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９月臨時教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２２年９月１日（水） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

出 席 委 員 

 

篠原  委員長 

百瀨  委員長職務代理者 

山本 委員 

安藤  委員 

中原 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

岡村教育次長兼学校教育部長・浦上教育推進担当部長・植田生涯

学習部長・奥田教育委員会事務局理事・森田学校教育部次長・万

代学校教育部次長・橋本学校教育部次長兼施設管理課長・松井生

涯学習部次長兼生涯学習スポーツ課長・岸本生涯学習部次長兼文

化財課長・西崎総務人事課長・網中教育政策課長・田中学務給食

課長・靍原指導課長・浅野教育サポートセンター所長・岩下人権

教育課長・大谷八尾図書館長 

 

【篠原委員長】 おはようございます。ただいまから９月臨時教育委員会を行います。 

 今日から９月ということで、新しい学期が始まりました。夏季休業中も異常な暑さで、

猛暑日の連続記録が毎日更新されるという状態でありましたが、これからも頑張ってくだ

さい。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

９月臨時会の議案 

議案第２５号 平成２２年度教育委員会の点検及び評価に関する件 

 

【篠原委員長】 議案第２５号「平成２２年度教育委員会の点検及び評価に関する件」に

ついて審議いたします。提案理由を網中課長より説明願います。 

 

【網中教育政策課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第２５号「平成２２年

度教育委員会の点検及び評価に関する件」についてご説明いたします。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第６号の規定により、委員会の

議決を求めるものです。 

 提案の理由としましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の

規定に基づき、平成２１年度における本市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行

の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提

出するとともに、公表する必要があるため、本案を提出するものです。別紙資料の１ペー

ジをお開き願います。 
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 １ページの「Ⅰ はじめに」では、点検・評価報告書の作成根拠やご助言いただいた学

識経験者について記述してあります。 

 次に、２ページからは、「Ⅱ 教育委員会の活動状況」として、教育委員の活動をまと

めております。また、教育委員会開催状況については、開催日と併せて議案や報告案件を

一覧にまとめております。 

 次に、８ページからは、「Ⅲ 教育委員会における主な取組み」として、教育委員会事

務局が所管しております主な取組みの概要を掲載しております。 

 次に、１５ページからは、「Ⅳ 教育委員会事務局所管の事務事業」として、各所属に

おける事務事業の平成２１年度実績を掲載するとともに、事後評価を示しております。 

 なお、これらの評価につきましては、市の行政評価の一部を活用してまとめたものであ

ります。 

 次に、４０ページからは、「Ⅴ 点検及び評価に関する有識者からの助言」として、学

識経験者からの助言をまとめております。今回の評価につきましては、昨年度に引き続き

２名の学識経験者に助言を依頼しており、点検・評価全般に関して、武庫川女子大学文学

部教授西本望氏及び関西福祉科学大学健康福祉学部准教授池上徹氏の両氏から助言いただ

いたものをまとめております。 

 最後になりますが、今回の点検評価を通して、更なる改善・改革を行うとともに、本市

教育の更なる充実を積極的に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、はなはだ簡単な説明でありますが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいた

します。 

 

【篠原委員長】 ただいま提案理由の説明がありましたが、委員の皆様方、何かご質疑ご

ざいませんでしょうか。 

 

【安藤委員】 学識経験者については昨年と同じとのことですが、そのことについてどの

ような考えなのかをお聞きしたいと思います。 

 

【網中教育政策課長】 今回依頼しました２名の学識経験者につきましては、西本先生は

幼児教育学家族関係論が、池上先生は教育社会学がご専門であり、点検・評価報告書にあ

る有識者からの助言については両氏からご助言いただいたものを取りまとめております。 

 教育委員会の評価に対して助言をいただくに際しては、複数年にわたってご意見をいた

だくことにより長期的な観点からも助言いただくことを目的として、昨年度と同じ学識経

験者からご意見をいただいたところです。 

 

【安藤委員】 それに附随して、実際に学識経験者との意見交換の場を持たれたのかどう

か、また、持たれたとすればどのように持たれたのかをお聞きしたいと思います。 

 

【網中教育政策課長】 今回の助言をいただくに際しては、学識経験者との意見交換の場

を設けました。 

 本年７月２１日及び８月２６日の２回にわたり、２名の学識経験者及び教育委員会事務

局の部長による評価委員会を開催して、各部長より取組内容等を説明し、意見交換・聴取
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を行ったところでございます。 

 

【山本委員】 この点検・評価報告書につきましては、市政だよりやホームページ等、何

らかの形で市民の皆さんに報告するのでしょうか。 

 

【網中教育政策課長】 平成２２年度の教育委員会点検・評価報告書につきましては、本

日議決を賜りました後、市議会で報告を行う予定としております。また、市民に対しては、

情報公開室への配架及び市のホームページへの掲載により公表を予定しております。 

 

【山本委員】 そうであれば、この文章の中で難しい表現などがありますので、例えば学

校教育部の給食施設更新事業で「ドライ化」といった難しい言葉をもう少し分かりやすく

したほうがいいと思います。 

 

【田中学務給食課長】 文章の表現につきましては、教育政策課と話し合って補足説明す

るようにしたいと思います。 

 今おっしゃった「ドライ化」ですが、給食施設におきましてはウエットシステムとドラ

イシステムという２つがあり、学校給食施設におきましては、安全性の向上から現在ドラ

イ化を進めております。 

 これまでであれば、厨房や学校給食の現場では調理作業中、食材の残渣や汚れなどを洗

い流しながら調理しますので、常に床が濡れた状態で作業しております。このような環境

は食中毒の原因となる細菌が増殖するおそれがあります。 

 それに対してドライシステムでは、床が乾燥しているため湿度が低く、温度も抑えるこ

とができるので細菌が増えにくいという利点があります。また、調理員も今までは長靴や

ゴムのエプロンを着用して調理を行っていましたが、作業着も今までより軽く、非常に作

業がしやすいという利点もございます。もう１点は、今までは同じ部屋で洗浄も調理も行

っておりますが、ドライシステムでは、検収室、下処理室、調理室、洗浄室というように

各部屋を分けることによって、より安全な給食の提供を行うものです。簡単に言いますと、

「ドライ化」というのは、そういうシステムを導入していくということです。 

 

【山本委員】 ドライシステムというのは、衛生管理の面で利点のあるシステムとのこと

ですので、なおのこと、このことは詳しく市民に教えていただきたいと思います。 

 これだけ暑い日が続きますと、保護者も子どもたちの給食についてはかなり敏感になり

ますので、そういうことに関してはもう少し詳しく説明すると、すごく分かりやすいので

はないかと思いました。 

 

【安藤委員】 市民に情報公開していくということでは、例えば同じページにある「スチ

ームコンベクション・オーブン」や「タフジェット」という言葉は専門用語ですので、市

民にも分かるように巻末に解説を入れたりしてはどうかと思いますが、いかがですか。 

 

【田中学務給食課長】 分かりやすくするように注釈つけるなどの工夫をしたいと考えて

おります。 
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 ちなみに、今おっしゃった「タフジェット」は非常に分かりにくい言葉ですが、簡単に

申しますと業務用の高耐久の給湯器です。ご家庭にある給湯器の大型版と考えていただけ

ればと思います。 

 また、「スチームコンベクション・オーブン」は、ガスレンジに加えてスチームの機能

も付いており、蒸し物も蒸し焼きもできるという器具です。 

 

【篠原委員長】 議会のことでお聞きしますが、地教行法の規定どおり、これは議会に報

告しなければならないものです。これで３回目の報告となると思いますが、過去２年間で

議会からのリアクションとして提案や意見等があったのであれば、少し教えていただきた

いと思います。 

 

【網中教育政策課長】 今回で３回目となります。前年度の実績を報告するもので、昨年

度までは３月議会で報告しておりましたが、やはりもう少し早い時期に報告がなされるべ

きではないかというご意見もいただいたところです。 

 そのことを考えまして、先進自治体の取組みや近隣自治体等の取組みを参考に、今年度

からはこの時期に報告するということで、今回提案いたした次第です。 

 

【篠原委員長】 これについては、常任委員会ではいくつかご質問があったと思いますが、

本会議では取り上げられるようなことはなかったのですか。 

 

【網中教育政策課長】 初めて市議会にこの報告を行いました平成２１年３月定例会の本

会議で、この点検・評価報告書を作成する目的等についてご質問がありましたが、それ以

降は本会議で取り上げられたことはございません。 

 ただ、当然、報告書に記載している各種事業等については、常日頃から市議会で様々な

ご議論をいただいております。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 委員会が自らの評価を始めて本年度で３回目になったわけで

すが、昨年度より非常に見やすくなっていると思っております。この点で、特に昨年度ま

での点検・評価報告書と本年度の報告書とで違っている点、また改善点があるようでした

ら教えていただきたいと思います。 

 特にその中でも、学識経験者のヒアリングを受け、助言をしていただいたこともその一

因であるかと考えております。これらの点を含みながら、つけ加える点がありましたら教

えていただきたいと思います。 

 

【網中教育政策課長】 今年度からの大きな改善点としましては、やはり学識経験者と教

育委員会の各部長との意見交換を行ったことが、非常に大きな点であると考えております。 

 ですから、昨年度の報告書と比べ、特に外部からの助言に係る後段のページが非常に増

えている点、また、現在の教育を取り巻く環境にまで触れていただいている点などで、今

回、改善が図られたと考えております。 

 それと、市議会への報告時期をこれまでの３月議会から９月議会とすることで、より施

策への反映を重視できるようになるものと考えております。 
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 以上のような点が大きな改善点であると考えております。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 私としても、より一層学識経験者と意見を交換する中で、今

後とも十分な評価が出されるようにしていきたいと思っております。 

 

【中原教育長】 とりわけ市民の意見をお伺いするということについては、教育委員の活

動として様々なところへ行っていただいて、関係団体ともお話をしていただいたり、集会

や研修会に参加していただいたりして、意見を取り入れていただいております。また、私

も昨年度まではタウンミーティングがありましたので、直接住民の方々のご意見をお伺い

もしております。 

 併せて、委員の皆さんには学校にも随分出向いていただいております。これは事務局も、

部長・課長は当然ですが、私も学校へ行って、校長や先生方との話を通して、できるだけ

直接意見を聞くようにしております。 

 いろんな意見をお伺いする中で、どういう方向に教育を進めていくかという考えの参考

にもできると思います。今回、このように報告書をまとめましたので、今後、これを活用

していきたいと思っております。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 教育現場では、小・中学校とも多くの事業を展開していると

思います。当然、委員会としては、教育現場に対して支援をしていくわけですが、この評

価の中からは、この点が見えてこないように思います。 

 そういうことで、教育現場がどのように動いているか、またどのように事業を展開して

いるか、といったことを評価に入れるにはどうすればいいかということも今後の課題の１

つになると思いますが、この点はいかがでしょうか。 

 

【網中教育政策課長】 ご指摘の点は、事務局としても課題として認識しているところで

す。今回で３回目となりますが、他市の状況や国の状況も含めて、この点検・評価に関し

てどのようなお考えであるか、情報収集に努めているところです。 

 その中で、教育委員会の点検・評価としては、やはり学校現場の動きも含めて取りまと

めをしていくことも必要ではないかという意見も出ているように聞いております。 

 今後も、この法の規定がある限り、点検・評価の報告は続くものですので、各自治体の

動き等も情報収集しながら、より充実に努めていきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 教育現場についての評価は、私も今後配慮すべき点と考えて

おります。そういう意味で、ぜひ教育に対する声を十分に聞きながら進めていきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

【篠原委員長】 各学校ともこういった点検・評価は行われているわけですか。例えば、

ずっと昔の話ですけれども、私がおりました学校では、総括というのがありました。 

 それに類するものが、現在、各学校で行われていて、「自校ではこういうことをやって

いる」、「これは優れている」、「こういうことは欠けているのではないか」といったこ

との点検がなされているかどうかを教えていただきたいと思います。 
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【靍原指導課長】 指導課が取りまとめをしておりますが、毎年、学校園長から学校等の

評価・報告書が提出されます。それぞれの学校で校長先生が学校経営についての目標を立

てますが、その目標をどのように達成したのか、あるいは取組み中なのかということを年

度末に取りまとめた報告書を毎年度提出いただいております。 

 それをもとに、事業に反映できるようなものは反映させていくように活用しているとこ

ろです。 

 

【篠原委員長】 この評価表では「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」の４段階評価ですが、学校の

評価には、このような評価はないのですか。 

 

【靍原指導課長】 学校評価につきましては、試行段階も踏まえて十分慎重に取り入れて

まいりました。現在の形としましては、４～５項目を重点項目として学校長が設けて、そ

れについての達成状況を文章表記し、評価としては「Ａ」から「Ｅ」までの５段階評価で、

学校長が総括会議等を踏まえて判断したものを集約するということになっております。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 毎年私どもから、教育委員会の大きな看板である教育重点目

標を出しております。それとの関わりについて、評価においてはどのように捉えられてい

るのかを教えていただければと思います。 

 

【靍原指導課長】 ４月当初の校園長会で、本市の教育重点目標等を校長に提示しまして、

それを受けて校長が学校教育目標を設定しております。 

 その学校教育目標は、例えばある学校では、「学ぶ力の育成、児童の自立支援」という

ことを１つの項目とし、２つ目は学校経営全般ということで、「保護者・地域連携の充

実」ということを２つ目の項目とし、３つ目の項目としては「教員の資質向上」というよ

うに項目を設けて、１年間、その大きな目標を全職員に周知しながら進めていくという状

況です。 

 

【山本委員】 この評価に関連して、私は保護者としてここにおりますが、今年も地域の

意見交換やその他諸々の活動を通じて、また違った視点から地域の方々と関わっているこ

とがありますので、それを皆さんに少しでも伝えることができればいいと思っております。

また、皆さんにもこれからも色々と教えていただいて、これからも勉強しながら携わって

いきたいと思っております。 

 

【篠原委員長】 この点検・評価というのは、やはり課ごとに、予算と係わりがかなりあ

ると思います。どれだけ予算がついたのか、またその執行に当たってどれだけのことをし

たのかということで、決算でも出てくる問題ですが、やはり点検・評価は予算の面も密接

に絡んでいると思うわけです。 

 それからもう１つは、先程から学校の話が出ていますが、やはり市民として最も教育と

いうものを見るのは学校を通してであって、まず近くの学校はどのような教育を行ってい

るのかということが一番の関心事だと思います。そういう意味でも、学校の点検・評価は
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非常に重要だと考えます。 

 それから、先程お話がありました教育重点目標に関しては、これは立派なものだと思い

ますが、その中で例えば「中学校区を単位とした教育コミュニティの構築」という項目が

あります。しかし、それがどの程度進んでいるのかが余り聞こえてこないように思います。

ですから、そういうことに向かって一歩でも進むように、例えばモデルスクールをつくっ

てやってみるなど、前進したということが目に見えるようなことを行っていただきたいと

思います。 

 

【中原教育長】 小中連携での中学校区の教育コミュニティづくりは、積極的に進めてお

りますし、実際に進んでもいます。幼稚園や小・中学校では管理職だけでなく、職員が交

流する場もしくは研究する場が設けられております。また、具体的な連携については、中

学校の先生が小学校で授業をしたり小学校の先生が中学校で授業をしたりなど具体的な動

きが出てきております。 

 小学校同士、中学校と小学校、更に小学校と保育所や幼稚園を結びながら、一貫的な教

育を進めていこうという具体的な動きになってきていますので、事務局も具体的なところ

を報告していただきたいと思います。 

 

【靍原指導課長】 本年度に新たに立ち上げた事業としまして、中学校区単位で４中学校

区をモデルに指定し、コーディネーターとして、各中学校区を取りまとめる役目の人を配

置する小・中パートナーシップ推進事業があります。 

 経過としましては、昨年度中に各学校長に事務局としての方向性を示し、事前にヒアリ

ングを行い、積極的に手を挙げた４中学校区を最終的に選んだもので、先日もその中学校

区からヒアリングあるいは研修で集まっていただいた折には、思った以上に取組みが進ん

でいるという状況でした。 

 特に小学校・中学校の人の交流、またそれに伴う子どもたちの交流も含めて、１学期中

から積極的に実施している状況です。 

 

【篠原委員長】 ただいま指導課長から実践例についての説明があったわけですが、実際

には着実な仕事を重ねておられて、一歩ずつ前進はしているけれども、それが市民の耳に

入ってこないというのはＰＲ下手だと思いますので、「これだけのことをやっています」

ということを市民に知らしめるような広報のあり方も模索してほしいと思います。 

 

【靍原指導課長】 実は、ヒアリングでもそういったことが話題に上りまして、２学期以

降は積極的に広報活動をしていこうということで、上之島中学校区では、早速ホームペー

ジに、ニュースとして、各学校がどのように取り組んでいるのかという実例を、写真入り

で掲載して発信しております。今後は、それが市民により見ていただけるようなアピール

を、事務局としても考えていきたいと思っております。 

 

【中原教育長】 各学校で、学校通信・学年通信・学級通信を出していますが、それが保

護者止まりになっているということから、地域に配れるように一歩踏み出した学校も出て

きております。 
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 どのように進めていくのが最もいいのかということは、どこで情報を得ていただけるの

かということですので、我々としてもそれを考えながら、市民にご理解いただけると、協

力体制もとれると思いますので、今後できるだけ発信をしていきたいと思っております。 

 

【篠原委員長】 本市の教育委員は、他の市町村から見ても、かなり積極的に活動してい

ると感じています。例えばスポーツ関係では百瀨委員長職務代理者、また音楽関係では、

各学校を訪問されて、あるいは管弦楽の指導もなさっている安藤委員、それから山本委員

はＰＴＡ活動を通じてかなり積極的に各学校にも出向いておられます。それ以外の関連行

事にも積極的に参加しておられて、非常にいいと思います。 

 この点検・評価があるから申し上げるわけではないですが、我々５人も、事務局とも協

力しながら、益々八尾の教育に誇りを持って、オール「Ａ」をつけられるように頑張って

まいりたいと考えています。 

 活動の一端でも披露することがあれば、各委員からお願いしたいと思います。 

 

【安藤委員】 一番近いところでは、８月２７日に保育所の保育士のための研修会で講演

と演奏をいたしました。 

 これから幼保一元化、一体化が進んでいくので、それを踏まえてこれから歩んでくださ

いということを申し上げて講演は終えました。それから、元プロとして演奏を皆さんに聞

いていただいて、自分は何ができるのかということも皆さんが考えて積極的に進んでほし

いということを伝えてきました。 

 また、八尾河内音頭まつりの日も、八尾の消防隊と久宝寺中学校の生徒たちが演奏をし

ました。この暑い中で頑張っているということで、中学生・小学生たちが頑張っている姿

勢を、皆さんも応援してあげてほしいと思います。 

 それから、これは先のことですが、１０月から１２月にかけて、中学校は音楽授業、小

学校は演劇ということで、手を挙げていただいた３校ずつが、音楽に関しては、大阪フィ

ルハーモニー交響楽団と八尾市文化振興事業団と学校との連携の中で授業が行われます。 

 小学校は演劇ということで同じように取り組んでいきます。学校の取組みとして非常に

うれしいと思いますし、皆さんも一緒に歩んでいただけたらありがたいと思います。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 昨今、青少年の規範意識が非常に問われております。そうい

う中で、子どものスポーツに係わって、大会・研修会に参加した折に感じたことを述べて

みたいと思います。 

 各大会また研修会におきまして、特に大会の役員の方々、指導に当たっている方々、ま

た審判員の方々が、子どもたちに対して、特にルールを守ることの大切さ、そしてルール

を守ることによって、その中で楽しく、自由にできるんだということを本当に真剣に教え

ておられました。 

 そういう姿を見るにつけて、今後この子どもたちが大きくなっていくに当たり、ルールを

守っていくことや、あるいは共に他を思いやる心を十分に学んでいると確信いたしました。 

 子どもたちに向けた大会に参加しながら、委員会としても、この大事な各大会を見つめ

ていく点、評価するべき点が多々あるのではないかと感じました。 
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【山本委員】 この点検・評価報告書を見まして、生涯学習スポーツ課は評価が「Ｂ」と

いう事業が多くあるのですが、その内容は、とても目標が達成しにくい事業が多いような

気がしました。計画というのはすごく大事なことで、計画して、１つでも実行するように

なさっていると思いますが、他に比べて「Ｂ」という評価が多いというのは、大変な事業

が多いのではないかと思いました。 

 それから、地域と学校との交流に関して、最近はオープンスクールというのは余り聞き

ませんが、なさっていないのでしょうか。毎回している学校もあると思いますが、地域の

皆さんに来ていただきやすいのがオープンスクールではないかと思います。そういうこと

がありましたら教えていただければと思います。 

 

【靍原指導課長】 オープンスクールそのものではないかもしれませんが、積極的な例と

しては、夏季休業中に地域の人に講座をもっていただいて、中学校区ぐるみで児童・生徒

が参加して、現場の先生も講師として、地域の方々も講師として、それぞれ自分の得意な

分野を夏の講座ということで開設しまして、子どもたちと触れ合ったり、あるいは保護者

が来られたりするという例がございます。 

 それから、日々ということではないのですが、行事を非常に活発に行っている学校では、

中学校の生徒会が主催した行事に、地域にも呼びかけて一緒に参加していただくというこ

とで、文化祭を初め、地域清掃も含めて、学校の取組みを理解していただくような取組み

は進んでいると思います。 

 

【百瀨委員長職務代理者】 生涯学習スポーツ課に関して、子どもたちに対する大会等、

多くの事業を持っておられるわけですが、各大会の役員や指導者がバラバラに子どもに当

たっているのか、それとも「八尾市の子どもたちはこう育てていきたい」という一体化し

た中で話し合いをされた上で進めておられるのかをお聞きしたいと思います。各大会の役

員が非常に熱心ですから、一貫した子どもたちの姿を決めてやっておられるのかと思った

のですが、その点はいかがですか。 

 

【松井生涯学習部次長】 具体的に大会ということでは、夏の野球大会と冬のサッカー大

会の２大会を、主に我々が主体となって開催しております。 

 実際、我々は、事務的準備も含めて多々行うわけですが、現場の子どもたちに対する練

習等につきましては、各学校の監督の先生、コーチの先生に委ねているのが現状です。 

 学校での練習の状況は、残念ながら私たちは聞く範囲内ですが、ただ、やはり山本球場

というと「八尾でいう甲子園」という言葉も聞きますので、子どもたちの憧れの場所で観

戦したり、また素晴らしいブラスバンドの演奏の下での開会式の様子等を拝見したりしま

すと、子どもたちにとっては、大会に参加できたことは人生に何度あるか分からない経験

であり、我々の想像以上のものがあるのではないかと感じているところです。 

 そうした意味では、子どもたちの教育の観点から、もっとスポーツを通じて広い形での

貢献ができればと思っておりますが、これは今後の課題であると認識しております。 

 ただ、スタンドから見た一体感、保護者も含めた一体感というのは、今後も継続して、

もっともっとすばらしい大会に育てていくべきというのが担当している者の感想です。 
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【百瀨委員長職務代理者】 ぜひ各大会の事業に「Ａ」がつけられるように、共に頑張っ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

【中原教育長】 教育重点目標では、「知・徳・体の調和をとれた人間の育成」というこ

とを中心に掲げておりますが、数値目標としてどこまでできているかということは、見え

づらい部分があります。 

 例えば、事件の件数が減ったとか、学校が落ち着いてきたといったことは、ある程度は

数値がとれますが、人間の成長を数値で表すことは難しいところです。ただ、不易と流行

があるように、しっかりと学力も人間力も基礎を定着させていくことと、それぞれの時代

で、新たな事業展開をさせていくことも大切ですので、それぞれのときの市民の方々の考

え方や、教育基本法の示すところを拠りどころにしながら、「何をしなければならない

か」そして「徹底してやっていくのはこの部分だ」ということをきちんと考えながら進め

ていきたいと思っております。 

 

【篠原委員長】 それでは、他にご意見、ご質疑もないようですので、採決に移らせてい

ただきます。 

 議案第２５号について、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【篠原委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第２５号「平成２２年度教育

委員会の点検及び評価に関する件」については、原案を適当と認めることに決しました。 

 予定案件についてはこれで終わりですが、この際、委員の皆様方から何かご発言はござ

いますか。 

 特にないようですので、以上をもちまして、本日の臨時教育委員会を終了いたします。 

 なお、本日の署名委員に百瀨委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

（署 名）篠原委員長 

 

 

                                                    

 

百瀨委員 

 

 

                                        


