で、室蘭市教育委員会１０月行事予定の件の説明を終わり

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    市民美術館について、現在入場者数はどのくらいですか。 

 

森生涯学習課長  昨年度は、約1万２千人の入場があり、本年度上半期の半年で、

約１万人の入場がありました。従いまして、本年度は、約２万人

の入場者を見込んでおります。ちなみに、本日より高野次郎さん

の展示会がございますが、本日のみで約２００人の入場がありま

した。 

 

西里委員長    ほかに、ありませんか。それでは、報告第２号は、終了します。

次は、日程第７報告第３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。 

 

川本総務課長   報告第３号教育機関等に対する寄附採納の件につきまして、御

説明申し上げます。次の頁の報告第３号別紙「寄附採納状況報告

書」を御覧いただきたいと存じます。 

寄附採納につきましては、２件でございまして、９月１５日に

「社団法人北海道宅地建物取引業協会室蘭支部長様」より、読書

普及のため図書カード、金額にしまして１０万円相当の御寄附が

ございました。これにつきましては図書館の書籍購入に充てるこ

ととしております。 

次に９月１８日に「ふくろうの会代表様」より、読書普及のた

め、図書を３２冊、金額にいたしまして、３７万６千５００円相

当の御寄附がございました。これらは、ふくろう文庫に収められ、
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市民の読書普及のために、活用させていただくこととしてござい

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。 

 

黒光委員     ふくろうの会の寄附内容について、室蘭市のホームページ内で

見ることはできますか。 

 

松原生涯学習課主幹 

         只今、市のホームページのサーバ、システムを更新しているの

で、それが終わり次第、見ることが出来るようにする予定です。 

 

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。

つぎは、日程第８報告第４号室蘭市芸術文化表彰の件を議題とい

たします。説明をお願いします。 

 

小西生涯学習課主幹 

         報告第４号、室蘭市芸術文化表彰の件についてご報告いたしま

す。本件は、室蘭市芸術文化表彰規則に基づきまして、芸術文化

の振興発展に功績のあった方を表彰するものであり、報告第４号

別紙には、長年にわたり功績が顕著なものに対する芸術文化功労

賞の表彰者３名についてお示ししてございます。 

一人目の橋本勇之助さんは、昭和２１年鶴ケ崎小学校に勤務し、

短歌会を創立し、平成１０年７月には全国組織の「ぬはり社短歌

会」室蘭支部を発足させ、現在に至るまで代表を務めるなど、自

らの作歌活動に励む傍ら後継者の育成、短歌の普及に尽力してお

ります。 

次に、上嶋義勝さんは、昭和３７年室蘭菊花同好会に入会し、

平成７年から平成１９年まで室蘭菊花同好会会長を務めるほか、

平成７年から現在に至るまで菊花展審査委員長を務めるなど、菊

花の普及や栽培技術の向上に尽力しております。 

最後に、新日鐵室蘭吹奏楽団は、今年、創立 70 周年を迎え、

昭和３１年から３年連続して全日本吹奏楽コンクールで優勝する

ほか、本年２１年１月には日胆地区アンサンブルコンクールで金

管五重奏が金賞を受賞しております。 
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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。 

 

黒光委員     橋本さんは９４歳になられますが、今も活動されているのです

か。 

 

小西生涯学習課主幹 

         現在も精力的に活動を行っていると伺っています。 

 

西里委員長    ほかにありませんか。それでは、報告第４は、終了します。つ

ぎは、日程第９報告第５号室蘭市生活文化伝承者表彰の件を議題

といたします。説明をお願いします。 

 

小西生涯学習課主幹 

         報告第５号、室蘭市生活文化伝承者表彰の件についてご報告い

たします。 

本件は、室蘭市生活文化伝承者表彰規則に基づきまして、生活

文化の伝承普及に功績のあった方を表彰するもので、報告第５号

別紙には、本年度の表彰者の方をお示ししてございます。 

礼文凧保存愛好会は、平成元年に設立され、平成２年から現在

まで、新年凧揚げ会の開催や、小学校などにおいて、伝統文化の

伝承・普及に努めるほか、国際交流の推進にも尽力しております。 

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。 

 

（なし） 

 

西里委員長    それでは、報告第５号は、終了します。つぎは、日程第１０報

告第６号室蘭市スポーツ表彰の件を議題といたします。説明をお

願いします。 

 

佐藤生涯学習課主幹 

         報告第６号、室蘭市スポーツ表彰の件についてご説明いたしま

す。本件は、室蘭市スポーツ表彰規則に基づきまして、スポーツ
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の振興発展に顕著な功績があった方を表彰するものでございます。 

報告第６号別紙に、平成２１年度表彰者として決定しました方

の功績等をお示ししてございます。 

はじめに、スポーツ功労賞の４名の方でございます。池田實さ

んは、昭和３３年から平成２０年まで室蘭体操連盟の理事長、副

会長、会長を歴任し、平成２１年からは顧問として同連盟の発展

に尽力されております。また、昭和３３年から北海道体操連盟の

理事、平成１３年からは参与を務めております。 

続きまして、石山哲司さんは、昭和５８年から平成１７年

まで室蘭卓球協会の副会長、会長を歴任し、平成１８年か

らは顧問として同協会の発展に尽力しており、併せて室蘭

市体育協会の副会長として、本市のスポーツ振興へ貢献されてお

ります。 

続きまして、齋藤修彌さんは、昭和５３年から現在まで室蘭地

方陸上競技協会の会長として同協会の発展に尽力されております。

また、昭和５７年から平成１４年まで室蘭市スポーツ振興審議会

会長を務め、本市スポーツ振興へ貢献をしております。 

続きまして、佐藤眞三さんは、昭和４１年から平成１７年まで

室蘭柔道協会の理事、理事長、副会長、会長を歴任し、平成１８

年からは顧問として同協会の発展に尽力し、後進の指導にあたっ

ております。 

続きまして、スポーツ賞の４名の方でございます。 

後藤竜也さんは、室蘭大谷高等学校３年で、陸上部に所属し、

２月１５日に千葉市で開催された、千葉国際クロスカントリー大

会のジュニア男子４キロの部で優勝しております。 

続きまして、堤亮貴さんは、室蘭市立水元小学校５年で、８月

２３日に長野県松本市で開催された、第６回全国小学生学年別柔

道大会の５年男子４５キロ級の部で優勝しております。 

続きまして、長谷夏海さんは、室蘭市立武揚小学校５年で、８

月２８、２９日に横浜市で開催された、日清食品カップ第２５回

全国小学生陸上競技交流大会の５年女子１００メートルの部で優

勝しております。 

続きまして、松苗幸希さんは、財団法人室蘭市体育協会に勤務

し、８月３０日に小樽市で開催された、全日本ヨット選手権大会

のレーザー級ラジアルクラスで優勝しております。 

なお、参考といたしまして、室蘭市スポーツ表彰規則を添付し
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ましたので、ご参照いただきたいと存じます。 

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６号は、終了します。それでは日程第１１議

案第１号室蘭市文化財審議会委員の委嘱の件を議題題とします。

説明をお願いします。 

 

小西生涯学習課主幹 

        議案第 1 号「室蘭市文化財審議会委員の委嘱の件」について、

ご説明申し上げます。 

本件は、室蘭市文化財保護条例第２０条の規定に基づき設置し

ております「室蘭市文化財審議会」の委員につきまして、きたる

１１月３日をもって任期満了となりますことから、翌１１月４日

付けで新委員の委嘱を行うものでございます。 

委嘱委員の内訳でございますが、議案第 1号別紙にございます

とおり、再任３名と新任３名の合計６名でございまして、任期は

２年となっております。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。 

 

西里委員長    それでは日程第１２議案第２号室蘭市学校給食運営協議会委員

の委嘱の件を議題題とします。説明をお願いします。 
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真野学校給食センター所長 

          議案第２号「室蘭市学校給食運営協議会委員の委嘱の件」に

つきまして、ご説明申し上げます。 

本件は、室蘭市学校給食センター条例及び同条例施行規則に

基づき選任する委員のうち、「室蘭市父母と先生の会連合会」

からの委員が退任しましたことから、後任委員を委嘱いたした

く、ご提案申し上げるものでございまして、議案第２号別紙の

とおり、「室蘭市父母と先生の会連合会」の入宇田ともね様を

委員として委嘱いたしたく存じます。 

なお、任期につきましては、室蘭市学校給食センター条例第

４条第４項の規定に基づき、前任者の残任期間であります、平

成２１年１０月１日から平成２３年６月６日までとなってござ

います。 

ご審議賜りますよう、宜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。 

 

（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。次の

案件について、お諮りいたします。日程第１３、議案第３号につ

きましては、特定の個人に関する情報が含まれているため、非公

開とすることに御異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

西里委員長    御異議なしと認め、非公開とします。説明員及び記録員を除く 

その他の方は退場してください。 

 

（以下非公開） 
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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２１年第１０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     川 本  修 


