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平成２５年第１回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２５年１月１０日（木）

開会 午後６時００分

閉会 午後６時５０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 第４回室蘭市議会定例会議事内容に関する件

第４ 報告第２号 室蘭市教育委員会 1月行事予定の件

第５ 報告第３号 教育機関等に対する寄附採納の件

第６ 報告第４号
室蘭市教育委員会臨時代理の件

（室蘭市立学校職員の人事内申の件）

第７ 議案第１号 平成２５年度教育予算に係る意見書提出の件

第８ 議案第２号
絵鞆・桜が丘・武揚小学校統合新設校の校名の決定及び

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

第９ 議案第３号 室蘭市港の文学館条例中一部改正に係る市長への申入れの件

第 10 議案第４号 室蘭市立学校職員の懲戒処分内申に関する件
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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 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２５年第１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１２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号第４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。

松村教育部長 それでは、報告第１号第４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。１頁から

２２頁まで、第４回定例会の質問要旨と答弁要旨を載せ

てございます。本定例会は、１２月３日から１７日まで

の、会期１５日間で開催されたところでありまして、本

会議におきましては、全体９人の質問議員の内、５人の

議員から教育関連・教育行政についてのご質問があった

ところです。市議会一般質問におきましては、これまで

もご説明申しあげておりますが、再質問からの質問方法

として、一括質問方式と、１問１答方式があり、一括質

問方式では再質問は２回まで、１問１答方式では持ち時

間の範囲で、テーマを絞って、何回でも質問できるもの

であり、質問する議員は、一括質問方式か、１問１答方

式かを、はじめに選択することになります。それでは、

各頁に沿いながら、できるだけ簡潔に説明をさせていた

だきます。まず最初に、１頁から４頁にかけましては、

公明党室蘭市議団の柏木議員からの質問であります。一

問一答方式で、１ページの「安心・安全のまちづくりに

ついて」のご質問の中で、脳脊髄液減少症について、学
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校教育現場における対応のご質問ですが、本市では、平

成２２年度以降の調査において、脳脊髄液減少症と診断

された児童生徒の報告は無いこと、また、今年度におい

ても学校安全資料を活用した研修を行うなどの指導した

旨お答えいたしました。関連して２頁には柔道の授業に

おける研修の対応や保護者周知等の再質問があり、答弁

要旨の通りお答えいたしました。３頁では、「教育行政に

ついて」のご質問で、放課後児童対策についてと八丁平

地区への児童クラブについてのご質問を受けたところで

あります。１点目の放課後児童対策についてのご質問で

は、１１月に開催された「放課後児童対策指導員研修会

の内容についてのご質問であり、講演会と「室蘭市放課

後児童対策施設における安全管理マニュアル」について

の詳細な説明会であった旨の答弁。また、２点目の八丁

平小学校敷地内への放課後児童施設を開設するとしたこ

とに対する見直しの理由でありまして、ここで見直しと

言うのは、当初八丁平小学校の空き教室にスクール児童

館を設置するということを保護者に説明していたことを

指すものであります。その見直しの理由は、八丁平小学

校における今後の空き教室の見通しが不透明であること

や、保護者から児童館機能を併せ持つ施設の要望書が出

されたこと、等からスクール児童館の学校敷地内への開

設を早期に検討する旨、答えさせていただきました。ま

た、関連してマニュアルの実施状況等の再質問があり、

４頁記載の答弁要旨の通りお答えを致しました。次に５

頁から１２頁にかけまして、市民ネット・むろらんの立

野議員から一問一答方式による「公共施設再編に向けた

取り組みについて」の質問の中で、学校設置の太陽光発

電設備の蓄電機能のご質問があり、環境教育への活用や

学校内での有効利用が設置の目的であり、蓄電設備は設

置していない旨、お答えいたしました。また、「教育行政

について」のご質問では、生涯学習指導者バンクの登録

状況と活用状況についてのご質問及び関連しての７頁か

らの再質問があり、それぞれ答弁要旨のとおりおこたえ

をいたしました。次に、８頁からは、外部指導者につい

てのご質問で、質問の趣旨としては、学校教育における
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外部指導者の現状と活用の経緯についてのご質問であり

関連しての再質問が９頁、１０頁に記載の通りお答えを

しております。最後は防災教育についてのご質問で、現

状や具体的な活動状況、地域との連携等のご質問があり、

それぞれ１１頁、１２頁記載のとおりお答えをいたしま

した。次は。１３頁から１５頁にかけまして、新緑会の

早坂議員から一括方式によるご質問で、輪西地区のまち

づくりについてのご質問の中で、みゆき町にあります青

少年研修センターについて、施設の利用者数や利用団体

の状況のご質問があり、答弁要旨の通りお答えさせてい

ただきました。関連して、１４頁、１５頁の再質問があ

り、それぞれ答弁要旨の通りお答えさせていただきまし

たが、質問全体の趣旨は、現研修センターの施設を改修

して継続して使用できないかとのご質問でありますが、

耐震診断の結果や施設の老朽化などから、現施設の継続

使用は困難で、複合公共施設への機能確保を検討してい

る旨の答弁をしたところであります。次は、１６頁から

１８頁にかけまして、日本共産党室蘭市議団の田村議員

から一問一答方式による、「民主党政治の影響と対策につ

いて」の中のご質問で、高校の授業料無償化について、

本市私立高校の状況、少人数学級の現状のご質問であり

まして、答弁要旨の通りお答えをいたしました。また、

関連しての再質問では、私立高校の授業料滞納の実態把

握、本市独自の少人数学級実施の考え等のご質問があり、

１７頁、１８頁記載の答弁要旨の通りお答えをいたしま

した。次は、１９頁から最後の２２頁にかけまして、市

政創造の徳中議員から一問一答方式による教育行政につ

いてのご質問で、教育委員会の教育委員長や教育長の役

割と職務代理者についてのご質問で、１９頁答弁要旨の

通りお答えを致しました。関連して教育委員会を代表す

るのは教育委員長か教育長か、外部の人が教育長になっ

ている例もあるが、本市の考え等の再質問があり、それ

ぞれ、答弁要旨のとおりお答えをしております。以上が、

第４回定例会におきます、主な内容につきまして、説明

させていただきました。
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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号室蘭市教育委員会１月行事予定の件を議題と

いたします。

大谷総務課長 報告第２号室蘭市教育委員会１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２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日に各中学校で、１６～２１日

に各小学校で「３学期の始業式」が行われます。次の、

生涯学習課の社会教育でございますが、３０日に、「幼稚

園・保育所・小学校の親と教育・保育職員の集い」が旭

ヶ丘小学校で開催されます。次の、男女平等参画推進で

ございますが、１９日に「平成２４年度男女共生セミナ

ー（後期）第３講『経糸と緯糸～夫婦の絆～』」がミンク

ールで開催されます。次の民俗資料館でございますが、

２０日から３月１９日まで整理休館いたします。次の、

市民美術館では、４日～２０日に「第３回女性作家展」

が開催されます。次の、青少年科学館でございますが、

１２～１４日に「冬休み科学館祭」が開催されます。次

のページにお進みいただきまして、次の、図書館では、

２４、２６日に「ふくろう文庫ミニ特別展『平安墨宝』」

が図書館本館で開催されます。一つとびまして、次の、

青少年課では、１３日に「平成２５年室蘭市成人祭」が

文化センターで開催されます。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２号は、終了します。次は、日程第５
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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。

大谷総務課長 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、ご説明申し上げます。次のページの報告第３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。1件目は、東京都杉並区の山崎様より、室蘭ふる

さと応援寄附金として１０万円のご寄附がございました。

このご寄附は市民美術館の備品購入に役立たせていただ

きます。２件目は、株式会社楢崎製作所様より、中島公

園野球場スコアボードカウント表示灯の改修、金額にい

たしまして５０万円相当のご寄附がございました。これ

は、従来の「ストライク」、「ボール」、「アウト」の順で

あったものを規則改正に合わせて「ボール」「ストライク」

「アウト」の順に改造したものです。３件目は、ふくろ

うの会代表様より、図書５２冊、金額にいたしまして２

６６，８７５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３号は、終了します。次は、日程第６

報告第４号室蘭市教育委員会臨時代理の件（室蘭市立学

校職員の人事内申の件）を議題といたします。説明をお

願いします。

中澤学校教育課長 報告第４号室蘭市教育委員会臨時代理の件（室蘭市立学

校職員の人事内申の件）について、ご説明申し上げます。

本件につきましては、むかわ町立穂別小学校長が１月１

日付で在外教育施設に派遣されることに伴う補充人事で

ございますが、北海道教育員会への人事内申・人事発令
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等の日程上の関係から、臨時会を開催するいとまがない

ため、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、 １２月２１日付けで、教

育長が臨時代理をいたしたものであります。臨時代理の

内容につきましては、報告第４号別紙の室蘭市立学校職

員人事異動報告書をご覧頂きたいと思います。表にござ

いますとおり、本輪西小学校教諭 冨田律子教頭が、むか

わ町立穂別小学校長に採用され、後任には、洞爺湖町立

洞爺湖温泉中学校の坂本博教頭を充てるものであります。

１枚めくっていただきまして、坂本教頭の後任には、本

輪西小学校の加藤智佳子教諭が、教頭に昇任し、洞爺湖

温泉中学校に転出するものであります。なお、加藤教諭

の後任は、３月３１日までの期間、臨時的に教諭を採用

し充てるものであります。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 期限付きの教員とはどういった方がなるのでしょうか。

中澤学校教育課長 市教委の方で人材を探してお願いする形になります。今

回の件についてはすでにお願いしており、３学期当初か

ら勤務していただきます。

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。次は、日程第７議案第１号平成２５年度教育予

算に係る意見書提出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２５年度教育予算にかかる意見書提出の

件について、御説明申し上げます。本件は、提案理由に

記載しておりますが、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第２９条において、市長が予算を作成する場合、

教育に関する事務については、教育委員会の意見を聞か

なければならない、とされておりますことから、意見書

として本案を市長に、提出しようとするものでございま
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す。議案第１号別紙をご覧いただきたいと存じます。教

育予算に対する考え方を記載しており、平成２５年度の

教育予算の重点事項を別紙のとおり取りまとめたもので

ございます。概略をご説明いたしますと、次ページにな

りますが、大きく１４項目に分類しております。なお、

具体的な内容としては、ただ今配布しました参考資料を

ご覧ください。ただし、ただ今配布しました参考資料の

主な事業項目、並びに、そのことに係る数字は、予算要

求時、または、現時点における直近の査定の現況であり、

今後も変動する可能性がありますので、あくまでも現時

点における、参考とされるようよろしくお願いします。

また、平成２５年度当初予算の内示は、例年どおり来月

上旬を予定しており、最終的には、３月議会で議決され

るものでございます。まず、１の「学校教育事業の促進」

といたしましては、（１）の、教育研究活動の充実、（２）

として、いじめ・不登校問題等の生徒指導対策の充実（４）

として、世界に通じる子どもたちの育成と国際理解教育

の推進、（９）として歯・口腔の健康づくりの推進など９

項目を、２の「学校施設・設備の整備」では、学校の改

修等環境整備事業の促進や、校教具の整備などの３項目

を、３の「絵鞆・武揚・桜が丘小学校建設事業」では、

平成２７年４月開校に向け、校舎棟、屋体棟の建設費、

港南中の解体費を、４の「高平・本輪西統合小学校整備

事業」では、平成２８年４月開校の予定でございますが、

実施設計、外構設計のほか、なかよし橋改修費を、５の

「蘭北地区統合小学校建設事業」では、平成３０年４月

開校予定でございますが、統合予定地であります白鳥台

小学校の校舎の耐力度調査費を、６の「室蘭西中学校整

備事業」では、外構・グラウンド整備、北辰中学校解体

費を、７の「学校給食センター施設・設備の整備」では、

備品の更新のほか、下処理室等の改修や調理等業務委託

を、８の「生涯学習活動の推進」では、学習情報提供事

業の充実と学習相談体制の整備を、９の「社会教育事業

の推進」では、家庭教育支援の充実を、１０の「男女平

等参画社会の推進」では、男女平等参画学習の充実など

４項目を、１１の「芸術・文化の振興」では、文化活動
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の奨励と芸術文化事業の推進、国指定文化財の整備活用

を、１２の「青少年の健全育成と非行防止の推進」では、

青少年団体活動への支援及び地域住民活動の推進、放課

後児童対策の充実など５項目を、１３の「社会教育諸施

設の耐震化、省エネ化等整備」では、文化センター・青

少年科学館の耐震補強実施設計、民俗資料館展示照明の

LED 化、港の文学館移転整備、胆振地方男女平等参画セ

ンターの耐震補強工事を、最後であります、１４の「ス

ポーツの振興及び施設整備」では、市民スポーツの普及

促進及び指導者の育成など３項目を、要望するものでご

ざいます。なお、本日、審議、決定された意見書につき

ましては、速やかに青山市長に提出する予定でございま

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。

黒光委員 例年と違う所はありますでしょうか。

松村教育部長 新たなもので申し上げますと、例えば世界に通じる子ど

もたちの育成事業で４０万円。特別支援教育の推進の中

で支援員の人数を昨年よりも増員しております。新たに

旭ヶ丘小学校に難聴のお子さんが入学する予定となって

おりその整備費。また、校教具の整備では、当面統合対

象となっていない東明・港北・本室蘭中学校の備品の整

備を予定しております。給食センターにつきましては、

耐震補強の改修工事を予定しており、さらに安心・安全

のための下処理室等の一部改修を実施いたします。生涯

学習・社会教育の部分では、港の文学館がプロヴィデン

スに移転するということでその改修費を計上しておりま

す。文化振興では名勝ピリカノカ絵鞆半島外海岸の普及啓

発事業、南部陣屋では先日の災害で樹齢１００年を超え

る杉の木が折れたということもありましてそういったも

のの災害復旧工事があります。青少年では来年度八丁平

小学校の敷地内にスクール児童館の建設を予定しており

ましてそれが大きな事業になります。耐震化・省エネ化
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等の事業では文化センター・青少年科学館においては実

施設計をし、民俗資料館は展示証明の LED 化による省エ

ネを図ります。スポーツではパークゴルフ場を１８ホー

ルから３６ホールへの拡充、中島公園野球場で管理等の

耐震がクリアされていないことからそれの補強工事が新

たなものになります。

芝垣委員 港の文学館が移転することとなりますが、書物等の引越

しの費用は含まれているのでしょうか。

松村教育部長 移転による引越しの費用は含まれております。また、移

転に伴い今ある備品が使用できない部分もありますので

そういった備品の購入費も費用に含まれております。

山田委員 今のところスケジュールとしては、予算が付いたら一部

中を改修した後に、引越しの準備等をして開館は秋ころ

の予定をしております。

谷藤委員 学校環境整備で、桜蘭中学校の開校式に行った際に聞い

たのですが、当初学校の裏側に駐車場を作るという予定

だったものが、開校した後もその設備が整っていないと

いう話を聞いたのですがどうなっているのでしょうか。

佐藤総務課主幹 校舎の裏側になるのですが、駐車場という整理ではなく

駐車スペースという考えを提示しまして砂利をいれてお

り、車を停められる形にはなっております。台数につい

ては学校でどう詰めるかということもあるかと思います

が、学校祭などの行事の際にも詰めて停めれば結構な台

数を駐車できる形で試算しております。

黒光委員 青少年科学館に２日ほど前に行ったのですが、長時間い

るととても寒く、上着を着て皆さんいるのですが、せめ

て自動販売機で温かいコーヒーでも飲もうかと思ったら

全て冷たい飲み物だったのですが、温かいものを置くこ

とは難しいのでしょうか。
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山田委員 青少年科学館については、来年度耐震補強の実施設計を

する際に暖房やトイレ等についても合わせて検討します。

ただ、今の自動販売機の件については市ではなく指定管

理者の持ち物になるため、業者の方でどう対応するにな

りますが、売り上げなどにもよってくるかとは思います

が難しいかと思います。希望があった事は指定管理者の

方に伝えておきます。

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。

（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８議案第２号絵鞆・桜が丘・武揚小学校統

合新設校の校名の決定及び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。

佐藤総務課主幹 議案第２号絵鞆・桜が丘・武揚小学校統合新設校の校名

の決定及び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。本件は、関

連する２つの議案をまとめてあります。最初は、平成２

７年４月１日開校を予定しております、絵鞆小学校、桜

が丘小学校、武揚小学校と平成２３年に武揚小学校と統

合しました旧常盤小学校の４校統合による新設小学校の

校名の決定です。４枚目に添付しています、議案第２号

参考２をご覧ください。平成２４年１１月１日付けで、

関係小中学校の地域住民・学校・保護者の代表で構成す

る中央・港南地区小中学校統合協議会会長から、統合小

学校の校名決定について、広く市民等から公募を行い、

統合協議会で選考を行った結果、最終的に「室蘭市立み

なと小学校」を新校名として推薦するので、採用してい

ただきたい旨の文書でございます。次のページ議案第２
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号参考３に、選考経過を記載しておりますので、ご覧く

ださい。市民等への校名募集期間は、昨年８月１３日か

ら９月１４日までの約１ヶ月間実施をし、応募総数は１

０３件、重複等を整理しますと５２種でした。これを受

け、１０月１６日に統合協議会を開催して、出席者全員

による投票で選考を行ない、１次選考、２次選考に続き、

２回の最終選考を行いました。１次選考では、上位１０

種の選考を行ないましたが、同票があったことから１６

種を選考しました。２次選考では、上位５種の選考を行

ないましたが、同票があったことから６種を選考しまし

た。最終選考では、過半数獲得を選考としましたが、１

回目ではいずれも過半数に届かず、上位２種の「みなと」

と「室蘭」で最終選考２回目を行い、最終的に過半数を

超えた「室蘭市立みなと小学校」に選考したものであり

ます。公募での「みなと」の応募者は、６名の方々で、

校名の由来・意味としましては、「この統合４地域が、室

蘭発展の礎である“みなと”を中心とした地域」である

ことや「ひらがなの校名が子どもたちや地域にとって親

しみやすい」などということでございます。なお、最終

的な校名の決定は、第１回市議会定例会での室蘭市立小

中学校設置条例の改正議決により、正式決定となります。

以上が、絵鞆・桜が丘・武揚小学校の統合校の校名の決

定の件でありますが、公募により多数の方々から応募が

あり、その中から統合協議会で慎重に絞り込み・選考を

行った結果、推薦をいただきましたことから、尊重して

いただき、統合新設校の校名として決定していただきま

すよう、お願いしたいと存じます。続きまして、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につ

いてでございます。２枚目の議案第２号別紙をご覧くだ

さい。このたびの市長に申入れを行う議案は、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。
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絵鞆小学校、桜が丘小学校及び武揚小学校の統合に伴う

統合校の名称を、「室蘭市立みなと小学校」とし、位置を

現港南中学校敷地の「室蘭市港南町２丁目１０番１号」

とするものでございます。この改正は、統合校として、

現港南中学校学校敷地に新築整備を行なうため、文部科

学省に対して財源となる補助申請に必要な事項として、

当該統合校の名称を学校設置条例に定めた改正が必要な

ため行うものでございます。施行期日につきましては、

開校を予定しております平成２７年４月１日でございま

す。次のページには、新旧対照表で示しておりますので

参考にしてください。以上でございます。ご審議賜りま

すよう、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。

（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。

次は、日程第９議案第３号室蘭市港の文学館条例中一部

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。

山下図書館長 議案第３号、室蘭市港の文学館条例中一部改正に係る市

長への申入れの件について御説明いたします。本件につ

きましては、室蘭市港の文学館を旧ビアレストランプロ

ヴィデンスの建物に移転することに伴いまして位置の変

更が生じますことから、室蘭市港の文学館条例の一部を

改正したいので、平成２５年第１回市議会定例会に議案
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として付議するよう市長に申入れるものでございます。

申入れの内容につきましては、次のページの議案第３号

別紙を御覧ください。条例第２条の表中「海岸町３丁目

６番１２号」を「海岸町１丁目１番９号」に位置を改め

るものでございます。なお、移転後の港の文学館の開館

は、移転先の施設の改修工事が必要なことなどから、平

成２５年度中を予定しており、本条例の施行日について

は、明確な移転日が決定していないため、施行日を教育

委員会規則に委任し、当該規則で定める日から施行する

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。

谷藤委員 現在の文学館は取り壊しになるのでしょうか。

山田委員 おそらくそうなるかと思います。

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。

（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１０議案第

４号室蘭市立学校職員の懲戒処分内申に関する件につき

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、これより非公開とすることを決定し

ます。説明員及び記録員を除くその他の方は、退場して

下さい。

（退場）
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（以下非公開）

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２５年第１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


