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平成２３年第１０回室蘭市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２３年９月３０日（金）

開会 午後６時００分

閉会 午後６時４５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 室蘭市スポーツ表彰の件

第１０ 報告第６号 室蘭市青少年及び青少年育成者表彰の件

第１１ 議案第１号 室蘭市教育委員会事務局職員等の人事発令の件

第１２ 議案第２号 室蘭市立学校管理規則中一部改正の件

第１３ 議案第３号 室蘭市スポーツ推進審議会委員の委嘱の件
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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 堀教育部長 酒井教育指導参事 山本総務課長 佐藤総務課主

幹［学校施設・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 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] 山下生涯学習課主幹[図書館] 一戸生涯学習課主幹[読書

活動推進] 高木青少年課長 佐々木青少年課主幹 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２３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、芝垣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

２３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２３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。何か提案はございますか。

谷藤委員 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、御異議ありません

か。

（全員異議なし）

西里委員長 御異議なしと認め、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。

谷藤委員 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



4

里が指名推薦されましたが、御異議ありませんか。

（全員異議なし）

西里委員長 御異議なしと認め、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、精一杯勤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。

堀教育部長 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。９月

市議会定例会は、５日から２７日まで会期２３日間で開

催され、一般質問１１人中７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。それでは、各議員の質

問要旨にそって簡潔に説明をさせていただきますので、

後ほど、答弁要旨をご覧いただければと思います。最初

は、公明党室蘭市議会の柏木議員からの質問であります。

１項から２項では、第三期適正配置計画３地区の学校統

合の進捗状況と児童の安全対策に向けた地域との連携な

ど、３項から５項では、スクール児童館の利用児童に対

するバス運行の考え、中学校での武道必修化に向けた整
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備状況と課題などの質問があったところでございます。

次は、市政創造の岡田議員からの質問であります。６項

から８項までは、防災教育への取り組みや有事における

連絡体制と登下校時の対応、スポーツ都市宣言の意義と

関連施設の老朽化、再質問として１０項の学校への緊急

地震速報受信機の設置や１１項のスポーツ振興計画の策

定などの質問があったところでございます。次に、日本

共産党室蘭市議団の田村議員からの質問であります。高

平小学校付近の幼稚園児の死亡事項を受けて、事故原因

や地元からの要望内容及び再発防止に向けた決意などの

質問があったところです。次に、市民ネット・むろらん

の児玉議員からの質問であります。１８項から２１項で

は、緊急時における保護者や子供を守るパトロール隊へ

の連絡体制など、２２項から２４項では、港北・本輪西

地区の学校統合に向けた提言や小中一貫校についての考

え方、２５項から２９項では学力向上の様々な取組とな

ってございます。次は、日本共産党室蘭市議団の常盤井

議員からの質問であります。子供の貧困の現状から就学

援助制度の拡大、スクール児童館及び児童クラブの法的

根拠などの質問があったところです。最後は、市民ネッ

ト・むろらん の小田中議員からの質問であります。３

８項から３９項では、白鳥大橋パークゴルフ場の増設に

向けた港湾会計からの土地取得の考え、４０項から４１

項では、ふるさと教育の現状と小学生を対象としたクル

ージング船を活用した外海の遊覧などの質問があったと

ころでございます。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 学校統廃合についてですが、先日ＰＴＡ連合会の交流会

があり、約８０名の各学校の役員が参加をされ、いろい

ろなテーマに基づいてお話をしました。その中でも統合

に関しましてはこれから向かえる絵鞆地区や本輪西地区

のＰＴＡの方から協議会のメンバー構成で就学前の父兄

も入れたらどうかというご意見がありました。今までの
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協議会のメンバーはＰＴＡの役員や町会の役員で地域の

方という事でしたが、就学をする前の父兄の方も入れて

これから学校に入る父兄の方のご意見も聞いたらどうか

という話もありました。また高平小学校での幼稚園児の

交通事故の件についても話題が出まして、来年以降各小

学校で運動会が開かれる際に、各学校の駐車の関係でそ

れぞれ問題になっているかと思いますが、ある学校では

子どもたちも通学に歩いて行っているので運動会等では

大人は車を使用せずに歩いて行ってはどうかという意見

もありました。各小学校のＰＴＡを通じて今回の事故を

踏まえて来年の運動会などの交通安全についても話し合

っていったらどうかという意見も出ましたのでお伝えし

ます。

堀教育部長 交通事故の件につきましては、教育長より校長会で事故

防止に努めるよう注意喚起をいたしました。９月に幼稚

園児の運動会が開催されるとの事もありましたので幼稚

園協会の事務局を通しまして、事故防止のため交通指導

員を設置していただきたい旨お願をいたしました。

山田委員 また、今言われました大人も歩いて運動会等に行くとい

うのは荷物等の問題もあるので現実的には難しく、学校

側では誘導員を設置する等して対応をしております。今

後幼稚園側もそういった対応を検討しているとの事です。

また、統合の関係ですが、港南中央地区の小学校の統合

の際にそういった質問も出ました。協議会という形には

なりませんが、たとえば清泉幼稚園に対して既に２回ほ

ど進捗状況を含めてお話をするような機会は設けていま

す。また保育所に対しても毎年保護者に対して説明はし

ております。あとは教育委員会だよりを発行しておりそ

れを配る等の対応はしております。今後本輪西地区につ

いては、１１月の本輪西小学校開校１３０周年記念式典

終了後に具体的に入るので、情報を提供できる仕組みを

考えていきたいと考えております。

谷藤委員 防災についてですが、先日の台風の際に各学校 1時間程
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度登校を遅らせるの等の対応をしておりましたが、その

前の台風のときにたまたま登別市の幼稚園の園長と会う

機会がありまして、その時は登別市も 1 時間遅れて登校

していました。幼稚園もそのように対応しているのか聞

いたところ、幼稚園は教育委員会からはそういう連絡は

なく各園での判断となる。という事を言ってました。そ

の園長も小学校に通っているお兄ちゃんと幼稚園に通っ

ている弟や妹の関係の中で上の子は学校から通達が来る

が、幼稚園は自己の判断。それがちょっと親に対して腐

心があるということもいってらっしゃって、教育委員会

としては幼稚園は範囲ではないと言うかもしれないがそ

の辺はうまく連携できないのでしょうか。

松村学校教育課長 協会を通じて全ての私立幼稚園につきましては市立学校

ではこういう対応を取っているという事で教育委員会か

らお知らせはしております。それを受けて一緒に対応し

て下さいという事は言えませんが参考にして下さいとい

う事でお知らせしております。

西里委員長 ほかに、ありませんか。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１

０月行事予定の件を議題といたします。説明をお願いい

たします。

山本総務課長 報告第２号室蘭市教育委員会１０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。２日から１１月１９日にかけま

して、各小学校におきまして、学芸会を開催いたします。

次の、生涯学習課の「男女平等参画推進」では、８日（土）

に「Ｈ２３年度室蘭市男女共生セミナー」を開催いたし

ます。次の、「市民美術館」では、８日から１６日にかけ

まして、ぐるっと美術館―北海道立近代美術コレクショ

ンによる北海道美術の精華４０選が市民美術館で開催さ

れます。次のページの、スポーツでは、３０日（日）に、

秋のノルディックウォーキング講座を中島講演で開催い
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たします。次の、図書館では、１４～１６日にかけまし

て、ぷらっと・てついち１０周年記念ふくろう文庫特別

展を、輪西ぷらっと・てついちで開催いたします。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。

（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。

山本総務課長 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、ご説明申し上げます。次のページの報告第３号別紙

寄附採納状況報告書をご覧願います。寄附採納につきま

しては、１件でございまして、９月１４日に、ふくろう

の会代表様より、図書７冊、金額にいたしまして、５７，

５００円相当のご寄附がございました。このご寄附は、

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。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、多年にわたり芸術文化の振興発展に

貢献し、その功績が顕著な個人又は団体に対し表彰する

もので、今年はお二人を室蘭市芸術文化表彰規則第 2条
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第１項第１号に基づき、表彰者として１１月３日の文化

の日に表彰したいと考えてございます。次のページの報

告第４号別紙をご覧ください。最初は、大堀和雪さんで

すが、本市のかな書道の普及、発展にご尽力をされ室蘭

文化連盟の功労賞を受賞し、室蘭文化連盟常任理事等の

要職を務め、後進の育成や文化を通じた国際交流、経済

団体との連携などにも貢献しておりますので、この度、

文化連盟からの推薦も受けまして表彰者となったもので

ございます。次に、金谷一雄さんは、昭和５６年からこ

れまで室蘭文化連盟常任理事や副会長を歴任され、副会

長在任も１０年間となり、その間「室蘭開港１３０年・

市制施行８０年記念事業日本フィルハーモニー交響楽団

室蘭特別演奏会」など数多くの事業に携わり成功に導い

ております。これらのことから、この度、表彰者となっ

たものでございます。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。

（なし）

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。

高屋生涯学習課主幹 報告第５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５号別紙に、平成２３

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

ございますのでご覧ください。はじめに、スポーツ功労

賞の２名でございます。功労賞は、多年にわたりスポー

ツの振興発展に貢献し、その功績が特に顕著な個人また

は団体を表彰するものでございます。森田肇さんは、昭

和３７年から現在まで室蘭体操連盟の理事、理事長、副
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会長を歴任し、昭和３３年から北海道体操連盟の理事、

参与を務めるなど体操競技の振興に多大な貢献をされて

おります。続きまして、道三英治さんは、昭和４４年か

ら現在まで室蘭蹴球協会常任理事、室蘭サッカー協

会会長などのほか多くのサッカー関係の重職を歴任

し、昭和４５年から平成元年までは、北海道サッカ

ー協会理事を務めるなど、サッカーの普及発展に大

きく貢献されています。続きまして、スポーツ賞の３

名でございます。スポーツ賞は、スポーツの分野におい

て輝かしい活躍をした個人または団体を表彰するもので、

全国大会規模の大会で優勝または準優勝した方が対象と

なっています。伊藤和也さんは、全日本マスターズアー

ムレスリング選手権大会で優勝し、最優秀選手にも選ば

れております。続きまして、福田章央さんは、全日本ア

マチュアボクシング選手権大会のミドル級で準優勝して

おります。続きまして、荒谷房之介さんは千葉国際クロ

スカントリー大会のジュニア男子４０００ｍで準優勝し

ております。続きまして、スポーツ奨励賞でございます。

スポーツ奨励賞は、スポーツの分野において奨励するの

にふさわしい活躍をした個人または団体を表彰するもの

で、全国大会規模の大会で３位入賞した方が対象となっ

ています。松苗幸希さんは、昨年開催された国民体育大

会「ゆめ半島千葉国体」の成年女子シーホッパー級で３

位入賞しております。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５号は、終了します。次は、日程第１

０報告第６号室蘭市青少年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。
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高木青少年課長 報告第６号室蘭市青少年及び青少年育成者表彰につい

てご説明いたします。報告第６号別紙をご参照願います。

本件は、室蘭市青少年及び青少年育成者表彰規則に基づ

きまして、表彰するものでございます。はじめに、青少

年善行者表彰の受賞者について、ご説明いたします。青

少年善行者表彰は、勇気ある行為、継続的に奉仕活動な

どを行った他の青少年の模範となる方を表彰するもので

ございます。和田将大さんは、中学入学以来、広報・ま

ち「ピカ」活動・記念誌編集などの町会活動に活躍して

いることにより、東楽山町会から推薦されています。次

に、青少年団体活動者表彰の受賞者５名について、ご説

明いたします。青少年団体活動者表彰は、青少年団体に

所属し、３年以上の活発な活動を行った方を表彰するも

のでございます。神風雅さんは、ボーイスカウト活動に

積極的に参加し、日本ジャンボリーに派遣されたことに

より、ボーイスカウト胆振地区委員会から推薦されてい

ます。磯嶋聖夏さんは、スポーツ少年団のリーダー養成

講習会等に積極的に参加し、他の団員の模範となってい

ることにより、室蘭市スポーツ少年団から推薦されてい

ます。西田宏太さん、山内菜奈さん、時田彰さんは、地

区子ども会、単位子ども会のリーダーとして活発に活動

され、他の会員の模範となっていることから、室蘭市青

少年健全育成推進協議会から推薦いただいております。

次に、優良勤労青少年表彰の受賞者６名についてご説明

いたします。優良勤労青少年表彰は、職場において職務

に精励し、地域社会への奉仕など、勤務年数が３年以上

の方を対象に表彰するものでございます。小野純さん、

林慎太郎さん、八重樫淳希さん、高瀬健治さん、竹内航

志さん、中田裕介さんは、いずれの方も、職場で精度を

要求される、機械加工、溶接などに従事するとともに、

清掃活動などのボランティア活動を行うなど地域社会に

も貢献していることから、各々の勤務先から推薦いただ

いております。続きまして、青少年育成者表彰の受賞者

８名についてご説明いたします。青少年育成者表彰は、

青少年育成関係団体において、１５年以上にわたり青少

年の健全育成に貢献している方を対象に表彰するもので



12

ございます。はじめに、平山真人さんは、町会児童部長

として、東町地区を中心に活動されていることから、東

町中央町会から推薦いただいております。上山るみ子さ

ん、村田弘美さん、加藤俊子さん、小金沢ミツ子さん、

杉本雅幸さんは、いずれの方も、地区青健協の役員、子

どもを守る会等の活動に活躍され、青少年の健全育成に

貢献していることから、室蘭市青少年健全育成推進協議

会から推薦いただいております。米山達雄さんは、町会

少年愛護部部長として、地域の青少年の健全育成に貢献

しておりますことから、高砂緑ヶ丘町会から推薦いただ

いております。金丸良治さんは、室蘭警察署少年補導員

として委嘱を受け、非行防止活動に活躍されましたこと

から、室蘭警察署少年補導員連絡協議会から推薦をいた

だいております。なお、参考としまして、青少年及び青

少年育成者表彰規則を添付しておりますので、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。

谷藤委員 優良勤労青少年表彰についてですが、企業からの推薦と

いうことだと思いますが、どれくらいの規模の企業であ

るとかそういった基準はあるのでしょうか。

高木青少年課長 今回の推薦依頼した企業については新日本製鉄、日本製

鋼所、建設業協会、建築板金組合、電気工事協同組合、

商工会議所、青少年健全育成団体等広く町会の方にも推

薦依頼を出しております。企業の規模に関しては特に基

準はありません。

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議案第１号室蘭市教育委員会

事務局職員等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。

山本総務課長 議案第１号室蘭市教育委員会事務局職員等の人事発令
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の件につきまして、ご説明申し上げます。次のページ議

案第１号別紙をご覧願います。本日付けで、退職いたし

ます生涯学習課長の後任といたしまして、１０月１日付

けで、堀敏雄部長に、教育部生涯学習課長事務取扱とし

て、発令しようとするものでございます。ご審議、よろ

しくお願い申し上げます。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。

次は、日程第１２議案第２号室蘭市立学校管理規則中一

部改正の件を議題といたします。説明をお願いします。

松村学校教育課長 議案第２号室蘭市立学校管理規則中一部改正の件につ

いてご説明申し上げます。本件改正は、小中学校に勤務

してございます道費負担の事務職員である事務主幹の配

置の適正化を図るため、事務主幹を配置する学校の指定

に関して規定の整備を行うものであります。最初にこの

道費負担の事務職員ですが、各小中学校に 1 人ずつ配置

してございまして、現在２７の小中学校には１６人の事

務主幹を配置してございます。このような事務主幹の配

置の現状が、道の基準による配置数、配置校を大幅に上

回っていることから、道教委は市町村立の小学校及び中

学校の事務主幹の配置指定基準を定め、各市町村ごとに

１名、プラス小中学校が１０校を超えるごとに１名を加

算すること。学校規模等を勘案して中心的な役割を担っ

ている学校など、道教委と協議うえ、市町村が指定する

こととしております。改正の具体的な内容でございます
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が、議案第２号参考の新旧対照表をご覧ください。改正

後の規定では、事務主幹を配置する学校について、教育

長が定める旨明記したところであります。今後、室蘭市

は３校３名の命課となるものでありますので、今年度中

には道教委と協議のうえで、道教委の配置指定基準に基

づきまして、事務主幹の配置校３校指定し、来年度の人

事異動から、事務主幹を考慮した人事をおこなうことに

なりますが、今配置している１６人の事務主幹につきま

しては、当面暫定的な対応として、配置指定校以外にも

事務主幹を配置できることとしております。現在の事務

主幹が降格となることはなく、定年退職や市外への異動

などにより調整し、徐々に３名にしていく物でございま

す。道教委の目標といたしましては平成２８年４月から

３名の体制を目指すという考え方と聞いております。よ

ろしくご審議をお願いいたします。

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 実際に小中学校の事務職員が行っている仕事の内容はど

のような事なのでしょうか。

松村学校教育課長 財務的な学校予算の執行管理、学校備品の購入管理、教

職員の給与・旅費等の管理等の業務をしております。

西里委員長 市からも事務員を配置しており、合計学校に２人いるわ

けですね。

松村学校教育課長 小規模校には市からの事務員を配置しておらず、道費の

事務職員１名のみとなっております。

西里委員長 市からの職員は嘱託職員であると聞いたのですが。

山田委員 正職員と嘱託職員両方おります。

西里委員長 正職員はどの程度いるのでしょうか。
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山田委員 ４割程度となっております。

西里委員長 現金を扱う仕事を嘱託職員にさせるのはどうなのかと思

うのですが。

松村学校教育課長 直接に現金を扱うという事について今はほとんどありま

せん。給与も旅費も個人の口座に振り込まれる形となっ

ております。市で扱う給食費等も口座振替になっており

ます。

西里委員長 ほかにありませんか。

（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１３議案第３号室蘭市スポーツ推進審議会

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。

高屋生涯学習課主幹 議案第３号、室蘭市スポーツ推進審議会委員の委嘱の件

についてご説明いたします。議案第３号別紙をご覧いた

だきたいと存じます。審議会委員のうち、室蘭市小学校

長会の飯田治氏が人事異動、北海道高等学校長協会日胆

支部の継田昭博氏が退職により平成２３年３月３１日付

けで退任したことに伴いまして、室蘭市小学校長会から

推薦の傳法満氏、北海道高等学校長協会日胆支部から推

薦の駒木貞氏に委嘱するものでございます。委嘱期間は

平成２３年９月３０日から残任期間の平成２４年７月３

日までとなっております。よろしくご審議をお願いいた

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。

（なし）

西里委員長 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。

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２３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 山 本 一 弘


