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平成２８年草加市教育委員会第１回臨時会 

 

                   平成２８年２月２２日（月）午後２時５分から 

                   草加市役所本庁舎西棟教育委員会会議室（４階） 

 

○議 題 

     第６号議案  平成２８年度当初県費負担教職員の人事異動について 

     第７号議案  教育に関する事務に係る議会提出議案の意見聴取について（平成 

            ２７年度草加市一般会計補正予算（第７号）） 

     第８号議案  教育に関する事務に係る議会提出議案の意見聴取について（市長 

            等の給与等に関する条例及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償 

            等に関する条例の一部を改正する条例の制定について） 

     第９号議案  草加市幼稚園・保育園・小学校・中学校連絡協議会設置要綱の一 

            部を改正する要綱の制定について 

     第１０号議案 第二次草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画の策定につ 

            いて 

     第１１号議案 草加っ子にこにこわくわくプラン（草加市乳幼児期保育・教育課 

            程）及び草加市小中学校教育課程指導資料（算数・数学）を定め 

            ることについて 

 

 

○出席者 

       教 育 長   髙  木  宏  幸 

       教育長職務代理者   村  田  悦  一 

       委 員   井  出  健治郎 

       委 員   小  澤  尚  久 

       委 員   加  藤  由  美 

       委 員   宇田川  久美子 
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○説明員 

       教育総務部長   今  井  規  雄 

       教育総務部副部長   青  木   裕 

       (兼)総務企画課長    

       学 務 課 長   川  﨑  淳一郎 

       指 導 課 長   三  浦  伸  治 

       子ども教育連携推進室長   嶋  田  弘  之 

 

○事務局 

       書    記   飯  野  光  政 

                山  岸   亮 

 

○傍聴人   ２人 



 

- 3 - 

 

 

午後２時５分 開会 

   ◎開会の宣言 

○髙木宏幸教育長 ただ今から、平成２８年教育委員会第１回臨時会を開催いたします。 

 

   ◎前回会議録の承認 

○髙木宏幸教育長 事務局から前回会議録の朗読をお願いいたします。 

前回会議録の朗読 

○髙木宏幸教育長 ただ今、事務局から前回会議録の朗読がありましたが、これにつきまして

ご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 

（「ありません」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 よろしければ、承認することとし、会議録への署名を行いたいと思います。 

教育長・委員の署名 

 

○髙木宏幸教育長 以上で前回会議録の承認を終了します。 

 

   ◎議案審議 

○髙木宏幸教育長 ただ今から、審議に入らせていただきます。本日の案件は、議案が６件と

なっております。 

 なお、委員さんの中で議題以外の教育全般に係るご質疑、ご意見等がございましたら、委員

会終了後に意見交換の時間を設けておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

   ◎第６号議案  平成２８年度当初県費負担教職員の人事異動について 

○髙木宏幸教育長 本日、付議されている第６号議案につきましては、人事に関わる事柄でご

ざいますので、秘密会としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 それでは、第６号議案につきましては秘密会とさせていただきます。説明

の方のみお残りいただき、傍聴の方並びに説明者以外は、ご退席をお願いいたします。 
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執行部退席 

 

（秘 密 会） 

 

執行部着席 

 

○髙木宏幸教育長 審議を再開いたします。審議結果について報告させていただきます。 

 第６号議案につきましては、審議の結果、可決となりました。 

 

   ◎第７号議案  教育に関する事務に係る議会提出議案の意見聴取について 

           （平成２７年度草加市一般会計補正予算（第７号）） 

   ◎第８号議案  教育に関する事務に係る議会提出議案の意見聴取について 

           （市長等の給与等に関する条例及び議会の議員の議員報酬及び 

           費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について） 

○髙木宏幸教育長 次に、第７号議案、第８号議案については関連しておりますので、一括し

て審議したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 それでは、異議がないようでございますので、第７号議案、第８号議案を

一括審議といたします。 

 それでは、青木教育総務部副部長より説明をさせます。 

○説明員 それではご説明を申し上げます。 

 提出いたしました２つの議案、いずれも市議会２月定例会への市長提出議案でございます。

市長から意見を求められましたので、教育委員会としての意見を取りまとめるものでございま

す。第７号及び第８号議案は、ともに教育長の期末手当の支給率の引き上げに係る内容である

ため、一括してご説明申し上げます。 

 この議案ですが、平成２７年度人事院勧告に鑑み、一般職の職員の期末勤勉手当の支給率の

引き上げに準じて、教育長の期末手当の支給率を引き上げるものでございます。 

 現在、期末手当は年間支給割合が４.１か月となっておりますが、０.１か月引き上げ、年間

４.２か月とするものでございます。 
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 なお、本年度の期末手当の支給割合につきましては、２月の支給を０.１か月引き上げて、

２.２２５か月とし、平成２８年度以降は、６月の支給及び１２月の支給を０.０５か月ずつ引

き上げて、それぞれ、２.０２５か月と２.１７５か月とするものでございます。 

 施行期日につきましては公布の日とし、平成２７年１２月１日から適用するものでございま

す。 

 説明は以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

 なければ、第７号議案及び第８号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしい

でしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第７号議案及び第８号議案については、可決と

いたします。 

 

   ◎第９号議案  草加市幼稚園・保育園・小学校・中学校連絡協議会設置要綱の 

           一部を改正する要綱の制定について 

○髙木宏幸教育長 次に、第９号議案につきまして、子ども教育連携推進室長より説明させま

す。 

○説明員 草加市幼稚園・保育園・小学校・中学校連絡協議会設置要綱の一部を改正する要綱

の制定についてご説明を申し上げます。 

 提案理由といたしまして、第二次草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画（最終案）

で、幼稚園・保育園・認定こども園・小学校・中学校で実施する教育のことを「子ども教育」

とし、当連絡協議会が、第二次草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画の実施主体の一

つに定められていることから、要綱に所要の整備をするものでございます。 

 まず、題名を「草加市子ども教育連絡協議会設置要綱」といたします。 

 併せまして、第１条中の「草加市幼稚園・保育園・小学校・中学校連絡協議会」を「草加市

子ども教育連絡協議会」に改正いたします。 

 また、法令に基づきまして、第１条及び第２条中の「幼児期教育」を「幼児期の教育」と表

記いたします。 
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 第２条第３項、「乳幼児期から中学校期まで」を、対象範囲を明確に示すために「生まれて

から中学校を卒業するまで」といたします。 

 ４６ページには、要綱の新旧対照表を付しております。 

 参考資料といたしまして、改正を加えました「草加市子ども教育連絡協議会設置要綱」を付

しております。説明は以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

 なければ、第９号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第９号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第１０号議案  第二次草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画の策定 

            について 

○髙木宏幸教育長 次に、第１０号議案につきまして、子ども教育連携推進室長より説明させ

ます。 

○説明員 それでは、第１０号議案についてご説明を申し上げます。 

 ４８ページをご覧ください。第一次草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画が、今年

度計画最終年度となっております。 

 これまで、基本理念を「生まれてから中学校を卒業するまでの育ちを支える、自ら学び、心

豊かに、たくましく生きる子どもを育てる」とし、学校・家庭・地域一体となって子ども教育

の連携に取り組んでまいりました。 

 この４年間の成果を踏まえ、子ども教育の連携を一層強化し、子どもの生きる力を育成する

ために、第二次草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画を定めるものでございます。 

 なお、第二次草加市教育振興基本計画を上位計画とし、その中の３－３、子ども教育連携推

進に関する施策の方向・主な取組について、基本方針・行動計画として示すものです。パブリ

ックコメントの実施、草加市子ども教育連携推進委員会でのご協議を踏まえまして、最終案と

して取りまとめました。 

 また、第Ⅰ部として基本方針、第Ⅱ部として行動計画、この他に、参考資料を付した構成と

なっております。 



 

- 7 - 

 

 ４ページをご覧ください。体系図に沿ってご説明いたします。 

 第一次草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画では、関係団体にご協力、ご理解をい

ただきながら、園・学校・家庭・地域の交流・連携による取組と、幼保小、小中のそれぞれの

円滑な接続の取組、そして、交流・連携から接続に向けた実効性を高めるために、家庭教育の

充実や幼児教育の充実に取り組んでまいりました。 

 第一次草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画で設定いたしました成果指標に基づき

まして、第Ⅰ部第２章の１１ページから２９ページでこの第一次草加市子ども教育連携推進基

本方針・行動計画の取組を総括しております。 

 取組に関しまして、主な成果としましては、各園・各学校間の交流・連携に広がりと深まり

が見られております。また、移行期における子どもの様子から、円滑な接続に一定の成果が見

られるようになっております。 

 一方で、基本的な生活習慣の習得状況と、学力の根幹を支える子どもの主体的な学びや物事

への関心・意欲の高まりに課題がございます。 

 このことから、発達段階に応じた学校や園での保育・教育、教職員の指導力の向上、家庭・

地域の教育力の支援が必要であると考えます。 

 そこで、園・学校で行われる保育・教育の実効性を高めるために、家庭・地域を支援するこ

とを意図し、基本理念を、「０歳から１５歳までの『学び』『心』を結ぶ幼保小中を一貫した

草加の教育」としました。 

 この理念の実現により、個人の自立や、社会へ主体的、能動的に働きかける力が育まれるこ

ととなり、目指す草加っ子（１５歳の姿）の具現化につながると考えております。 

 ５ページに基本理念の概念図を示しております。また、第Ⅰ部の４章、３１ページから３３

ページに、基本理念の説明を示しております。 

 幼保小中が一貫した教育により、遊びをとおした総合的な学びを、小学校の各教科、そして、

中学校の専門的な学びに結ぶことによって、子どもたちの育ちにふさわしい、柔軟かつ効果的

な保育・教育を実現することができると考えております。 

 体系図をご覧ください。ねらいと方針を示しております。基本理念の実現に向け、３つのね

らいと５つの方針により、子ども教育の連携を推進してまいります。 

 まず、ねらいといたしまして、安心して学べる学習環境の充実を図ってまいります。このこ

とで、各園や学校が子どもたちの自己肯定感を育み、夢と希望に向かって、自己を発揮する場

になると考えております。 
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 ２つ目に、「生きる力」の育成を図ります。これは子どもたちの育ちに応じた、柔軟かつ効

果的な教育課程の編成に資する取組や、教科を横断し、学んだことが生活や社会に役立つ実感

を味わわせる取組、異年齢集団との交流・連携における人とのかかわりなどによって育まれる

自己有用感や挑戦する心、年長者への憧れと成長の実感などが「生きる力」の根幹になると考

えております。 

 ３つ目に、「教職員の指導力などの向上」を図ります。子どもの発達に応じた指導のよさを

異校種から学ぶことや、それぞれの指導内容から学びの土台となる経験や学びのつながりを見

通すことで、これまでにない視点で指導の工夫と改善が図られるのではないかと考えておりま

す。 

 詳細につきましては、第Ⅰ部の５章と６章に示しております。 

 体系図の半分より下、行動計画をご覧ください。上位計画の第二次草加市教育振興基本計画

に合わせまして、第二次草加市子ども教育連携推進行動計画では、計画期間を平成２８年度か

ら平成３１年度までの４年間とします。 

 計画の実施主体は、子ども教育連携推進委員会及び専門部会、子ども教育連携研究事業、子

ども教育連絡協議会とし、第一次の組織をいかしてまいります。 

 平成３０年度に市内で幼保小中を一貫した草加の教育を行うために、舵取り役となる子ども

教育連携推進委員会では、第二次草加市子ども教育連携推進基本方針・行動計画の進捗管理を

行うこととします。専門部会では、草加市幼保小中一貫教育標準カリキュラムを作成いたしま

す。 

 作成するカリキュラムの概念図を６ページに示しております。この草加市幼保小中一貫標準

カリキュラム作成の具体的な企画、構成、編集、執筆などの作業を行うために、指導課と連携

し、教科、領域ごとにワーキンググループを教育委員会内に置きます。 

 次に、リード役としまして、子ども教育連携推進研究事業では、中学校区を単位として、研

究事業を委嘱し、モデル中学校区に幼保小中を一貫した草加の教育の実践研究に先行的に取り

組んでいただきます。実践研究発表会をこれまでの文書発表や口頭発表から、学校を公開して

開催し、家庭・地域を含めた市内全体へ周知を図ってまいります。 

 各中学校区で取り組んでまいります幼保小中を一貫した教育の実効性を高めるため、幼児教

育充実事業は、各園に小学校教育との円滑な接続を目的とした取組に対しまして補助金を交付

することとし、幼保小の接続を支えます。このことにつきましては、市内の私立幼稚園、市立・

私立保育園等にもご理解をいただけるよう、働きかけてまいります。 
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 最後に、調整役としまして子ども教育連絡協議会を、一貫に向けた交流・連携の意見交換や

日程調整の場、幼保小中それぞれの教育のよさの理解を深める場としてまいります。 

 また、園や学校での子ども教育連携の実効性を高めるために、家庭教育支援の充実事業では、

子育て講演会の開催や保護者・中学生向けの「親の学習」講座の拡充、これらを草加市ＰＴＡ

連合会との連携を図りながら行ってまいりたいと考えております。 

 計画の実施主体とその取組につきましては、第Ⅱ部３章、４章に示しております。 

 また、４５ページには、計画の実施主体と年度ごとの具体的な取組を一覧で示しております。 

 説明は以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○小澤尚久委員 平成２７年度に様々なプログラムが本格的に始動して、そして平成２８年度

から算数・数学へとさらにつながっていくというように、全体が連動して、本格実施していく

ような方向になってくると思うのですが、特にこの中で全体を動かしていく上での留意点、先

ほど、各方面へのお声がけについてもお話しいただきましたが、その他に何かこういう留意点

ということがあれば、お話いただきたいと思いますが、実施するに当たっていかがでしょうか。 

○説明員 まず何よりも、各プログラムの活用を促進させるということが大事だと考えており

ます。 

 今後、草加市幼保小中一貫教育標準カリキュラムを作成し、配付します。これとともに研修

や様々な機会で、考え方の浸透やいかし方を周知させていきたいと考えております。 

○村田悦一教育長職務代理者 子ども教育連携推進委員会で今後、幼保小中一貫教育標準カリ

キュラムが作成されるわけですが、概念図という形で、現場の全ての先生方が理解するのはな

かなか難しいと思います。 

 例えば、草加っ子にこにこわくわくプランというのはここに、年齢や月齢で示されているの

ですが、それが小中学校になると、外国語から生活、総合的な学習の時間の接続はあるのでし

ょうけれども、日々の授業とか、どのようにつながっていくのかというところが、やはり見え

てこない。 

 どうしても、学校でつくられている年間指導計画教育課程と、ここでいうカリキュラムとい

うものが、どう各学校でうまくマッチ、あるいは、それを意識して、日々の授業を実践するか

ということが一番の課題だと思うのですけれども、それについては、どのように嶋田子ども教

育連携推進室長は考えていらっしゃいますか。 
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○説明員 ご指摘のとおり草加っ子にこにこわくわくプランは年齢・月齢ごとに「子どもの姿」

を示しております。草加市幼保小中一貫標準カリキュラムは各教科の系統性を示す内容を予定

しています。 

 これらをつなぐものとしまして、教科の学びにつながる経験にどのような幼児期の経験があ

るかを示したいと考えています。 

 これを草加市幼保小中一貫標準カリキュラムに示すことにより、特に低学年の各教科の学び

方がより経験的、体験的になると考えています。 

○髙木宏幸教育長 今の関連でいくと、算数・数学については、教育課程の指導資料、現実に

今年度、モデル実施をして、最終的な案ができたわけでありますけれども、各学校で、この算

数・数学教育課程の指導資料が現実にはどのように活用され、また、どのような評価がされて

いるか、どのような声が上がっているか、各学校に学校訪問した際の聞き取ったことを、説明

してもらえますか。 

○説明員 算数・数学の活用について、各学校訪問等で出された意見の中で、系統性が明確に

示されているということで、どこを振り返ればよいか。具体的には、新しい学習に入っていく

際、どこまでさかのぼって振り返えればよいかが明確になっているということと、系統表の一

覧を教室に掲示することによって、高学年の子どもたちは、自分でどこがつまずいているかが

分かるという点が挙げられておりました。 

 また、課題としましては、つまずきに対して、具体的に授業の中でどのような振り返り方が

あるのかということが課題として挙げられております。これにつきましては、今回の改訂に「つ

まずきへの対応」例を盛り込んでいます。活用状況については、こういった意見が出されてお

ります。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第１０号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第１０号議案については、可決といたします。 

 

   ◎第１１号議案  草加っ子にこにこわくわくプラン（草加市乳幼児期保育・ 

            教育課程）及び草加市小中学校教育課程指導資料（算数・ 

            数学）を定めることについて 
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○髙木宏幸教育長 次に、第１１号議案につきまして、子ども教育連携推進室長より説明させ

ます。 

○説明員 第１１号議案についてご説明申し上げます。 

 平成２７年度４月から、これら２つのもとになるモデルプランを草加市子ども教育連携推進

研究団体と研究協力団体に実際の保育や授業で活用いただいております。 

 そこで、各園や学校からの報告、結果等を踏まえ、草加市子ども教育連携推進委員会専門部

会で検証し、改訂を加え、平成２８年度から草加っ子にこにこわくわくプランを市内全ての幼

稚園、保育園、認定こども園に、草加市小中学校教育課程指導資料（算数・数学）を市内全て

の小中学校で活用いただけるよう定めるものでございます。 

 まず、草加っ子にこにこわくわくプランをご覧ください。こちらの資料は、幼稚園、保育園、

認定こども園が教育課程や保育計画等を作成する際の参考資料としてご活用いただくもので

す。 

 年齢・発達の区分に応じた、「子どもの姿」から、子どもの育ちにふさわしいと考える「ね

らい」、また、「ねらい」に迫るために、「経験させたい内容」と、「環境の構成」などを示

しております。年齢や発達区分の前後の整合性や、「経験させたい内容」に示していることが、

目指す「草加っ子」の方向と一致しているかなど、検証いたしました。今回の改訂で、新たに

付け加えた内容としましては、市内の幼稚園や保育園、認定こども園からご提供いただきまし

た「経験させたい内容」を踏まえた２１の実践事例を示しております。草加っ子にこにこわく

わくプランは、各園が日常の保育や授業等の構想と展開を図り、日々の実践が目指す「草加っ

子」の具現化につながる資料になると考えております。 

 続きまして、草加市小中学校教育課程指導資料（算数・数学）をご覧ください。 

 算数・数学は、義務教育の９年間で着実に学習内容を身に付けていくことが極めて重要な教

科の一つとなっていると同時に草加市の教育課題でもある学力向上に関しまして、各種調査の

結果から伸ばしたい教科の一つとなっております。全小中学校で今年度草加市小中学校教育課

程指導資料（算数・数学）をモデル実施していただきました。その報告を受けまして、専門部

会で検討を重ね、改訂をいたしました。９ページをご覧ください。どのように活用するかを、

教員対象、子ども・保護者対象として、具体的な活用方法を明記いたしました。 

 教員向けには日ごろの授業の構想と展開に役立ててもらうために、各学年、系統図を活用し

た指導例、また、つまずきへの対応を活用した指導例をつけ加えております。小中情報交換会

の中で、この算数・数学指導資料の活用に関するご意見に基づきまして付け加えております。
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その他、授業づくりのヒントやつまずきなどへの対応も、報告書や専門部の委員の実践をもと

に加除修正を加えております。 

 また、子どもや保護者が、学習に見通しを持ち、つまずきの原因となる単元に戻って学び直

しができるように、付録となる系統表の一覧表を可能な限り前回よりも拡大しております。実

際にはモデル実施で、先ほど示したものよりも一回りサイズを大きくしております。こちらの

資料も、算数・数学の学習内容の系統性を明確化し、小中学校９年間の学びの連続性を意識し

た授業の構想と展開につながるものと考えております。説明は以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいた

します。 

○加藤由美委員 この計画の実施に当たり、保護者は不可欠だと思うのですが、今、草加市小

中学校教育課程指導資料（算数・数学）の９ページに子ども・保護者の活用する方法として、

これを家庭用に縮小して印刷して配布したりすると書いてありましたけれども、縮小となると

これぐらいの大きさになりますか。 

○説明員 はい。 

○加藤由美委員 保護者の立場で見た場合、これを見て、興味を持てるのかなと。少し字が小

さくて見づらい、自分が親であったら、これをじっくり見るのかなということを、今、少し感

じました。意見です。 

○村田悦一教育長職務代理者 私も、９ページに子ども・保護者が活用するというところで、

この一覧を活用するということじゃなくて、例えば、小５⑮分数のかけ算とわり算のところで

す。ホームページで、ここが分からないといったら、小４⑦がい数の表し方の問題が出てくる。

それを解くと、次の小５⑤少数のわり算に行って問題ができるというような、そんなものが家

庭でホームページを開いて、問題が出るといった仕組みが幾つかあると、うちの子は、私はこ

こでつまずいたと気づいたり、理解度に応じて戻ったり進んだりできる系統的なものができれ

ばと思います。さらに学校でも小テストで、系統的なものができればいいかなと思います。自

分はやったことはないのですけど、そういう考えがあります。ぜひこれが今度は具体的な問題

と関連して、つまずきが分かるような形でできると、保護者、子どもがそれを活用できると思

います。要するに、表で系統的につながっていくことだけ分かっても、理解につながらないと

思うのですよね。「ここができないな」、「ここはできたから、次は」、「あ、ここでできな

いな」という、そのつまずきを発見するのに、問題を解いてみたほうがいいのかなと、そのよ

うに考えます。ぜひ、そういうものが今後できて、それは学校でやっていかなくちゃいけない
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ことなのかもしれないですけれども、お願いできればと思います。 

○説明員 今の２つの表の保護者への示し方と、それからホームページは、来年度、基本方針

行動計画の中にもありましたように、ほかの教科も同じように系統性を明確にしますので、同

じような課題が生じるかと思います。専門部会で研究をしてまいります。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

○小澤尚久委員 今のところで、各学校で配布していただけることになると思うのですが、そ

の際に、きっと、学校ごとに工夫してくださるとは思うのですけれども、懇談会とかをとおし

て、例えば、「ここのところはこうなのですよ」という、先生から具体的に対面で説明があっ

て、それで、「もし、こういうところにつまずきがあったら、教科書のこういうところも参考

にしてくださいね」とか、そういう何か、説明があって、配られると保護者にとっても「ああ、

なるほど」と思われると思うので、各学校にもぜひ、こんなふうにして配ってください、説明

してくださいというようなものを啓蒙していただければと思います。よろしくお願いします。 

○説明員 今の点につきましては、これは４月当初、配布するものですので、保護者会では具

体的な活用についても、具体事例を挙げながら配布していきたいと考えております。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第１１号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第１１号議案については、可決といたします。 

 

○髙木宏幸教育長 続きまして、その他の報告がございましたらお願いいたします。 

○教育総務部長 特にございません。 

○髙木宏幸教育長 その他の報告がないようでしたら、次回の教育委員会の日程について、事

務局からお願いいたします。 

○教育総務部長 次回の教育委員会の日程でございますが、平成２８年第３回定例会につきま

しては、３月２３日水曜日、時間は午後１時３０分から、場所は教育委員会会議室でお願いし

たいと思います。 

 

   ◎閉会の宣言 

○髙木宏幸教育長 それでは、以上をもちまして、本日の委員会を終了いたします。 
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午後３時２５分 閉会 


