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平成２２年第６回室蘭市教育委員会定例会会議録 

 
１  日  時      平成２２年６月３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 酒井教育指導参事 堀総務課長 國枝総務課主

幹［施設適正配置］ 松村学校教育課長 星学校教育課主幹 高

橋指導主事 萩原指導主事 小西生涯学習課長 松原生涯学習

課主幹[読書活動推進]田中青少年課長 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     ただいまから、平成２２年第６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の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、黒光委員を指名いたします。 

 

西里委員長     次は、日程第２の会議録承認についてであります。平成２２

年第５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     なければ、承認といたします。次に、日程第３報告第１号室

蘭市教育委員会６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。 

 

星学校教育課主幹  はじめに学校教育に係る行事についてご説明いたします。小

学校の運動会でございますが、６月５日白鳥台小学校・喜門岱

小学校を皮切りに最終は２０日の地球岬小学校となっており、

全校とも今月中に行われます。次に、教科書展示会でございま

すが、平成２３年度から小学校で使用する教科書として検定を

経た見本本を市民の方々に閲覧していただくため、市内４会場

で展示いたします。展示期間は１４日間、これは実日数ですの

で、展示場所の開庁日の関係から、教科書センターは７月７日

まで、図書館本館・輪西分室・本輪西分室は７月４日までとな

っております。以上でございます。 

 

小西生涯学習課長  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。社会教育ですが、１日から３、４歳児とその

親を対象に、地域セミナーなど港南児童センターや女性センタ

ーなどで開催します。次に男女平等参画推進でございますが、

毎年６月２３日から１週間は、全国的に男女共同参画週間であ

りまして、各種事業が展開されております。本市におきまして

は、２６日に記念フォーラム、２７日にプラザ祭が予定されて

おります。次に、読書活動推進でございますが、２日におはな
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し会や３日からふくろう文庫ミニ特別展が図書館本館や分室に

おいて開催されます。続きまして、港の文学館ですが室蘭地方

自分史の会特別展が先月から引き続き開催されております。続

きまして、文化振興でございますが、１９日・２０日の両日文

化センターにおいて、第５５回市民音楽祭が開催されます。民

俗資料館・市民美術館・青少年科学館につきましては記載の通

りでございます。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。 

 

谷藤委員      教科書展示会は、教科書選定に関わって一般の方々にも閲覧

してもらう機会を作るという目的ですか。 

 

星学校教育課主幹  その通りです。 

 

西里委員長     ほかにありませんか。なければ、報告第１号は、終了いたし

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。 

 

堀総務課長     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、

御説明申し上げます。次の頁の報告第２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、

３件でございます。５月１９日に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、現金にいたします

と２１，８４０円の御寄附がございました。このご寄附は、子

どもたちが力を合わせてよりよい北海道を創造して欲しいとの

願いをバトンに込めまして、今後４年から５年にかけて全道の

小学校に寄贈使用とするものでございます。本市では、喜門岱

小学校、白鳥台小学校、本室蘭小学校、陣屋小学校の４校に配

布して運動会等で活用させていただきます。次に５月１４日に

三浦清宏様より、文化向上に資するために関係資料図書１２０

０点の御寄附がございました。このご寄附は、港の文学館で展

示を行い、市民の文化向上のために、活用させていただきます。

次に５月１１日に東海建設様より、地域への奉仕活動の一環と

して、入江陸上競技場正面出入口部分床平板ブロック洗浄など

金額にいたしますと９７万円相当のご寄付がございました。以
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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     なければ、報告第２号は、終了いたします。次は、日程第５

報告第３号公立高等学校等配置計画案（平成２３年度～２５

年度）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、私から報告第３号公立高等学校等配置計画案（平

成２３年度～２５年度）に関する件につきまして、概要をまず

説明申し上げます。既に、新聞などでも報道されたところです

が、６月１日、北海道教育委員会から別紙１にあるように「公

立高等学校配置計画案(平成２３年度～２５年度)」と別紙２に

ありますように「平成２３年度公立特別支援学校配置計画案」

が示されたところでございます。別紙２の次に添付されている

「参考」の１枚ものの資料をご覧ください。この資料は、別紙

１と別紙２にあるこの度示された「公立高等学校等配置計画案」

の中から胆振管内分を抜粋したものでございます。初めに、（１）

の「公立高等学校」でありますが、本市が属している「胆振西

学区高校配置計画案」では、新たに、平成２５年度から、室蘭

清水丘高等学校の１学年の学級数が、５学級から４学級へ、１

学級の減が示されたところでございます。同時に、虻田高校の

１学級減も示されてございます。公立高等学校の配置計画につ

いては、昨年度の計画案の中でも「胆振西学区高校配置計画」

の平成２５年度の見通しとして、中学校卒業者数の減少に伴い、

２～３学級の減が示されていたことや、市内の私立高校の入学

者数が今年度減少したことなどから、公立高等学校の学級数の

維持は厳しいものが予想されていたが、本市としては、「公立

高等学校については地域の実情に即した配置計画の策定」をこ

れまでも要望してきただけに、平成２２年度の室蘭工業高校の

学科転換に伴う１学級減に続き、今回示された、平成２５年度

からの室蘭清水丘高等学校の１学級減は、誠に残念であるとこ

ろでございます。今後の対応については、６月の市議会定例会

での所管委員会に報告するとともに、「室蘭市高等学校対策協
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議会」を開催し、それぞれ、ご意見を伺いますとともに、議会

とも相談しながら、本市としての対応を考えて参りたいと考え

ております。当面は、７月に予定されている道教委主催の「第

２回地域別検討協議会」の席上で、本市の意見を述べたいと考

えているところであります。次に、（２）の「公立 特別支援

学校」では、室蘭養護学校の重度普通科と重複普通科で、２３

年度からそれぞれ１学級の増が予定されてございます。以上が

概要でございまして、引き続き、別紙１と別紙２に基づいて、

松村学校教育課長から詳細な説明をさせますので、よろしくお

願いします。 

 

松村学校教育課長 それでは、資料に基づきましてご説明いたします。まず、報

告第３号別紙１の表紙をめくっていただきまして、１ページか

ら３ページまでは、本計画案策定の考え方が示されてございま

して、中卒者数の増減、教育水準の維持向上、私立高校の配置

状況等を考慮しながら定員調整や再編をおこなうとしてござい

ます。また、総合学科や、普通科単位制といった新しい高校づ

くりを推進するとしてございます。４ページには、２３年度か

ら２５年度までの計画案の基本となります、中学卒業者数・高

校の欠員状況と定員と中卒者の割合が示されておりまして、公

立全日制高校の場合で、概ね、Ｈ２２が７６％程度からＨ２５

の７７％程度、となってございます。５ページから９ページま

では具体的な配置計画案の学校別内訳で、６ページには、部長

が冒頭に申し上げましたが、本市に係る部分で、中段のＨ２５

の欄の胆振西の行で、室蘭清水丘高校の１学級減と虻田高校の

１学級減がしめされてございます。１０ページは各学区ごとの

平成２２年から平成２９年までの中卒者数の推計表、この表の

上から５段目、胆振西学区の中卒者の推計では、前年との対比

で、２４年、２６年、２９年の中卒者は若干増えるものの、２

２年と２９年の比較では、１１０人が減少することを示してお

ります。北海道全体では、総じて減少傾向にあり、Ｈ２２とＨ

２９の比較で６，１３１人の減少が見込まれてございます。１

１ページは昭和６２年から２９年までの北海道における中卒者

数の推移を示してございます。この表では昭和６３年のピーク

時には９万２千人を超えていた中学校卒業者数が、平成２９年

には４万５千人程度と、半分以下になることを示してございま
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す。１２ページから最後の３１ページまでは各学区ごとの計画

案が示されてございまして、１７ページをご覧ください。胆振

西学区の状況ですが、平成２５年３月の中卒者数が１，６０２

人で、前年比で１３０人減るということや、この表からは現れ

てございませんが、部長の概要説明にもございました、市内の

私立高校の入学者数が減少し、今年度５２．４％の入学率とな

ったことなどが考慮された結果と考えますが、平成２５年度に

本市の室蘭清水丘が１学級減、となってございます。また、虻

田高校につきましては、今年度の欠員が４１人ということから

学級減となったものと考えてございます。なお、来年度は伊達

高校が１学級減となります。さらに表の右下の欄ですが、２６

年度から２９年度までの４年間の見通しとしまして、この胆振

西学区におきましては、４年間で０～１学級相当の調整が必要

であること。そして、伊達市内の再編を検討し、周辺の町にお

いても配置検討が必要であるとされております。昨年９月の道

議会で道教育長は今後の配置計画の策定に当たり、「高校進学

希望者数に見合った定員の確保を基本に、教育水準の維持向上

と教育の機会均等等を図る観点から、中学校卒業者数の状況、

生徒の進路動向、各学校の在籍状況などを総合的に勘案する」

とともに、「私立高校の配置状況にも配慮しながら」検討を行

ってきている。「指針」の考え方に基づき、「公私比率を踏まえ

た一定の定員調整を公立高校で行う」と答弁している。以上が

公立高等学校の配置計画の概要でございます。次に、報告第３

号別紙２の、「平成２３年度公立特別支援学校配置計画案」で

ございますが、１ページ目には、本計画案策定の基本的な考え

方として、知的障害のある生徒の進学希望に対応して、札幌市

内に新設校を開校すること、及び、函館の五稜郭養護学校に高

等部を併設するとしてございます。また、中学校等の卒業予定

者のうち、進学を希望するものの状況により、高等部の学級を

設定するとしてございまして、５ページをご覧ください。表の

下から５番目の室蘭養護学校ですが、来年度、重度・重複それ

ぞれ１学級ずつの増が計画されてございます。（重度は１学級

８人編制、重複は３人編制）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。 
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芝垣委員      胆振西学区の生徒数の減に伴い、クラス減となるのは仕方な

いのかもしれませんが、なぜ清水丘高校が１クラス減るのかを

わかる範囲で教えてもらえますか。 

 

松村学校教育課長  大きな理由は３つあります。１つは、胆振西学区内での全日

制普通科の高校は５校ありますが、１学年の学級数が５以上は

清水丘高校と伊達高校だけで、伊達高校は２３年度に１学級減

の４学級になることが決まっています。道教委が策定した新た

な高校教育に関する指針によれば、活力ある教育活動を展開す

るためには、１学年４学級から８学級を望ましい学校規模とし

ており、１学年３学級以下の学校は原則として再編整備するこ

ととし、９学級以上の大規模校は望ましい学校規模に学級数を

調整するとしております。このため、清水丘以外の学校が学級

減となった場合は、即近隣高校との再編の対象となってしまう

ことから今回の決定となったと聞いております。２つ目は、指

針では私立高校の配置状況に配慮した定員調整を実施するとし

ており、昨年９月の道議会において、道教育長は公私比率を踏

まえた一定の定員調整を公立高校で行うと答弁しております。

学区内における私学は室蘭に２校、登別市に１校ありますが、

登別の大谷高校は、平成２５年度に室蘭大谷高校と統合するこ

とが決まっており、また私立高校の入学者は昨年より減ってお

り、入学率は６割を切っている状況です。３つめは収容率があ

ります。平成２２年度の状況は公立のみでは、室蘭市が１１９．

０％となっており、数字上は、公立高校の入学定員よりも卒業

者数が少なく全員入学できることとなっております。他市との

比較でも突出していることも、要因となっております。 
 
黒光委員     室蘭栄高校は、６クラスとなっていますが清水丘高校より多い

のではないでしょうか。 
 
山田委員     ６クラスとありますが普通科は４クラスであとの２クラスは理

数科です。 
 
西里委員長    私立高校への入学者はやはりかなり少ないのでしょうか。 
 
山田委員     先ほども説明にありましたが、室蘭市では私立高校への入学率
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が５２．４％となっております。今後、登別大谷高校が室蘭大谷

高校に統合する際には、現在の室蘭大谷高校と同じ定員数を予定

しているのでそこで少し充足率が上がるかもしれません。 
 
黒光委員     養護学校の方はクラスが増えるのですね。これは、入りたくて

もなかなか入れない方がいるということでしょうか。 
 
酒井教育指導参事 今、段々と増えてきています。また、新設の養護学校もできて

います。 
 
西里委員長    ほかにありませんか。なければ、報告第３号は終了いたします。

次の案件についてお諮りいたします。日程第６議案第１号につ

きましては、北海道教育委員会からの指導により非公開とする

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。 

 

（退場） 

 

西里委員長    それでは、日程第６議案第１号室蘭市教科用図書選定委員会委

員の委嘱の件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

松村学校教育課長 議案第１号「室蘭市教科用図書選定委員会委員の委嘱の件」に

つきましてご説明申し上げます。本件は、平成２３年度から小学

校で使用する教科用図書の調査研究のため、「室蘭市教科用図書

選定委員会条例第３条」の規定に基づき、議案第１号別紙１に記

載してございます名簿の通り、５５名の委員の委嘱をしたいため、

ご提案させていただいたものでございます。なお、委員の委嘱期

間につきましては、第一回の教科用図書選定委員会開催の日であ

る、６月７日から条例が規定する、８月１５日までとなってござ

います。以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたし

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      ２ヶ月程の期間ですが、どのように選定作業が進んでいくの

でしょうか。 

 

松村学校教育課長  ６月７日に委員の委嘱をしまして、６月１８日から教科書展

示会を行います。委員の方々には、教科書会社からの資料や北

海道教育委員会が教科の専門家を集めて行う評価などを参考に

しながら、それぞれに自分の目で教科書を見て調査・研究の結

果をまとめていただきます。そして、７月２７日にそれぞれの

意見を出し合い調査・研究の成果をまとめていただきます。そ

して、次の議案第２号とも関連しますがその結果を受けて教育

委員会定例会で来年度から使用する教科書の採択を行うという

流れになっております。 

 

谷藤委員      ５５人の委員の方がそれぞれに調査・研究を行うとのことで

すが、その結果をとりまとめる方はいるのでしょうか。 

 

松村学校教育課長  それぞれの教科ごとに専門部会を作り、調査・研究をすすめ

ていきます。 

 

西里委員長     委員の中に第２号委員としてＰＴＡの方々がはいっています

が、このどのような形で選定に携わっているのでしょうか。 

 

松村学校教育課長  まだ実際に委員会が開かれていませんが、第２号委員の方々

にはそれぞれの専門部会の中に入っていただくことになってお

ります。そして、もちろんご自分でも教科書を読んでいただき

ますが保護者としての観点からの意見を特に聞いていきたいと

考えております。 

 

西里委員長     ＰＴＡの方々としては、なかなか難しいところがあると思う

のですが、どのような意見が出されたのかを聞くことができれ

ば参考にしたいと思いますが。 

 

山田委員      第２号委員につきましては、今回からは他市などを参考にし

てもやはり保護者が参加するべきだということになり、このよ
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うな形になりました。どのような意見が出されたのかにつきま

しては、８月定例会の際にわかりやすくまとめたものを出した

いと考えております。 

 

西里委員長     教科書会社については教科ごとに統一しなければならないの

でしょうか。 

 

酒井教育指導参事  教科ごとには統一しなければなりません。 

 

西里委員長     指導の要点のようなものがまとまっているものがあれば、そ

の内容に沿った教科書という観点で読んでいきたいと考えます

が、何かあるのでしょうか。 

 

酒井教育指導参事  指導要領については、ご用意できると思います。 

 

西里委員長     ほかにありませんか。なければ、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。 

 

（退席者入場） 

 

西里委員長     次は、日程第７議案第２号室蘭市教科用図書選定委員会諮問                     

の件を議題といたします。説明をお願いします。 

           

松村学校教育課長  それでは、議案第２号室蘭市教科用図書選定委員会諮問の件

につきましてご説明申し上げます。室蘭市教科用図書選定委員

会条例第２条」の規定に基づき、平成２３年度から小学校にお

いて使用する教科用図書の選定について、調査研究することを

選定委員会に諮問したいため、ご提案させていただいたもので

ございます。なお、諮問につきましては、６月７日の第１回の

室蘭市教科用図書選定委員会で予定いたしてございます。また、

諮問後の事務日程ですが、６月７日の第１回教科用図書選定員

会ののち、行事予定でも申し上げましたが、６月１８日から１
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４日間、教科書の展示が始まりまして、７月２７日に第２回の

選定委員会を開催し、７月２９日に答申を頂く予定となってご

ざいます。の後、８月上旬には、教育委員会を開催し、教科書

を採択する予定となってございますが、具体的な日時につきま

しては、後ほど、協議させて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。 

 

西里委員長     なければ、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 

 

西里委員長     次は、日程第８議案第３号室蘭市特別支援教育推進協議会委

員の委嘱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  議案第３号室蘭市特別支援教育推進協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、室蘭市特別支援推進協

議会条例第３条の規定に基づき、委員の委嘱を行うため、議案

第３号別紙の名簿のとおりご提案申し上げるものでございます。

委嘱期間は平成２２年７月１日から平成２４年６月３０日まで

の２年となっております。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。 

 

谷藤委員      この協議会がどのようなことをするのかについて簡単に教え

ていただけますか。 

 

松村学校教育課長  従来は障害に応じて個々の子どもたちに適したクラスを検討

しておりました。平成１９年度に学校教育法が改正されまして、

従来の身体の障害だけではなく、発達障害の子どもたちについ
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ても特別支援教育の中でそれぞれに応じた指導をということで、

平成２０年度から室蘭市では条例を改正して、従来の身体の障

害と発達障害とに分けて答申をいただいております。 

 

西里委員長     他にありませんか。なければ、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 

 

西里委員長     次は、日程第９議案第４号室蘭市学校給食運営協議会委員の

委嘱の件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

真野給食センター長 議案第４号室蘭市学校給食運営協議会委員の委嘱の件につい

て、説明申し上げます。本件は、室蘭市学校給食センター条例

第４条及び同条例施行規則第８条の規定に基づき選任する委員

のうち、室蘭市小学校長会、室蘭市中学校長会及び室蘭市父母

と先生の会連合会からの委員が退任したことから、その後任委

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３号別紙をご覧頂きたいと存じます。室蘭市小学校長会の

黒須敦子様、室蘭市中学校長会の八木橋政則様、「室蘭市父母

と先生の会連合会」の山本亜紀様と小林哲様の４名の方々を新

委員に委嘱いたしたく、ご提案申し上げるものでございます。 
なお、委嘱期間は、前任者の残任期間であります平成２２年６

月３日から平成２３年６月６日まで委嘱いたしたく存じますの

で、ご審議の程宜しくお願いいたします。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     今回の委嘱については、４名の方ですが協議会委員は全員で

何人いるのですか。 

 

真野給食センター長 全部で９名となっております。 

 

西里委員長     他にありませんか。なければ、議案第４号は、原案のとおり
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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     次は、日程第１０議案第５号室蘭市学校給食費等に関する諮

問の件を議題といたします。説明をお願いします。 

 

真野給食センター長 本件は、室蘭市学校給食センター条例第４条及び同条例施行

規則第７条の規定に基づき、平成２３年度の学校給食費等につ

きまして、室蘭市学校給食運営協議会に諮問いたしたくご提案

を申し上げるものでございます。また、学校給食費の決定につ

きましては、この諮問に対する運営協議会からの答申後、教育

委員会定例会にてご審議のうえ、決定いたすこととなっており

ます。なお、この諮問に対する運営協議会からの答申時期につ

きましては、平成２３年１月下旬頃を予定しております。ご審

議の程宜しくお願いいたします。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。 

 

谷藤委員      一昨年にも給食費について検討したと思いますが。 

 

山田委員      金額等に変更のあるなしに関わらず、毎年諮問は行っており

ます。 

 

西里委員長     他にありませんか。なければ、議案第４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     次は、日程第１１議案第６号室蘭市教育委員会事務局職員の

人事発令の件を議題といたします。説明をお願いします。 
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堀総務課長     議案第６号室蘭市教育委員会事務局職員の人事発令の件に

ついてご説明いたします。議案第６号別紙１をご覧ください。

生涯学習課男女平等参画推進を担当しております山本美栄主査

が自己都合によりまして、６月３０日付けで退職するものでご

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。 

 

西里委員長     なければ、議案第６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     次は、日程第１２議案第７号室蘭市立小中学校設置条例改正

に係る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。 

 

國枝総務課主幹   議案第７号 室蘭市立小中学校設置条例改正に係る市長へ

の申し入れの件につきまして、説明します。このたびの市長に

申し入れを行う議案は、室蘭市立小中学校設置条例の一部を改

正する条例でございます。常盤小学校の耐震診断により校舎の

一部と体育館の耐震性が低く、体育館については補強工事も困

難と診断を受けたため、児童の安全を確保するため、常盤小学

校を武揚小学校へ編入統合するもので、常盤小学校の名称・位

置の項を削るものでございます。次のページに、新旧対照表で

示しておりますので、参考にしてください。施行期日につきま

しては、統合を予定しております平成２３年４月１日としてま

いりたいと存じます。なお、本日の教育委員会で議決をいただ

きましたら、今月１４日開会の市議会に議案を提出する予定で

すが、併せまして、常盤小学校の閉校に必要な経費や統合まで

の両校児童の交流に必要な経費などの補正予算を計上すること

としております。以上でございます。ご審議の程、よろしくお

願いを申し上げます。 
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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。 

 

西里委員長     なければ、議案第７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２２年第６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 治 

 

室蘭市教育委員会委員     黒 光  ひ さ 

 

会 議 録 調 製 員       堀   敏 雄 


