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平成２２年第１０回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２２年１０月１日（金）

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 選挙第１号 室蘭市教育委員会委員長選挙の件

第４ 指定第１号 委員長職務代理者の指定の件

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

第６ 報告第２号 室蘭市教育委員会 10 月行事予定の件

第７ 報告第３号 教育機関等に対する寄附採納の件

第８ 報告第４号 室蘭市芸術文化表彰の件

第９ 報告第５号 室蘭市生活文化伝承者表彰の件

第１０ 報告第６号 室蘭市スポーツ表彰の件

第１１ 報告第７号 室蘭市青少年表彰及び青少年育成者表彰の件
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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 佐藤教育部長 酒井教育指導参事 堀総務課長 佐藤総務課主

幹［学校施設］ 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 巻生涯学習課主幹

[スポーツ] 矢元生涯学習課主幹[文化振興] 松原生涯学習課

主幹[図書館] 山下生涯学習課主幹[図書館] 田中青少年課長

高木青少年課主幹 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１０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、承認することにご異議

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２２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、お諮り致します。

黒光委員 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。

黒光委員 私は委員長につきましては、西里委員を指名させていただき

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。
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（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

する件につきまして、ご説明いたします。本定例会は、９月６

日から２７日までの、会期２２日間で開催されたところで、本

会議におきましては、全体９人の質問議員の内、４人の議員か

ら教育に関係する質問があったところでございます。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。１頁は、公明党室蘭市議会砂田議員からの質問であり、障

がいのある児童生徒の教育に効果があると言われる「マルチメ

ディア・デイジー教科書」、これは、コンピュータの音声読み

上げ機能を利用した教材として、通常の教科書と同じ内容のも

のをパソコンで音声を聞きながら見ることができ、また、文章

の読み上げ箇所が強調される機能などを備えている教科書のこ

とでありますがこれを取り上げ、活用を検討すべきとの質問で

ありました。本市としては、活用実態はありませんが、現在、

文部科学省において、「マルチメディア・デイジー教科書」に

ついて、様々な調査研究が行われていることから、この研究結
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果とあわせ、国や道の動向も見定めながら適切に対応していく

予定」と答弁をさせていただきました。２頁からは、新政会早

坂議員からの質問であり、大きく２点、１点目としては、「学

力向上の取り組み」・「教員の指導力向上にむけた研究について」

の質問であり、「教育研究所で実践研究している学習指導や指

導方法の研究成果を各学校の学習指導に生かしたり、」また、

「各学校の校内研修による教員の指導力の向上と活性化に寄与

する研究奨励校の実践研究」などに取り組んでいること等を中

心に、答弁をさせていただきました。３頁では、この教員の指

導力向上の取組み内容について、学校差がある理由と是正に向

けての再質問があったところでありますが、取組みの学校差の

理由については、「指導主事から直接指導助言を受けるなどの

研修体制を継続実施している学校」と「そうでない学校」の間

で差が生じていることまた、その是正に向けては、校長会に示

した本年度の学校教育の重点項目の中でも、学力向上に向けた

校内研修の活性化と授業改善の推進を重点事項として指導して

おり、引き続きその充実に努めてまいりたい旨お答えしてござ

います。また、４頁では、子どもたちの学力向上に向けての、

今後の見解について再々質問があり、教育長からは、「学力の

向上に関わり、特に、教員の資質や指導力向上にむけては、校

内研修など学校体制で取組み、教育の質を高め、児童生徒や保

護者、地域に対して説明責任を果していくことが大切であると

考えており、そのためには、校長が中心となって、従来よりも

増してリーダーシップを発揮するとともに、学校評議員やＰＴ

Ａ関係者、地域の方々からも評価を頂きながら、組織的・効率

的な学校経営や教育活動を展開することが重要と考えており、

今後は結果に結びつくような条件整備に努めて参りたい」旨、

お答えをしております。次に、５頁からは、２点目の「本市の

小中学校の耐震化への取組状況と今後の学校統合の考え方につ

いて」質問があり、本年４月では、本市学校の耐震診断実施率

は、98.6％で全国・全道平均を上回っているが、耐震化率は

30.2％で下回っていますが、現在は、昨年示した 10 カ年計画

である「学校耐震化方策及び今後の学校適正配置方針」にもと

に、５つの小・中学校の耐震補強工事を２カ年で実施中であり、

また、補強困難な常盤小と向陽中をそれぞれ統合することで準

備を進めており、これらの工事・統合が終了する H２４年度に
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は耐震化率 55％となる予定であること、更に、後は、10 カ年

の方針に基づき、最終年度である H３２年度年には耐震化率

100％を目指すことを、お答えしてございます。次、６頁では、

適正配置計画の取組状況についての、再質問があり、「統合時

期・場所が決まっていない残り３地区の小学校については、各

地区の児童数・学級数の推計を行い、課題等の検討を行うとと

もに、関係小学校長と意見交換・協議を実施しており、今後は

各ＰＴＡ役員や校区の町会役員との意見交換を実施予定で、議

会にも相談しながら、共通認識のもとに方向性を整理し、保護

者・地域の方々に説明を行っていく旨お答えいたしました。ま

た、７頁では、統合時期・場所が未定の３地区について、いつ

までに方向性を決めていくのかとの再々質問があり、教育長か

らは、統合校の開校に至るまでには、保護者・地域への説明、

統合推進協議会の設置、設計・工事期間等から、これまでも４

～５年程度は準備期間が必要なことから、今年度あるいは来年

度で一定の方向性を示せるように、鋭意取り組んでいく旨お答

えをしております。次は、８頁は、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、総務部所管の

「平和都市宣言」に関連して、黒枠で囲っている部分ですが、

関連して追悼式への「子ども代表参加」について教育委員会の

見解が求められましたことから、「学校教育においては、道徳

や社会科などの授業の中で、国際的な視野に立った平和と人類

の幸福について学習しておりますが、この追悼式への児童生徒

の参加につきましては、開催日程等から授業日と重複するため、

校長会やＰＴＡ連合会との協議や意見交換が必要と考えてい

る」旨お答えしております。次に、９頁からは、３点の教育行

政への質問があり、１点目は、公立高等学校配置計画について、

清水丘高校の１間口減についての道教委が言う削減理由は、１

間口減 に対する高等学校対策協議会及び市教委の見解のご質

問があり、記載のように、道教委の説明内容と対策協議会の中

で、出された意見をお答えし、また、これらの意見を踏まえ、

市教委として、道教委主催の「地域別検討協議会」において、

「対策協議会」での意見を紹介したうえで、本市として、清水

丘高校の１間口の削減は納得できないことと、更に 10 頁に記

載のように、４点の意見・要望を行った旨、お答えさせていた

だきました。また、２回目としては、道教委が言う削減理由は
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納得できない、教育委員会として、学校、地域住民、保護者、

ＰＴＡ等の動きを踏まえ、道教などの働きかけを強化すべきと

のご質問に対しては過去の経緯等も説明しながら、道教委には、

「地域別検討協議会」の席上、計画案の撤回に加え、教員数の

充実による学習環境や教育水準の維持向上を図る方策などを強

く要望した旨、お答えいたしました。また、３回目として、道

教委主催の「地域別検討協議会」のあり方についての教育長の

見解を求められたところであり、教育長からは、１１頁にある

ように、高校適正配置については、平成１８年度に策定された

「新たな高校教育に関する指針」に沿っているため、「地域別

検討協議会」についても、なかなか地元の意見・要望が反映さ

れない内容となっており、違和感を持っており、今回は、中学

校卒業者に見合う学級の維持という機械的な学級減や高校の再

編によって、真に、教育水準の維持向上が図られたのか、時代

の変化を踏まえ、十分検証し、評価する中で指針の見直しを検

討すべきとの要望を、強く申し上げた旨お答えさせていただい

ております。次に、１２頁ですが、２点目として、教科書採択

について、小学校教科書採択がどのように行われたか、また、

採択についての見解は、今回の採択により５教科で出版社が変

更となったが、その理由はの２点の質問がありました。教科書

採択については、「教科用図書選定委員会」を立ち上げ、検定

済の全ての教科書はもちろん、教科書発行会社の編集趣意書な

どの採択参考資料を十分調査・研究し、採択にあたっては、「全

国学力テスト」や「本市独自の標準学力調査」の結果を踏まえ、

本市の小学生が抱える課題にどう対応できるかという点、また、

教科書発行者の継続性や地域情報の掲載の程度、更には、全国

での教科書採用状況などを総合的に検討し採択したもので、本

市児童にふさわしい教科用図書を採択できた旨お答えしてござ

います。また、出版社の変更理由については、代表的な国語と

算数の例でお答えさせていただきました。次に、２回目として

は、来年度、中学校教科書の採択にかかわる基本的な考え方に

ついて、ご質問があり、１３頁にいきますが、新たな学習指導

要領の趣旨を踏まえながら、選定作業を実施するが、本年度同

様に「全国学力テスト」や「本市独自の標準学力調査」の結果

における課題や、小学校教科書との連携など、様々な観点から

十分検討したい旨、お答えをしております。次に、１４頁であ
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りますが、３点目に「学力テスト結果について」質問があり、

まず、「希望調査の参加について」は、全国学力学習調査の主

の目的は、全国的な義務教育の機会均等と学力水準の維持向上

に係る調査であり、全国や地域的な学力の状況把握については、

抽出方式で可能でありますが、一方では、学力状況を全国との

対比するなど、全国的な統一調査を活用し、その状況等を把握

することも一方で重要であり、これら状況に即した適切な授業

改善や指導計画等の修正を実施する上では、今後においても、

道で経費を負担していただけるなら、調査への参加については、

継続をしていきたい旨お答えしてます。次に、道教委の「巡回

指導教員事業への参加」については、この事業は、管内２名程

度の派遣で、特に、若手教員が多い学校を対象に、指導力のあ

るベテラン教員を派遣するものでございまして、本市の場合、

各学校の年齢構成が整っていることや教育研究所など教員の指

導向上に関わる関係施設が充足されているなどから、この事業

への参加は、当面、考えてはいない旨お答えをしてございます。

次に、１５頁は、市政・創造２１の青山議員からのご質問であ

りますが、企画・財政部所管の公共施設跡地利用計画について、

ご覧の黒枠のように、「全国他市では、既存校舎などを、研修

施設等に転用した事例の取り組み内容について」の関連質問が

ありましたことから、最後１６頁にありますように、文部科学

省の調査事例や、活用の仕組みの取り組み内容をお答えさせて

いただきました。また、本市では、現在、全庁的に公共施設跡

地利用計画の策定に向け検討中であり、教育委員会としても、

スポーツ振興の観点から、体育館・グラウンドの有効活用を「ス

ポーツ振興計画」に盛り込むべき検討を進めており、今後も、

他自治体の活用策の実態などを調査しながら、再活用について

さらに検討を行っていく旨お答えさせていただきました。以上

が、第３回定例会におきます、主な内容につきまして、説明を

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）
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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号室蘭市教育員会１０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 それでは、はじめに、学校教育課にかかわる行事予定につい

てご説明いたします。市内の小学校で学芸会が行われます。１

０月２日、白鳥台小学校からはじまりまして、１０月３０日八

丁平小学校となっております。各校とも土日に行われます。喜

門岱小学校につきましては、１１月１３日土曜日に行われます。

次に来年４月に小学校へ入学する児童を対象といたしました、

就学時健康診断が実施されます。陣屋小学校につきましては、

本輪西小学校と合同で、喜門岱小学校につきましては、本室蘭

小学校と合同で実施されることとなっております。現在のとこ

ろ陣屋小学校の入学予定児童はいない見込みでございまして、

総入学予定者は平成２３年度６８９名の予定となっております。

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。最初に社会教育の関係ですが、８日に第４

回室蘭市社会教育員の会定例会が開催されます。次に、男女平

等参画推進ですが、１６日と３０日に男女共生セミナーが行わ

れます。後期のテーマとしましては、地域と安全ということで

考えております。続きまして、女性センターですが女性センタ

ー第４０回作品展示会が行われます。女性センターで活躍する

サークル・団体の作品展とバザーが開催されます。続きまして

文化振興でございますが、１０月につきましても市民文化祭と

いたしまして陶芸や民謡など各文化団体が様々な催しを行うこ

ととなっております。続きまして、市民美術館でございますが、

１７日まで市民美術館開館２周年としまして胆振彫刻家七人展

を開催しております。続きまして、青少年科学館でございます

が８日から１１日まで盆栽展を開催しております。続きまして、

民俗資料館でございますが、２４日にとんてん館寺子屋教室を

開催いたします。図書館でございますが、１日と１７日英語の

おはなし会が開催されます。次に、港の文学館でございますが

今月いっぱい齋藤脩吾文庫展が開催されます。最後に、スポー

ツでございますが１１日に市民健康マラソンが開催されること

となっております。以上でございます。
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田中青少年課長 続きまして、青少年課に係ります行事予定についてご説明申

し上げます。２４日に常盤小学校の体育館におきまして、第２

１回室蘭市子どもミニバレーボール大会が開催されます。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、ご質問等は、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。説

明をお願いします。

堀総務課長 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、

６件でございます。最初に、９月１日旭ヶ丘小学校ＰＴＡ会長

様より、芝刈機 1台金額にいたしますと９万７千８００円相当

のご寄附がございました。このご寄附は、旭ヶ丘小学校におい

て緑地整備に活用させていただきます。次に９月１６日喜門岱

小学校の卒業生である樫林巌様、斉藤ユリ様、及びご子息の清

範様より樹脂製カーバーボックスに入った漆塗看板1 式 金

額にいたしますと５０万円相当のご寄附がございました。この

ご寄付は、これまで傷みが生じていた看板に代えて、新しい校

名看板として活用させていただきます。次に９月２１日に財団

法人日本公衆電話会室蘭部会長様より、子ども手帳７６０冊

金額にいたしますと１１万 4千円のご寄附がございました。こ

のご寄付は、児童の安全啓発に活用させていただきます。次に、

池田みどり様より、絵鞆臨海公園のプロビデンス号記念碑など

を作られた室蘭ゆかりの作家である故池田譲氏の遺作の彫刻作

品 1基金額にいたしますと、２２０万円のご寄附がございまし

た。この作品は、市民美術館正面に展示しておりまして、文化

振興のために活用させていただきます。次に、９月１４日にふ

くろうの会代表様より、読書普及のため、図書１６冊、金額に

いたしまして、１０万円相当のご寄附がございました。このご
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寄附は、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。次に、９月１６日に北海道宅地建物

取引業協会室蘭支部長様より、１０万円分の図書カードのご寄

附がございました。このご寄附は児童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、ご質問等は、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。

矢元生涯学習課主幹

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、芸術文化の分野においてその功績が特に顕

著でかつ本市の誇りとなる業績をあげたものに対する芸術文化

特別賞の表彰者をお示ししてございます。

室蘭市芸術文化功労賞の柄沢優子さんは、昭和２１年に華道

家元池坊に入門し、平成１４年から平成２１年まで池坊室蘭支

部長を務められ、昭和５５年から室蘭清水丘高等学校茶華道部

の講師を務めるなど、本市の若い世代に対しても日本文化の普

及に貢献されております。

次に、室蘭市芸術文化特別賞の室蘭ジャズクルーズ実行委員

会は、平成１３年から今年度まで毎年計１０回の室蘭ジャズク

ルーズを開催し、同イベントを全国からも注目される規模や質

に発展させ１０年間継続し、その結果音楽活動を通した室蘭の

知名度向上や活性化に貢献されました。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、ご質問等は、ありませんか。

（なし）
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西里委員長 それでは、報告第４号は終了します。次は、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。

矢元生涯学習課主幹

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。

山本義一さんは、昭和５５年から現在まで、室蘭市民俗資料

館にて餅つき、しめ縄づくり、鍛冶体験の講師をボランティア

として務めるほか、市内の小学校、幼稚園でも縄ないを指導す

るなど、長年、本市の各所において、幅広い年齢層の市民を対

象に生活文化の伝承・普及に貢献されております。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、ご質問等は、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。次は、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。

巻生涯学習課主幹 報告第６号、室蘭市スポーツ表彰の件につきましてご報告い

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２２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。小倉勝

郎さんは、昭和５６年から平成１８年まで室蘭アマチュアボク

シング協会の副会長、平成５年から平成１９年までは室蘭市体

育協会の評議員として尽力されております。また平成１６年か

ら現在まで室蘭市スポーツ振興審議会会長として本市のスポー
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ツ振興に貢献されております。

続きまして、木村岩蔵さんは、昭和３６年から平成９年まで

競歩選手として活躍し、現在は後進の指導に尽力しており、平

成元年から現在まで室蘭地方陸上競技協会理事、監事を歴任し

同協会の発展に貢献されております。

続きまして、長戸輝雄さんは、昭和３５年から現在まで室蘭

地区バスケットボール協会の役員、理事長、副会長、顧問を歴

任し、平成１１年から平成１８年までは室蘭市体育協会の理事

として貢献されておりました。現在はジュニアスポーツ教室バ

スケット指導者として後進の指導に尽力されております。

続きまして、松田清さんは、昭和５０年から室蘭相撲連盟の

役員を歴任し、現在は理事長として同連盟の発展に尽力されて

おります。また室蘭市体育協会の理事として、本市のスポーツ

振興に貢献されております。

続きまして、スポーツ賞の６名の方でございます。

亀田菜月さんは、登別明日中等教育学校の３年で、水泳部に

所属し、３月２７日から３０日に東京都で開催された、第３２

回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会の女

子バタフライ１３から１４歳で準優勝されております。

続きまして、近藤かんなさんは、登別明日中等教育学校の４

年で、平成２１年３月２７日から２９日に静岡県で開催された、

第１７回 YMFS セーリング・チャレンジカップ in 浜名湖のミニ

ホッパー級女子の部で優勝しております。

続きまして、千田春菜さんは、室蘭市立蘭東中学校２年で、

３月２５日から３月２８日に静岡県で開催された、第１８回

YMFS セーリング・チャレンジカップ in 浜名湖のミニホッパー

級女子の部で優勝しております。

続きまして、福田章央さんは、室蘭工業高等学校に勤務して

おり、５月３日から５日に兵庫県で開催された、第３２回アマ

チュアボクシング選手権大会のミドル級で優勝しております。

続きまして、吉岡翔さんは、室蘭大谷高等学校の３年で、２

月１４日に千葉県で開催された、第４５回千葉国際クロスカン

トリー大会のジュニア男子４キロで優勝しております。

続きまして、渡部真央さんは、室蘭市立八丁平小学校２年で、

８月１日に東京都で開催された、空手国際大会第７回マス大山

メモリアルカップの小学２年の部で準優勝しております。
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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、ご質問等は、ありませんか。

谷藤委員 スポーツ賞の近藤かんなさんは、本来であれば去年の表彰に

なるのではないでしょうか。

佐藤教育部長 去年の表彰からもれておりまして、今回の表彰となりました。

申し訳ありません。

西里委員長 ほかにありませんか。それでは、報告第６号は終了します。

次は、日程第１１報告第７号室蘭市青少年表彰及び青少年育成

者表彰の件を議題といたします。説明をお願いします。

田中青少年課長 報告第７号室蘭市青少年表彰及び青少年育成者表彰の件に

ついてご説明申し上げます。報告第７号別紙を参考に願います。

本件は、室蘭市青少年表彰及び青少年育成者表彰要綱に基づき

表彰を行うものでございまして、広く青少年の模範となる行い

を表彰して、青少年の誇りと自信を深めるとともに、青少年の

健全育成活動に対する献身的な行いを表彰して青少年活動及び

育成意識の高揚を図ることにございます。平成２２年度につき

ましては、市内の青少年団体、文化・スポーツ団体、各企業等

に推薦をお願いいたしましたところ、対象者といたしまして、

青少年団体活動者が９名、優良勤労青少年表彰が４名、青少年

育成者表彰が８名、合計２１名のご推薦がございました。９月

２９日に開催いたしました、室蘭市青少年問題協議会健全育成

部会におきまして、審議され、２１名全員の方について表彰の

決定をいただきました。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、ご質問等は、ありませんか。

（なし）

黒光委員 子ども会の活動年数が４年とありますが、どのような活動を



15

しているのでしょうか。

田中青少年課長 各子ども会において、それぞれリーダーとして活動されてい

ますが、リーダーになる場合に初級リーダーあるいは中級リー

ダーなどの研修を受けていただきまして、その後それぞれの地

域で活動しております。地域のほかにも市内に１０の地区があ

りまして、地区ごとの活動にも幅広く参加しております。

黒光委員 室蘭市の全ての地区で活動されているのでしょうか。

田中青少年課長 ございます。

黒光委員 寿町でそのような活動をしているというのは知りませんでし

た。

山田委員 地区によって違いがあり、活発に活動されている地区もあり

ます。寿町は、蘭東地区になります。

黒光委員 昨年の表彰の方も母恋の方面だったように思いますが。

山田委員 まずは推薦という形をとりますので、活発なところとそうで

はないところがどうしても出てしまいます。

黒光委員 やはり、大人がしっかり指導しているということも関係ある

のでしょうか。

山田委員 そうです、母恋・御崎の蘭中地区ですね。

芝垣委員 育成者表彰の方も、蘭中が多いですね。

西里委員長 ほかにありませんか。なければ、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１０回室蘭

市教育委員会定例会を閉会いたします。
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