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総 社 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開 会  平成２７年１１月１７日 午前 ９時１５分 

２ 閉 会  平成２７年１１月１７日 午前１１時１４分 

３ 場 所  保健センター２階 資料展示室 

４ 出席又は欠席した委員 

      出席委員  

       委員長       米 谷 正 造 

       委員長職務代理者  林   直 人 

       委 員       小鍛治 一 圭 

       委 員       下 山 洋 子 

       委 員       三 宅 眞砂子 

       委 員（教育長）  山 中 榮 輔 

５ 会議に出席した者 

       教育次長      矢 吹 政 行 

       参与兼庶務課長   三 村 和 久 

       学校教育課長    東   長 典 

こども夢づくり課長 河 相 祐 子 

       生涯学習課長    柚 木   均 

文化課長      尾 崎 啓 一 

学校教育課主幹   井 上   徹 

       庶務課主幹     西 村 佳 子  

（文部科学省事務研修生 及川 香菜子） 

６ 会議録署名委員 

       山 中 榮 輔   林   直 人 

７ 付議事件 

議案第２１号 平成２７年度総社市一般会計補正予算（第４号）について 原案可決 

議案第２２号 総社市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書について原案可決 

議案第２３号 総社市立中央保育所指定管理者の指定について      原案可決 

議案第２４号 総社市児童発達支援センターの指定管理者の指定について 原案可決 

議案第２５号 総社市放課後児童クラブ指定管理者の指定について    原案可決 

議案第２６号 総社市水辺の楽校指定管理者の指定について       原案可決 

議案第２７号 総社市きよね夢てらす指定管理者の指定について     原案可決 

８ 議事の大要  別紙のとおり 
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開会 午前９時１５分 

米谷委員長 ただいまから教育委員会を開会いたします。 

 この教育委員会には，議案７件が付議されております。 

 では，まず，会議録の署名委員についてであります。会議録署名委員は，会議規則第１９

条の規定により，出席委員中，山中委員，林委員の２名にお願いします。 

米谷委員長 では，議案第２１号「平成２７年度総社市一般会計補正予算（第４号）につい

て」事務局から説明願います。 

各課長 【事務局説明】 

米谷委員長 ただいま事務局から説明がありました議案第２１号について質問はありません

か。 

【質疑・答弁】 

林委員 こども夢づくり課の障害児の施設通所費等の支給事業の障害児通所給付費等が，３

５００万くらいありますが，給付の基準はどうなっていますか。 

河相こども夢づくり課長 療育に通う時に受給者証というのがありますが，その受給者証に

ついては，医師の診断書や意見書をによって交付しますので，支援が必要なので療育に通い

ましょうとなると，保護者の方も納得をされた上で交付を受けられて，療育機関に通われる

というもので，これは年々増加しているのが現状です。例えば，当初予算では，ひと月が１

６０件程度であろうと思って予算計上していたところが，１０月までに月平均１８１件にな

っています。そういったことから，当然経費も足らなくなって参りましたので，ここで補正

予算を計上させていただいております。 

米谷委員長 よろしいですか？ 

林委員 多いなと思ったので。 

三宅委員 診断書を書く方ですが，小さい時からそれなりの対応をしていきますと，大きく

なって，小学校に上がっても非常にやりやすい。保護者の方も最近は，療育に通った方が楽

になるという認識があって，割と療育を勧められても，「はい」と言って素直に受けられま

すので，やっぱり効果は出ていまして，これだけの予算をかける価値はあると思います。 

林委員 私も，年齢の低い方こそやっていかないといけないんじゃないかなというのは，同

感です。 

下山委員 件数も多いということがここで分かりましたが，通所施設は，総社市に今何箇所

ありますか。 

河相こども夢づくり課長 はばたき園の中にデイサービスがあります。川西に行きますと，

はるかぜという施設があります。あとは，市内にも何箇所かありますし，市外の施設に通わ

れている方もいらっしゃいます。 

米谷委員長 他にございませんか？  

下山委員 放課後学習サポートを総小に増やしたいということで，人数的にはどの程度増や



- 3 - 

 

す予定になっていますか。 

東学校教育課長 人数はちょっと把握できておりませんが，県にもいただけるということを

確認いたしまして，２３０時間増やそうと考えています。放課後ですので，１回あたり２時

間の範囲でそういう勤務を何回か続けていくということになると思います。 

下山委員 ありがとうございました。 

米谷委員長 西中の体育館の天井は，本当に夏暑くて風通しが悪いので，あのまま暑いと，

身体が悪くなりますね。夏休み期間中に工事をすると部活動はできないですよね。何か代替，

例えばきびじアリーナを使うとかそんな計画はあるんですか。 

三村庶務課長 平成２５年に天井を撤去した時にひと夏使えなかったんです。その間は，先

ほど委員長が仰られたきびじアリーナを使ったり，近くの小学校の体育館を使ったり，そう

いうことで対応しましたので，同じような対応をしたいと思います。 

（他，質疑なし） 

米谷委員長 お諮りいたします。 

 議案第２１号について可決してよろしいか。 

     （異議なし） 

米谷委員長 ご異議がないようですので，議案第２１号については可決しました。 

米谷委員長 次に議案第２２号「総社市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書につい

て」事務局から説明願います。 

（各課の説明毎に質疑応答を行った。） 

柚木生涯学習課長 【事務局説明】 

米谷委員長 では課毎で，ご質問等受けようかなと思うんですが，ただいまの生涯学習課の

説明に対して何か質問等がありましたらお願いします。 

小鍛治委員 １９ページの図書館活動の推進の出前サービスの参加人数というのは，出前サ

ービスをした時に集まった方の人数でしょうか？ 

柚木生涯学習課長 出前サービスをした時の延べ人数です。 

小鍛治委員 これぐらいしかおられないんですね。 

柚木生涯学習課長 お子さんが対象なので，読み聞かせなのであまり人がいても声が届かな

いんです。 

小鍛治委員 回数も分かりますか。私もお願いしてお寺でやったことがあるんですが，その

時も１０人～２０人ぐらい来て，無料ですし，すごく好評だったんです。いろいろなところ

でやっているのを聞いていましたが，すごく人数が少ないなので，もっとあってもいいのか

なと思いました。 

柚木生涯学習課長 おとぎの部屋とかいう名称が付いていますが，毎月第１土曜日とか第２

火曜日とか，月に２回程度やっているんではないかと思います。 

小鍛治委員 それ以外にイレギュラーなものはあんまりないということですか？ 
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柚木生涯学習課長 図書館まつりとかで，たぶん図書館でやるのは，出前には入っていない

と思います。また回数につきましては後で報告させていただきます。 

小鍛治委員 これは非常にいいと思いますので,もっと広げていただければと思います。 

林委員 ２２ページの高齢者による雪舟スクールサポーターと学校支援地域本部事業と，１

９ページの雪舟スクールサポーターと学校支援地域本部事業は，年齢で分けられているんだ

けど，別個の人数として考えればいいでしょうか？ 

 それからもう一つ，７０歳以上の方は，どんな活動をされているのですか。 

柚木生涯学習課長 先ほどの登録者数は，１９ページの雪舟スクールサポーターと学校支援

地域本部事業のうち７０歳以上の方がそれぞれ１７２人，２５２人いらっしゃるということ

です。７０歳以上の方にやっていただく主なボランティアは，小学校の学童の登下校の見守

りがほとんどだと聞いております。だいたいメインでやっていただいている方は，退職され

た６０以上の方なんですが，６０代の方はだいたい草取りとか身体を使うことがメインで，

７０歳以上になると，子供達の見守りですね。だから，朝と夕，規則的に子供達に声を掛け

ていただくというのが，高齢者の方にとって喜びや生きがいの一つになるということを聞い

たことがあります。 

米谷委員長 学校支援地域本部，家庭教育支援や放課後こども教室など，学校教育と一緒に

協力してやっていると思うんですが，たまたま私，その親の会の委員長をやっていて，これ

は感想ですが，全権的な情報からみて，総社市はトップクラスでやられています。生涯学習

と学校教育がコラボしてやられているという意味で，非常にいい取り組みだなと感じていま

す。また，家庭教育支援では，本当に取り組まれている市町村は少ないんですが，総社市は

数字で見ても，県内でほぼトップクラスです。非常に重要なポイントなので，これからも取

り組んでやっていただきたいと思います。 

米谷委員長 他にございませんか？  

下山委員 ２０ページの課題の，生涯学習の講座や研修等の情報を広く提供したいというこ

とは，必要なことだと思いました。私も公民館活動に何箇所か関わっていますが，主催講座

は，市報なんかで見せていただきますが，自主講座については，その公民館に行かないと内

容が分からないので，情報提供をもう少し広くしていただけたらと思います。 

 ４４ページの学校給食共同調理場の整備，拡充についてですが，３２年度に稼動だと思う

んですが，今の学校給食調理場が老朽化しているのに，あと４年間大丈夫かな，少しでもこ

れが早まるといいのかなという感想を持ちました。 

柚木生涯学習課長 公民館講座も，ほとんどの場合はホームページにあげることとご家庭に

配る広報そうじゃくらいです。あとはスポット的に，チラシを何講座か作っている程度なの

で，自主講座はたぶんチラシの作成になると思いますが，講座生として関係するであろう団

体に配るよう指示したいと思います。あとはもうホームページ関係になると思います。 

米谷委員長 なるべく広くいろんな方が参加できるような仕組みにしていただければと思い
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ます。 

米谷委員長 それでは，次に進みたいと思います。学校教育課長。 

東学校教育課長 【事務局説明】 

米谷委員長 学校教育関係につきまして，ご質問等ありましたらお願いします。 

小鍛治委員 ３０ページの安全メールの配信のシステムのことなんですが，うちの息子が不

審者情報を先生から聞いてきて，それでタイムリーに保護者もメールで分かることは，非常

にいいと思います。もっとこれを充実していただければと思います。常盤小学校の周りは，

見守り隊で帽子を被った人が見守ってくれていますが，少し離れた，本当に人通りがなくて

寂しい所で小学生の低学年が1人で歩いているというのをよく見かけます。非常に危険だと思

いますので，マップなどの何か安全に子供を守れるような対策をとっていただければ，保護

者としては嬉しいと思います。中心部は割りと人通りがありますが，端に行きますと本当に，

田んぼ道を1人で帰っているというのをちょくちょく見かけますので，本当に危ないと思いま

す。 

米谷委員長 はい，どうもありがとうございます。そうですね，池田小とか特に長い通学路

がありますね。 

下山委員 全体的に，先生方の努力で評価が上がっていっています。不登校の出現率も学力

も。それから特別支援教育のところでは，通常学級へ帰る子供達が毎年増えているというこ

とで，大変良いことだと思います。すごくいい方向にいっているな，活気づいているなとい

うような感じを，この間の総合教育会議の時にも感じたんですけれど，皆さん頑張って下さ

っているなと思いました。 

それから一つ質問なんですが，安心安全メールのところの上にあります，地域安全マップ

作りが一時すごく盛り上がっていましたが，最近ちょっとそこら辺の意識が減少しつつある

という感じはしているんですけれど，そこについてはいかがでしょうか。 

米谷委員長 先ほどの小鍛治委員のと合わせてお願いします。 

東学校教育課長 たしかにそこの実際の数字も進んでいないということもありますし，ちょ

っとやはり気になっています。改めて進めていきたいと思います。 

米谷委員長 皆が一斉下校でないので，大変なことかとは思いますがぜひともお願いしたい

と思います。他にございませんか？  

米谷委員長 それでは次にお願いします。 

尾崎文化課長 【事務局説明】 

米谷委員長 吉備路文化館がリニューアルされてから，入館者数はどんな感じですか？ 

尾崎文化課長 大変ありがたいことに，昨年度より今年度また増えていまして，昨年がざっ

と８０００人。今年はその８０００人を上回る勢いで，芸術祭等も行ったり，森文雄コレク

ション等も行いましたので，徐々に増えつつあります。ただ，これからが勝負どころで，企

画展等，一生懸命検討していきたいと思います。 
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林委員 ３５ページの③番の啓発事業推進というところで，今後もしも学芸員が採用になっ

た時に，有効に活用して，文化財の保護・保存の出前講座等を頻繁にやってほしいと思いま

す。古墳が出た時に，やはり興味・関心が市民の間に起こってきます。そうすると，それに

ついて実際現地に行ってみたいが，説明がないと全然素人には分からないと思うので，出前

講座をどんどん利用すれば，本当に，総社を愛す子供じゃありませんが，地域のそういった

気持ちというのがどんどん高まっていくんじゃないかなと思います。 

 それと一件，年度目標の立て方ですが，もう少し具体的であったらいいのかなというとこ

ろもありました。 

米谷委員長 例えば生涯学習課と共同してウォーキングなどの途中に，市内の文化財を入れ

ていけば，日頃そちらに興味，目を向けられていない方も目に入って，それをきっかけにい

ろいろ市内を回ってみようかとなると思います。 

柚木生涯学習課長 生涯学習課の事業の中で，吉備路再発見わくわくウォークラリーをやっ

ています。先週１１月１５日に開催したものは，小学生を対象に，総社市の文化財や名所・

旧跡がある箇所をウォーキングする事業を行っております。今年は東公民館周辺で，県大と

か菊水の井戸とか，そういった所を回るようにはしております。文化課とのコラボレーショ

ンというのはやっておりませんので，またそれも考えたいと思います。 

米谷委員長 ぜひともお願いします。 それでは，庶務課長。 

三村庶務課長 【事務局説明】 

米谷委員長 ただいまのご報告につきましてご質問等ありましたらお願いします。 

 学校給食場についても今詳しい説明がありましたが，先ほどの説明ですとどうなるんです

かね。 

矢吹教育次長 橋を通って新しい道ができるので，その途中辺りです。 

米谷委員長 何かありませんでしょうか？２人の大学の先生からの講評も含めまして，全体

を通じて何かありましたらどうぞ。 

（他，質疑なし） 

米谷委員長 お諮りいたします。 

 議案第２２号については，原案のとおり可決してよろしいか。 

     （異議なし） 

米谷委員長 ご異議がないようですので，議案第２２号については原案のとおり可決しまし

た。 

米谷委員長 次に議案第２３号から議案第２７号まで，まとめて事務局から説明願います。 

河相こども夢づくり課長 【事務局が議案第２３号，２４号，２５号について説明した。】 

柚木生涯学習課長 【事務局が議案第２６号，２７号について説明した。】 

米谷委員長 ただいま事務局から説明がありました議案第２３号から議案第２７号について

質問はありませんか。 
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最初の２３号につきましては，２件応募があって，プレゼンの後に選考委員会を開いて，

点数が高い方と視察に行かれても安心な施設ということで前指定管理者の方が引き続きとい

うことだったと思います。よろしいでしょうか？ 

【質疑なし】 

米谷委員長 お諮りいたします。 

 議案第２３号から議案第２７号については，原案のとおり可決してよろしいか。 

     （異議なし） 

米谷委員長 ご異議がないようですので，議案第２３号から議案第２７号については原案の

とおり可決しました。 

米谷委員長 次に，教育長の報告をお願いします。 

    【教育長報告】 

山中教育長 前回は１０月２２日が教育委員会でしたので，それ以降の主だった活動を申し

上げます。１０月２８日に，常盤幼稚園で県指定の研修会がありました。２年間研究をやっ

たんですが，非常に盛況でして，子供達の様子も非常に安定していて，普段はちょっと課題

のある子が多いんですが，園庭で遊んでる状態を見てると子供同士が助け合ってやっている

ということで，非常に高い評価をいただきました。 

 それから，早稲田大学の高橋あつ子教授が来られて講演がありました。この方は特別支援

のプロフェッショナルなんですが，ご本人自身は教員だったという経歴の方で，誰行きにも

参画していただいております。 

 それから，１１月４日はご承知の通り教育委員会表彰があって，２名の方を表彰させてい

ただきました。本日，租税教育推進協議会の書道展の入選者の表彰式がございます。 

 それから子供関連の受付業務のワンフロア化というのがありまして，これをどう進めるか

というのはこれからの課題であります。こども課と統合するかどうかは，どの程度の作業量

か，どういう課題があるかというのを我々も十分把握できていないので，一度横に並んで，

情報交換ができるようなコンディションにしてから次のステップに行った方がいいんじゃな

いかと思います。この組織の基本方針に関する決定は，教育委員会から教育長には権限委譲

されていないので，ここで判断するという形になると思います。いろんな情報をこれから提

供させていただきたいと思っております。とりあえずはフロアを一つにするというところか

ら始めたいと考えております。 

 それから，市長が公約で掲げた，発達障がい者の支援については，来年度，市費で何らか

の形で人をつけてスタートはしたいと思います。どういうものにするか，構想をこれから検

討しないといけないのですが，１９日にこの先進的な取り組みをやっている津山北小学校へ

勉強に行きます。もし委員の皆さんのお時間がありましたら，ぜひご一緒にどうぞ。 

米谷委員長 ただいまの教育長のご報告につきまして，何かご質問等ありましたら。 

 窓口の一本化につきましては，この後またご説明があるということです。よろしいでしょ
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うか？ 

米谷委員長 次に，「報告事項等」に移りますが，まず「こども窓口の一本化について」事

務局から説明をお願いします。 

矢吹教育次長 【事務局説明】 

米谷委員長 ただいまの事務局の説明に対するご意見，ご質問等はありませんか。 

     【質疑・答弁】 

米谷委員長 教育は機能で，子供は対象なので，それを物理的に同じところで行き来できる

というのはいいんですが，中身を一緒にすると混乱するのかなと思います。先ほど教育長も

言われたんですが，市の仕組みもそうですが，やはりほとんど機能でセクションが切られて

いるので，その辺りをよく検討しておかないと，我々は教育委員会にいますので，教育とい

うものに対して特化するところがちょっと薄れる，あるいは混乱するような事態が生じるの

かなということを危惧しています。 

 他にご意見等ございましたら。 

三宅委員 １つの窓口であらゆる手続きが済んでしまうのは，本当に保護者にとっては嬉し

いことです。ぜひ１本化を進めて下さったらと思います。 

米谷委員長 他にご意見等ありましたらお願いします。ご質問でも結構です。今後またいろ

いろなご意見等ありましたらまたいただいて，この会議の中でいろいろ集約できればと思い

ます。 

 教育長，何かございましたら。 

山中教育長 私の個人的考え方なんですが，組織を一つにする必要はないと思います。機能

が両方いるので，ジャッジの仕組みも違います。ですから，横にいて，情報が自由に行き来

するということが一番大切だと思っています。もう一つ言うと，教育委員会のジャッジする

項目というのは法律で決められているんです。福祉の部分やこども課の部分がジャッジする

ところは，全部市長部局なんです。だから我々に決定権がはっきり言ったらない。端的に言

うと，市長が，こういう言い方をしたらいけないですけど，教育の How to doに権限を持つ

ということになり兼ねないと思っていまして，そういう意味で，窓口を一本化というんでは

なく，一つの課にするんではなく，そこに行けば全てが終わるというやり方にしないと，一

本化というとこれは誤解を生むことになると思います。ワンフロア化はよいと思います。 

米谷委員長 これからいろいろと協議する中で方向性が決まってくると思います。よろしい

でしょうか？ 

米谷委員長 次に「総社小学校の改築について」事務局から説明をお願いします。 

三村庶務課長 【事務局説明】 

米谷委員長 ただいまの事務局の説明に対するご意見，ご質問等はありませんか。 

     【質疑・答弁】 

米谷委員長 運動場って法律で面積が決まっていますよね？ 



- 9 - 

 

三村庶務課長 これ以上確保しなさいという基準ではなくて，あくまで指針ということです。

これぐらいの規模があった方がいいという程度の基準なんですが，総社小学校の規模では

7200㎡運動場がいるということに対して，今現在が 5000㎡ぐらいなので，広げていきたい

と思っています。 

米谷委員長 Ｂ案だとそれよりも狭くなる？ 

三村庶務課長 Ａ案ですと今より広がります。Ｂ案だと狭くなります。 

下山委員 放課後児童クラブもこの敷地内に持ってくるというのは決まっているんでしょう

か？ 

三村庶務課長 この図面でいきますと，Ａ案でいうと右下ですね。現在，総社小学校の放課

後児童クラブは，総社宮の敷地の中に設置しておりまして，１８０号線を渡っていかなけれ

ばならないということと，それからボール遊びをするにしても，１８０号の方に飛んでいき

そうだということで，安全面にいくらか支障がありますので，教育委員会としては，できれ

ば学校の敷地の中に設置したいと考えています。 

米谷委員長 はい，この資料はまだ途中のものということですので，丸秘といいますか，取

り扱いにはご注意下さい。 

米谷委員長 次に「総社市英語教育研修会について」事務局から説明をお願いします。 

東学校教育課長 【事務局説明】 

（続けて，「教育特区について」説明をした。） 

米谷委員長 以上，今二つ報告がありましたが，それぞれにつきまして，ご質問，ご意見等

ありましたらお願いします。 

     【質疑・答弁】 

米谷委員長 英語研修は，中学校は担当の先生がいらっしゃると思うんですが，小学校から

の２４人はどういう先生がいらっしゃったんですか？ 

東学校教育課長 現在も，５，６年生の外国語活動というものが教育課程の中にございまし

て，各校に，外国語活動の担当者がおりますので，英語の研修ということで来ていただいて

います。 

米谷委員長 はい，ありがとうございます。他にございませんか？ 

CAN，DOリストというのは本当に具体的に分かりやすいですね。進捗状況ということですの

で，また今後いろいろと詳しい情報が入ってくるかと思います。 

米谷委員長 次に「待機児童対策について」事務局から説明をお願いします。 

河相こども夢づくり課長 【事務局説明】 

米谷委員長 ただいまの事務局の説明に対するご意見，ご質問等はありませんか。 

     【質疑・答弁】 

米谷委員長 休職，就労中ではない親御さんの，この保育園でないと駄目って言われる方の

理由っていうのは地理的な問題でしょうか？ 
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河相こども夢づくり課長 そうですね，勤務先と反対の方向の園に行かないといけないとい

う方もいらっしゃいますし，この保育園の保育方針が特に気に入っているので，ずっと待っ

ていらっしゃるという方もいらっしゃいます。 

山中教育長 本来，定員１００％なので，それが１２０％とか１１５％であること自体がお

かしいので，今１園だけ増やすと言いましたけど，１園じゃ足りないですね。年度末に定員

に対して２００人オーバーなんです。それにプラス待機児童ですから，２５０人とか３００

人くらいは入れ物が足りない。その中で９０人は増やしますから，あと２００人は足りない。，

２つにして１００％くらいで運営できるようにするということを前提に考えないといけない

と思います。少ない保育士で大勢見て，結局子供達にとってはよくない。しかも０歳から２

歳が今最も多い年齢で，預かり保育ではカバーしきれないです。９０人定員のところを２つ

は最低いる。１８０人くらい増やさないと僕は駄目だと思っています。将来子供が減るかど

うかというのは，経営の問題なので，それは建てる人が判断したらいいことだと思います。 

米谷委員長 そうですね。本来適正定員は１００％ですね。 

山中教育長 こういう状態が正常だということ自体がおかしい。そういうことを言ってこな

かったということも我々の責任です。２年後は，１００％を超えると支給単価が下がります

からね。 

米谷委員長 早い対応が必要であるということですよね。 

山中教育長 そうです。 

米谷委員長 他の委員の皆さんいかがでしょうか？よろしいですか？ 

下山委員 岡山市の育休中は退園しなくていいという話も聞いたんですが，総社市の場合は，

今は育休中には，上の子は退園していると思いますが，この９１人の中に入っているんです

か？ 

河相こども夢づくり課長 この中には入っていません。育休で復帰される方については，大

抵の場合，保育園の方で枠を空けて待って下さっている状況です。その月になって入れなか

った方がここにカウントされるので，今育休で待っていらっしゃる方についてはここに入っ

ていません。 

三宅委員 育休で上の子が退園しないといけないというので，無理をして３ヶ月から預ける

方が結構いらっしゃるので，そういうことがなければもうちょっと余裕が出てくるのかなと

思います。冬場の風邪と嘔吐が流行る時期に，３ヶ月から預けるというのは，非常に問題だ

と思います。だから，考慮していただけたらと思います。 

米谷委員長 はい，ありがとうございました。 

米谷委員長 他に報告事項等はありませんか。 

三村庶務課長 【池田小学校の耐震補強工事の工期の延長について報告した。】 

三宅委員 【おたふく風邪のワクチン接種について報告した。】 

米谷委員長 それでは、次回の教育委員会の日程についてでありますが，既にご承知のとお
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り，１２月２５日午後１時から開催いたしますので，ご参集願います。 

米谷委員長 この際，来年１月の教育委員会の日程を調整いたしたいと思いますが，事務局

から提案願います。 

     （１月の教育委員会について日程調整） 

米谷委員長 では，１月の教育委員会は，１月２８日午前９時１５分から開催いたします。 

 では，これで審議がすべて終了いたしましたので，本日の教育委員会を閉会いたします。

【閉  会】 

   閉会 午前１１時１４分 


