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平成２７年第１０回東近江市教育委員会（定例会）会議録

日 時 平成２７年１０月２２日（木） 午後２時００分 開会

場 所 市役所東庁舎 東Ａ会議室

出席者 教育委員長 坂田 正幸 委員長職務代理者 谷川 裕一

教育委員 辻 京子 教育委員 賀川 昌明

教育長 市川 純代 教育部長 中谷 逸朗

こども未来部長 藤田 善久 教育部次長 稲本 正行

管理監（生涯学習担当） 清水 保 管理監（国体担当） 石井 義伸

学校教育課長 宮居 伝 教育総務課長 大辻 利幸

歴史文化振興課長 上川 喜久 歴史文化振興課博物館担当課長 徳田 嘉治

学校施設課長 藤田 孝司 学校給食センター所長 辻 平

こども未来部管理監 藤原 真弓 教育研究所長 中野 正堂

幼児施設課長 三上 俊昭 図書館長 松野 勝治

事務局（教育総務係長） 青木 幸市

以上２１名

事務局 開会

委員長 皆様こんにちは。教育委員会定例会を開催しましたところ、お忙しい中お集まりいた

だきましてありがとうございます。秋晴れの穏やかな日が続いていますが、朝夕はめっ

きり冷え込んできました。マスクをする方を見かけるようになりましたが、皆様も体調

には十分に気を付けていただければと思います。

幼稚園・保育園等や各地区での運動会が終わりまして、中学校では文化祭が開催され

ています。スポーツの秋から芸術の秋へと移りつつあると感じています。このような機

会にスポーツや文化活動を始めたり、観戦・鑑賞するなど、多くの方が関心を持ってい

ただけたらと思います。

委員の皆様には、１０月１５日の滋賀県都市教育委員会連絡協議会研修会にご参加い

ただきましてありがとうございました。意見交換会では、新教育委員会制度について、

１３市の取組状況や情報交換を行いました。また研修会では「学校をつくる」をテーマ

に堀川高校の奇跡を起こされた大谷大学の荒瀬先生から講演をいただきました。学力を

偏差値だけで判断するのではなく、知識や技能はもちろんのこと、学ぶ意欲や自分で課

題を見つけ自ら学び主体的に判断、行動し、問題を解決する能力など生きる力から見て

いくことを実践されていました。学校や教員の努力がいかに大事かということも分かり

ました。本市においても、学力向上に力を入れているところでありますので、今後この

様な取組を参考にしたいと思います。

それでは、平成２７年第１０回教育委員会定例会を開催いたします。最初に会議録の

承認ですが、第９回定例会の会議録が事務局からあらかじめ配布され確認いただいてい
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各委員

委員長

教育長

ると思います。会議録の内容についてご異議はございませんか。

― 異議なし ―

それでは、第９回定例会の議事録は承認いただきました。後ほど、谷川委員と賀川委

員にご署名をお願いします。なお、今回の定例会の議事録署名は賀川委員と辻委員を指

名させていただきます。

それでは、「１ 報告」をお願いします。教育長から報告をお願いします。

お忙しい中、教育委員会定例会にお集まりいただきましてありがとうございます。１

０月１５日には、委員の皆様には滋賀県都市教育委員会連絡協議会研修会にご出席いた

だきありがとうございました。講演の中で「当たり前のことを当たり前にできる学校を

目指す」、「学校を真に人格形成の場としていきたい」という講師の言葉が非常に印象

に残っています。１１月の校長会議においても、この言葉を伝えたいと思っています。

１０月２０日には、玉緒小学校体育館・プール改築工事の安全祈願祭及び起工式を行

いました。現在、建設予定地において、史跡の発掘作業を行っていますが、担当課は工

事着工が遅れることを懸念しています。来夏には、子ども達に１回でも新しいプールを

利用させたいという思いが学校、教育委員会にありますので、工事関係者と有効な方策

を模索している状況です。しかし、遺跡は大事なものですので、今後の状況を見守って

いきたいと思います。

１０月１７日には、テーバー町中学生友好親善使節団の帰国報告会を開催しました。

使節団に参加した１０名の生徒は、写真などを交えて自分たちが体験したことを報告し

ました。参加した生徒はそれぞれ中学校が違いますが、報告会が終わった後の様子は、

非常に連帯感があるように感じました。派遣前から本市のＡＬＴの支援により英会話の

勉強や、現地での生活の事前研修等も行い、帰国後は報告会があることを事前に伝えて

ありましたので、生徒自身の使節団としての意識が高まっていたと思います。今回の派

遣は６年ぶりとなりましたが、前回担当していた企画課からも、この様な生徒たちの積

極的な姿を見られたのは本当に良かったという意見もありました。派遣された中学校の

校長には、この子たちが体験したことを生かせる場面、取組を行って欲しいと伝えまし

た。

１０月８日からは、第２回目の人事訪問を実施しています。また、１０月２１日から

は、新人事評価制度に基づいた校長面談も実施しているところです。

今後の予定についてですが、１０月２５日には、第１１回東近江市美術展覧会の表彰

式を八日市文化芸術会館で行います。１０月２６日には、長谷川雅也画伯から、てんび

んの里文化学習センターで今春開催した日本画展で展示いただいた作品「脈動」を本市

に寄贈いただきます。１０月２９日・３０日には、近畿都市教育長会研究協議会が京都

府宮津市で開催されますので、参加する予定となっています。

１０月７日に校長会議を開催しました。直前の１０月５日にノーベル生理学医学賞に

大村智教授が、１０月６日にノーベル物理学賞に梶田隆章教授がそれぞれ受賞されたこ

ともあり、２人の記者会見の中で、印象に残った言葉を会議で伝えました。大村教授は

「何度も失敗したが、あきらめずにやってきた。１回成功すると忘れられない。その感



-3-

委員長

谷川委員長職

務代理者

学校教育課長

教育長

動を求めて再度挑戦する。」と話されていました。子どもたちの知的好奇心は非常に大

きく、成功体験があれば次もやれるという強い意志に繋がると思います。また、梶田教

授は「純粋な好奇心の連続で、追求し続けた結果がニュートリノの発見につながり、今

回の結果に結び付いた。」と話されました。好奇心を誘発されながらチャレンジしてい

くという２人の言葉は、教育の真髄を突いたものであると思いました。本市においても、

授業改善等を行っていますが、授業の持つ意味も見つめ直したいと強く感じました。

学力向上に関しては、全国学力・学習状況調査の検証改善委員会の報告が出ましたの

で、その結果について校長会議で担当から説明しました。検証結果を活用して各学校で

取り組むように伝えました。教育委員の皆様には、後ほど説明をいたします。

小中学校の運動会・体育大会は９月１９日までに全ての学校で終了しました。大阪府

八尾市の中学校の体育祭において、組体操で行った１０段ピラミッドが崩れ、生徒がケ

ガをしたという報道がありました。以前からピラミッドについては、危険性が指摘され、

段の高さを見直すように文部科学省からも通知が出ています。本市においては、無事に

終了したものの、子どもたちの体力や日々の運動から、どのような内容が適切かを来年

度に向けて検討するように伝えました。事故が起こらないから大丈夫という考えではな

く、八尾市の事故から学びたいと思います。

文部科学省の中央教育審議会分科会からの答申案に、「仮称学校インターンシップ」

を大学の教職課程に位置づけ、教育実習の単位の一部として認めるということが盛り込

まれました。大学のカリキュラムがどうなるか、受ける市町村の小中学校でどのように

対応するか、また、滋賀大学教職大学院の設置もありますので、文部科学省の動向には

注視していきます。以上です。

ありがとうございました。ただいまの報告についてご意見ご質問はございませんか。

全国の小中学校の組体操の件は、新聞記事に掲載されていましたが、市内の小中学校

の組体操でピラミッドを実施している学校はどれぐらいあるのでしょうか。

本市においても、小中学校の運動会・体育祭でピラミッドを実施しているところは多

くあります。しかし、ピラミッドの段数については、新聞記事にあるような極端に高い

段数では実施していません。また、塔については、最大３段塔程度で実施していると把

握しています。必ず、塔を支える教師を四方に配置して、安全対策を取るように指示を

しています。

ピラミッドは普通、俵積みのような形で行います。しかし、俵積みの後ろに、中腰に

なった生徒を配置し、上に乗るということで、段数を高くすることができます。この場

合、崩れた時に、中にいる生徒が逃げられないということになり、非常に危険です。市

内で実施しているピラミッドは一番高くても最大４段程度ですし、いざという時には逃

げられる形で実施しています。

新聞等で報道された学校は、過去に事故があったにも関わらず、その後も引き続きピ

ラミッドを行っていたことが問題となっていました。子どもたちのやりたいという意欲

が高いこと、完成時の達成感は相当なものになりますので、それを追い求めていた結果
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であったと思います。大阪市などいくつかの自治体では段数に制限を設けています。市

内で実施しているものについては、他の自治体の安全基準内に収まっていることを確認

しています。

ほかにご意見ご質問はよろしいですか。

― 意見・質問なし ―

次に教育部長から報告お願いします。

９月２７日に「ぶらっと五個荘まちあるき」「ぶらりまちかど美術館・博物館」が五個

荘金堂地区を中心に実行委員会により開催されました。まちあるきでは、教育長と私が

時代絵巻行列に参加しました。当日は天候に恵まれ、多くの方に来場いただきました。

事業の実施に関しては、安全対策マニュアルに基づき展開することで、無事終了するこ

とができました。

９月３０日には、人権ふれあい市民のつどいの第２回実行委員会が開催され、つどい

参加者の集計の報告、アンケート結果の報告等がありました。また来年度のつどいの開

催日程については、講師の調整が必要なことから、来年９月３日午後を軸に準備してい

くことを確認しました。

１０月１日には、五個荘竜田町の観峰館の新館オープンの式典に出席しました。オー

プニング記念展が「特別企画展 華麗なる清朝後期の書画ラストエンペラーの時代」と

題して新館に展示開催されました。今後も、民間博物館と公共博物館がコラボするなど、

東近江市の博物館を磨くべく事業展開を実施していきたいと考えています。

また、東近江市大森町に滋賀工場を置く「カナフレックス硬式野球部」が、創部２年

目で、第４１回社会人野球日本選手権大会に初出場することになりました。大会は、京

セラドームにおいて、１０月３０日午前１１時から試合開始の予定となっています。現

在応援参加者を募っており、スポーツ課が窓口となっておりますので、ご参加をよろし

くお願いします。

現在開催中の市政懇話会ですが、６会場が終了し、残り４会場となっています。自治

体連合会やまちづくり協議会の役員に参加いただいています。会議では、第１部で「ま

ち・ひと・しごと創生」に関して、東近江市の人口推移と将来推計、人口の将来展望、

長期ビジョンと総合戦略の全体像、基本目標、今後の構想について企画部より説明して

います。また、「東近江市の空き家対策」については総務部から説明しています。第２部

では、地域からの要望提案と意見交換を行っています。教育委員会に関連するものとし

ては、通学路の安全対策、学校運動場の芝生化、教育財産の管理、コミュニティセンタ

ーの今後等について、要望・提案をいただいているところです。特に、通学路の安全対

策についてはどの地域からも要望をいただいています。教育委員会としては、平成２７

年３月に策定した「東近江市通学路交通安全プログラム」に基づき、教育委員会、学校

関係者、道路関係者、警察と連携し、効果的な安全対策の検討・対策の実施により、児

童・生徒の安全確保に取り組んでいます。本日の委員会において、東近江市通学路安全

推進連絡会要綱の策定を提案します。また、本年度から通学路安全対策費用を教育総務
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課で予算化し、市の道路管理所管と協議し順次対策を講じています。また、学校運動場

の芝生化についてですが、現在小学校２校で実施しましたが、今後も広めていきたいと

考えています。基本的には学校、児童、保護者、地域、学校開放関係者との合意形成が

でき、維持管理の組織体制ができれば、順次芝生化を図っていきたいと考えています。

また、コミュニティセンターの今後については、生涯学習課が施設を所管し、まちづく

り協議会に指定管理をしている状況において、関係する「コミュニティセンター条例」

と「協働のまちづくり条例」の所管が生涯学習課とまちづくり協働課の二つに分かれて

いることに対して、勤務する職員に戸惑いがあると聞いています。コミュニティセンタ

ー館長会には、両担当課が出席し、会議を行っていますが、東近江市のまちづくり、生

涯学習の推進のために市の体制をはっきり示さなければならない時期に来ていると考え

ています。

１０月３０日の市議会臨時議会では、委任専決報告の教育部案件として、東近江ミニ

大凧コンテストの事故に関して、２名の負傷の内１名と示談が成立したので委任専決の

報告をいたします。また、１２月定例議会案件では、てんびんの里文化学習センター改

修に伴う条例改正、社会体育施設指定管理者指定を求める議決、補正予算案件を予定し

ております。

平成２８年度予算編成において、現在各課で見積もり作業を進めていますが、今年度

からの新たな取組として、事務事業の細事業単位に優先度Ａ～Ｅ及び義務的・臨時的経

費の設定を行い、これを１次経費と２次経費に分類し、各部に対して予算の枠配分を行

います。今後、予算の編成に関しては、部内各課で連携し、十分な調整を行います。

ありがとうございました。続いて、こども未来部長から報告お願いします。

教育委員の皆様に出席いただき、幼稚園、保育園、認定こども園での運動会を開催し

ました。今年は天候にも恵まれ、園児にとっては、思い出深い運動会となったことと思

います。特に、蒲生幼稚園では、最後の運動会ということで、保護者からは感動的なフ

ィナーレであったとの感想をいただきました。今後３年間は、統合などにより閉園を迎

える園がありますが、地域の方や卒園者にとっては様々な思いが去来することと思いま

す。閉園の最終年の事業については、園児だけでなく、地域の方や卒園された方々にも

思いを寄せたイベントとしたいと考えています。認定こども園については、大きな規模

での運動会開催となった園もあり、運営面で心配もいたしましたが、特に問題も無く無

事終えさせていただいたところです。

来年度の入所申込に関しては、１０月１日から２号、３号認定（従来の保育園）の受

付が始まり、１号認定（従来の幼稚園）についても１０月１９日から受付を開始いたし

ました。受付期間は今月末までとしており、来年度に向け２号、３号認定の入所定数は

一定増加を図っておりますが、待機児童の解消にはもう少し時間が必要と考えています。

１０月１７日には児童虐待防止キャンペーンの一貫として、琵琶湖一周オレンジリボ

ンたすきリレーが開催されました。児童虐待の通報・相談件数が過去最多となった状況

などがマスコミで大きく報じられていますが、多くの住民の皆さんに児童虐待防止に関

心を持っていただき、子どもたちを地域で守り育てていきたいと考えているところです。
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ありがとうございました。各部長から報告がありましたが、何かご意見ご質問はござ

いませんでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

では、続きまして「２ 議案」に移ります。最初に、議案第３１号「東近江市通学路

安全推進連絡会要綱の制定について」担当から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件につきましてご意見ご質問ありませんでしょうか。

通学路ということで、一番日常的に接することの多い保護者はどのような場で意見を

述べることができるのでしょうか。

通学路を決めるのは、保護者とＰＴＡが協議することになっています。通学路の危険

場所については、ＰＴＡ等から学校に報告を行い、学校が取りまとめて、教育委員会に

改善の要望を行うことになっています。そのような仕組みとなっていますので、保護者

の意見は反映できていると考えます。また、スクールガードからも通学の様子について

意見も聞いていますし、毎年実施している通学路点検については、学校のほかにスクー

ルガードにも立ち合いを行っていただいています。

保護者からの情報は把握しているということですが、最終的に通学路の安全対策を決

定する会議には、保護者は入っていなのはなぜでしょうか。

通学路安全推進連絡会では、道路管理者、警察、教育委員会が連携して、それぞれが

対応でする対策を考えます。保護者等からの様々な意見を聞いて対策を講じていきます。

通学路の安全対策については、できるだけ保護者等からの意見を反映するようにしたと

考えています。

通学路に指定されている道路について、危険個所がどこで、その場所が改善されてい

るのか、未整備となっている場所がどこなのか把握できていますか。

平成２４年から通学路点検を実施しておりますので、安全対策が可能な個所について

は、概ね対策を行っています。しかしながら、大規模な工事を伴う場合や、信号機の設

置等は、関係機関との協議等があります。改善が完了していない場所については、引き

続き関係機関に要望を行っていきます。

普段利用している道路が、通学路に指定されているか分かりませんので、通学路の安

全点検の結果と改善内容の把握が必要であると思います。
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辻委員

教育総務課長

辻委員

教育総務課長

辻委員

教育総務課長

教育部次長

委員長

各委員

委員長

各課担当課長

委員長

各委員

委員長

スクールガードについては、すべての地域で活動が行われているのでしょうか。

どこの地域においても、熱心にスクールガードの活動を行っていただいています。ス

クールガードの登録者数は、学校よって人数にばらつきはあります。学校によって、Ｐ

ＴＡの会員全員が登録されているところもあります。

スクールガードについては、事故などに備えて保険に加入しているのでしょうか。学

校に登録のない方についてはどのようになっていますか。

スクールガードに登録されている方については、市教育委員会で保険に加入していま

す。毎年４月に各学校から登録の報告をいただき、保険加入の手続きをしています。

スクールガードは、すべての方が学校に登録されているということでしょうか。

そのようになっています。

学校から報告のあった方については、すべて登録させていただいています。保護者全

員が登録されていて、人数が多い学校もありますし、ＰＴＡ役員だけが登録している学

校もあります。また、保護者でなく、地域の方も参加されている学校もあります。地域

の老人クラブや見守り隊が、通学路に立っていただいているケースもありますが、その

場合は学校へ報告していただき、保険に加入しています。

他にご意見ご質問はありませんか。よろしいでしょうか。それでは、議案第３１号に

つきましてはご承認いただけますでしょうか。

― 異議なし ―

それでは、議案第３１号については原案通り可決といたします。

議案は以上ですので、続きまして「３ 協議事項」に移ります。平成２７年度東近江

市教育委員会表彰については、前回の第９回教育委員会定例会にて協議をいただきまし

た。その後追加分については事務局から各委員に確認を行っていますが、改めまして前

回協議分以外の追加分について、各担当から説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

この件につきましてご意見ご質問はありませでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

よろしいでしょうか。では、平成２７年東近江市教育委員会表彰については説明の通

りご承認いただけますでしょうか。
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各委員

委員長

各課課長

委員長

辻委員

幼児施設課長

辻委員

幼児施設課長

谷川委員長職

務代理者

幼児施設課長

谷川委員長職

務代理者

辻委員

幼児施設課長

辻委員

― 意見・質問等なし ―

それでは、協議事項につきましては承認いたします。

続きまして「４ 報告事項」に移ります。「福祉教育こども常任委員会協議会報告事

項」について各担当から順に説明をお願いします。

― 資料により説明 ―

ありがとうございます。各課より報告がありましたが何かご意見ご質問はありません

でしょうか。

地域産木材を使用した椅子については、これから新しく整備する幼稚園・保育園等全

部で採用するのでしょうか。

国の補助事業として実施しますので、全ての園ではできないと思います。その中で、

０歳から２歳のクラスについては、導入していきたいと考えております。

普通の椅子よりも値段は高いのですか。

地域産木材は安くはありません。

椅子が思ったより重たいように思います。

納入業者と、もう少し軽いものにならないか試行錯誤しているところです。

行事等で園児が持ち運ぶにしては重いと思います。

自然の木材に触れることは良いことと思います。２歳以下の園児に天然木材の良さを

知ってもらうために、椅子がいいのか、それとも遊具がいいのかといった検討をする場

合に、専門家の意見等は聞いているのでしょうか。

備品の木材化については、椅子や机、備え付けのロッカー等で行えると考えています。

また、腰壁とかフローリング、教室の間仕切りの部分についても木材化は可能です。特

に木材化を優先する場所についての専門家の意見は聞いていませんが、先進的な幼児園

等を参考にするなどして、園児が親しみを持てるように考えています。東近江市の資源

を利用することは重要と考えますので、出来る限り採用したいと考えます。

２歳以下の園児は木質の椅子を利用し、それ以上になるとプラスチックやスチールの

椅子になるのはどうかと思います。椅子以外のところでも有効活用できればいいと思い

ます。
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教育部次長

教育長

辻委員

こども未来部

長

谷川委員長職

務代理者

幼児施設課長

賀川委員

幼児施設課長

賀川委員

こども未来部

管理監（幼児担

地元産木材の利用については、小学校での活用の話もありました。小学校のような大

きな建物で、まとまった地域産木材を利用することは難しいと考えます。机、椅子を全

校同時に木材化するのは不可能です。地元産の木材でどれだけの量が確保できるかが大

きな課題でありますので、今後関係者と協議をしながら、小中学校でも進めていければ

と思います。

担当部署から小学校の椅子を木材化できないかという提案がありました。例えば新１

年生の入学の段階で、どれだけの机・椅子を調達できるかというような調査を既に行っ

ているところです。また、八日市南小学校と箕作小学校の５・６年生の机と椅子は、滋

賀県産木材で出来ております。また、合併以前においても、山上小学校、愛東中学校で

も、地域産木材の利用が行われています。

間伐材は比較的軽いと思います、椅子は移動する場合も多いので、間伐材の利用はど

うでしょうか。

間伐材をそのまま利用するとすぐに木材が傷むので、圧縮する技術を用いて長持ちさ

せると聞いています。今回採用する木材は圧縮していますので、少し重くなっています。

木材の椅子を購入することは、決定したことでしょうか。

蒲生幼児園につきましては、補助金交付の内示が出ていますので、それに基づいて手

続きを進めているところです。新しく整備した幼児園については、０歳から２歳までは

基本的には木材椅子を導入していましたが、地域産材の利用までは行っていませんでし

た。既製品の木材椅子を購入した場合よりも、地域産材の活用は少し割高にはなります

が、その分を補助金の充当により利用を進めます。

（仮称）五個荘東幼児園の整備について、築山に３方向から入れる土管を計画してい

ますが、安全対策はどのように考えていますか。土管の中に入って出られなくなったこ

とや、土管の中に割れたガラスがあり、それで怪我をした等の報告が過去にありました。

特に入口が３方向となると、死角が発生するので安全対策が難しいと考えます。

東近江市内の幼児園において、３方向に入り口がある土管を配置した築山は存在しま

す。今まで事故は発生しておりません。先生方にしっかりと見守りをしていただきたい

と考えています。

非常に園児の冒険心を掻き立てる面白い遊具であると思いますが、事故についは、十

分に注意して欲しいと思います。

現在は、４歳から５歳のクラスだけですので、事故のリスクは低いのですが、幼児園

化によって低年齢児も使用することになりますので、年齢にあったものになるよう検討
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当）

賀川委員

教育長

委員長

幼児施設課長

委員長

谷川委員長職

務代理者

管理監（生涯学

習担当）

委員長

各課長

委員長

委員長

してきました。

単純に無くすではなく、安全対策を講じて、積極的に活用していければと思います。

以前は小学校でも多くの土管がありましたが、事件事故が多く発生したため、撤去す

る方向になりました。ただ、非常に面白い遊具でもありますので使用方法を考えていく

必要はあると思います。園児だけで自由時間に土管で遊ばせるのは危険ですし、閉園後

に誰かが侵入することも危険ですので、管理面はしっかりとして運用するべきだと思い

ます。

施設の管理面でのルールづくりの検討をお願いしたいと思います。

幼児園は地域密着の施設が多くありますので、自治会から日曜日の園の開放に関する

要望もあります。園庭開放ができるような設備になっていませんので、不特定多数の方

が利用するのは管理上難しいと考えます。

地域に根ざした幼児園の在り方を模索して頂ければと思います。

ミニ大凧コンテストによる事故対応についてですが、事故後の対応は問題無く行われ

ているのでしょうか。

２名の方が怪我をされましたが、事故後の対応についてはご理解いただいている状況

です。

他に無いようでしたら報告事項は以上になります。続きまして「５ その他」に移り

ます。各課から報告をお願いします。

学校教育課・・・学校教育課だより

生涯学習課・・・報告事項、ロビーコンサート

歴史文化振興課 博物館Ｇｒ・・・報告事項、「出張なんでも鑑定団ｉｎ東近江」

図書館・・・報告事項

幼児課・・・平成２８年度認定こども園・保育所・幼稚園・地域型保育入園のしおり

各課からの報告について、ご意見ご質問ございませんでしょうか。

１０月３日に幼稚園・保育園等の運動会があり、私は八日市保育園に訪問、その後地

元の幼稚園に訪問したのですが、幼児課職員も出席していました。この日は、１９園で

運動会が開催されており、１人が２園をかけ持ちで訪問する状況だと思います。幼児教

育の充実を図っている中で、幼児課を含めた教育委員会として、開会式に出席できる体

制を取るべきと考えます。管理職の負担も大きくなりますが、来年以降検討して頂けた

らと思います。
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こども未来部

管理監（幼児担

当）

委員長

各委員

委員長

各委員

委員長

事務局

委員長

現在はこども未来部で分担しながら、各園を訪問していますが、委員長の意見を持ち

帰り、検討したいと考えます。

他にご意見ご質問ございませんでしょうか。

― 意見・質問等なし ―

全ての議案、協議、報告が終了しました。全体を通してご意見・ご質問はありません

でしょうか。

― 質問等なし ―

なければ、次回の定例会については１１月２４日火曜日、東庁舎Ａ会議室で予定して

おりますのでよろしくお願いします。当日は、午後２時から社会教育委員との意見交換

会を予定しておりますので、その後、午後３時から第１１回教育委員会定例会の開催と

なりますのでよろしくお願いします。

また、１２月の教育委員会は、１２月２１日午後２時から、東庁舎Ａ会議室でよろし

くお願いします。それでは、最後に連絡事項よろしくお願いします。

― 当面の日程についての説明 ―

では、以上をもちまして平成２７年第１０回教育委員会定例会を終了させていただき

ます。本日は皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。

会議終了 午後３時５０分

会議録署名委員

会議録署名委員

委 員 長


