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我孫子市教育委員会 



１．招集日時     平成２９年１月２４日（火）午後２時００分 

２．招集場所     教育委員会 大会議室 

３．出席委員     教育長  倉部 俊治   委 員  豊島 秀範 

           委 員  長谷川浩子   委 員  足立 俊弘 

           委 員  蒲田 知子 

４．欠席委員     な  し 

５．出席事務局職員 

  教育総務部長                      小島茂明 

  生涯学習部長                      小林信治 

  教育総務部次長兼総務課長                増田謙二 

  生涯学習部次長兼生涯学習センター長兼生涯学習課長    吉成正明 

  学校教育課長                      吉川廣一 

  文 化 ・ ス ポ ー ツ 課 長 兼 白 樺 文 学 館 長 兼 杉 村 楚 人 冠 記 念 館 長    鈴木 肇 

  指導課長      大島慎一   鳥の博物館長     斉藤安行 

  図書館長      今井政良   教育研究所長     水戸勝英 

  生涯学習課主幹兼公民館長     少年センター長    羽場秀樹 

            丸山正晃   文化・スポーツ課主幹 小林由紀夫 

                   教育総務課長補佐   森田康宏 

 ６．欠席事務局職員  な  し 
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午後２時００分開会 

○倉部教育長 ただいまから平成２９年第１回定例教育委員会を開会いたしま

す。 

 これより会議を始めますが、教育委員並びに事務局職員に申し上げます。我

孫子市教育委員会会議規則第１８条の規定により、会議で発言する場合は挙手

をし、私が指名してから発言をお願いします。また、会議を円滑に進めるため、

発言は一問一答でお願いします。 

 

○倉部教育長 本日の日程の前に、北嶋扶美子前委員の任期満了による退任に

伴い、平成２８年１２月２６日付で蒲田知子委員が就任されましたので御紹介

いたします。蒲田委員、御挨拶をお願いできますでしょうか。 

○蒲田委員 今、御紹介いただきました蒲田でございます。よろしくお願いい

たします。 

 私は昭和４３年から我孫子に住んでいまして、幼稚園、小学校、中学校と我

孫子の中で布佐小学校、布佐中学校で過ごしておりました。子供もつくし野で

育てていましたので、我孫子の教育とかかわる機会が多かったといえば多かっ

たのですけれども、時代によって変わってきますし、子供が２人いましたが、

上の子と下の子のときにはゆとりがどんどん広がっていくときで、随分変わっ

ていったなと思いながら過ごしたりもしておりました。また、子供が産まれて

から、鳥の博物館がちょうどできるころにそのあたりに住んでいましたので、

建ち上がっていくところを見たりということをしていたのも懐かしく思ってい

たりもしています。 

 私は、皆さんも御存じのとおり人権擁護委員をさせていただいているのです

が、人権擁護委員をしながらも教育というものに触れる機会はとても多くて、

子供たちへとなると教育委員会にも協力をいただきながら、先生方と形だけの
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つき合いではなくて、本当に子供にとって何が大事なのだろうということを先

生方からお聞きしながらという活動をさせていただいてきました。そういった

ことも経験として生かしながら、教育は赤ちゃんから亡くなるまでという、と

ても幅の広いものになっていますが、その中で私が考えていけること、皆さん

と工夫できることを探しながら、少しでも力になりたいと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○倉部教育長 よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 続きまして、同じく平成２８年１２月２６日付で豊島秀範委員が再任されま

したので御挨拶をお願いいたします。 

○豊島委員 豊島秀範でございます。４年間が過ぎたというのは、あっという

間でして、自分で驚いております。いろいろありがとうございました。 

 委員になってすぐ高校入試の問題が起こりまして、その中でいろいろなこと

を学ばせていただきました。中学校の成績の記入の仕方等、統一的なパソコン

の導入がありました。それで全部済んだとは思っていないのですけれども、そ

の後のことが余り聞かれていないので、注意はしていきたいと思っております。

３１年度で小中一貫教育が完成するということで、２９年、３０年、３１年と

３年間お世話になりますので、その間はしっかりと力を尽くしたいと思います。 

 昭和２２年生まれ、団塊の世代ですので、この中で私は一番年上なのだと思

います。自分が一番年上なのだということを十分に自覚して、恥ずかしくない

ように微力を尽くしたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○倉部教育長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。なお、

豊島委員につきましては、同日付で教育長職務代理者として指名いたしました

ので、よろしくお願いいたします。 

 

会議録署名委員指名 
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○倉部教育長 日程第１、我孫子市教育委員会会議規則第３１条の規定により、

会議録署名委員を指名します。長谷川委員にお願いします。

 

諸  報  告 

○倉部教育長 日程第２、諸報告を議題とします。事前に配付された事務報告、

事務進行予定資料等に補足する説明や追加する事項があればお願いします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 ないようですので、これより事務報告に対する質疑の時間とい

たします。質疑があればこれを許します。 

○長谷川委員 ３ページの指導課をお願いします。１の「ＡＬＴミーティン

グ」で、内容のほうに「市内史跡めぐり」とあります。毎月報告を受けている

ＡＬＴミーティングは、その下の２番のように、ここで行われる学習内容だっ

たり、先月の報告にもあったタブレット端末の使い方だったと思うのですけれ

ども、今回の市内史跡めぐりはＡＬＴの方々の御希望だったのか、もしくはふ

るさとカリキュラムに英語教育をつなげていくとか、そんな計画があるのか教

えてください。 

○大島指導課長 お答えします。この史跡めぐりについては、新しいＡＬＴが

雇用された年に行っています。また、ふるさと教材も今ＡＬＴのほうでつくっ

ていますので、そういったこともありまして、新しく来た方、それから興味の

ある、ここに参加したいというＡＬＴが集まって行われたものになります。 

○豊島委員 今のＡＬＴの、下のところは１２人なのですけれども、８人しか

集まれないというのは、これはどうしてだったのでしょうか。 

○大島指導課長 基本的には希望ということで、全員参加という形では今回は

ありませんでした。希望する者、希望するＡＬＴという形です。 

○豊島委員 承知しました。 
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○豊島委員 ４ページの２番目の「不審者情報」の件です。別のペーパーでも

細く説明がありました。その中にもいろいろありましたが、ここで不審者情報

は２件なのですけれども、つきまといと暴力行為。つきまといの問題ですけれ

ども、暴力行為はちょっと黙っておけない問題かと思いますけれども、この不

審者情報の件で、もう少しわかる範囲で、述べられる範囲で教えていただけま

すか。 

○羽場少年センター長 お答えします。つきまといにつきましては湖北駅の近

くで、あそこに茶畑という商店がありますけれども、そこのところでとまって

いた車から声をかけられたと。場所が非常に狭いところですので、声をかけた

後に、子供たちが自転車で前に行った後をついてきたという形になっているの

ですが、ゆっくりついてくるしかないので、これは何とも言えないのですが、

一応そういう形で近隣の小学校に出しております。 

 それからもう１つの重大な暴力行為に関してですが、これは市の警察の生活

安全課からもメールが流れた件になっているのですけれども、女子高校生が道

を聞かれたので答えようとしたところ、背後から手を回されて口を塞がれそう

になった。慌てて逃げたため、それ以上被害に遭わなかったということで、主

任児童委員の方から学校のほうに報告がありまして、それからこちらのほうに

報告があった。警察のほうからも通報により対応したという形の案件になりま

す。以上です。 

○豊島委員 つきまといのほうは、茶畑は私の住んでいる近くなのですけれど

も、どうしようもないということはないですけれども、車がすれ違える道です

けれども。２番目の暴力行為のほうは、これは暴力と言えるかどうかはあれで

すけれども、手がかかったわけですよね。その後の解決というか、誰だという

か、そういうことは全然わからないのですか。犯人といっていいかどうかわか

りませんけれども。 
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○羽場少年センター長 警察のほうで対応はしたのですけれども、加害者につ

いては特に確定はしていないという形だそうです。 

○豊島委員 そうですか。 

○倉部教育長 よろしいですか。ほかに事務報告についていかがでしょうか。 

○豊島委員 ６ページの「教育研究所における相談の概要」のところです。 

 毎回、本当に細かなデータを出していただいて、我々はそれでいろいろなこ

とがわかるようになっております。助かります。その中で、今月の稼動状況の

ａの「相談活動」の中でも、来所相談が１８７件、前月は１７３件。前年度を

比較しても同じようなものですけれども、こういうふうに施設に相談をするこ

とができるというのは非常にいいなと思っています。その状況を了解した上で、

さらに上の１番に戻りまして「③子どもの性格や行動に関すること」というの

が、これはどうしても多いのですけれども、今文科省もそうですが、こういう

支援が必要な児童・生徒に対してはちゃんとやれというような状況にはなって

いるわけです。そういうことを考え合わせて、こういう解決方法というのはな

かなかありませんけれども、ずっと携わってこられている研究所の責任のある

方として、何かこういう方法があったらいいのではないかというアドバイスみ

たいな、そういうものはありませんでしょうか。 

○水戸教育研究所長 委員がおっしゃるとおり、今文科省のほうでも、こうし

た発達障害の子供たちの問題を非常に重く受けとめている。幸い我孫子市では、

近隣の市と比較して市内の特別支援学級の数も大変多いという状況です。残念

ながら打ち出の小づちは私どもまだ見出せていなくて、これをすれば向上する

よというものは本当に子供によって千差万別です。また、子供たちが学校の中

で学習活動や友達との交流や、学校生活がうまくいくことを支えるということ

を中心にして、私どもは相談活動を行っているということ。それから、御家庭

の中で親御さんとの関係、ある意味親御さんもお子さんのことを丁寧に育てて
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いただくためのアドバイス、親御さんにとっては来所されて相談いただくとい

うことと、それから学校に対して、子供の様子を見せていただいた上で先生方

にアドバイスをするということ。この２本立てて研究所は進めているところで

す。 

 学校の先生方も非常に戸惑いながら、そういった子供たちや保護者の方々に

丁寧に対応してくれている。そこに研究所として、保護者に対して、それから

学校に対して、丁寧にアドバイスをしていくことを積み重ねていくということ

しか、今現在の私どもの解決策というのは見出せていませんし、多分ないのだ

ろうと思います。これまでもアドバイザー派遣事業という形で、学校に対して

は、この日に、この学校にアドバイザーとして行きましたよというふうな御報

告をさせていただいておりますが、今後もその両輪を地道に重ねていきたいと

いうふうに考えております。 

○豊島委員 ありがとうございます。そのとおりだと思うのですけれども、何

かしら突破口を、そう簡単ではないということは、本当に今のお話をずっと伺

っている私としては身にしみているのですけれども、このままではやはりいか

んだろうというふうに、どこかそういう思いはあるのです。 

 勤務校でも支援学級を教えることのできる資格を取れる教員の養成をスター

トとしているのですけれども、そういう先生方というのはもっと必要になるだ

ろうということと、学校を回らせてもらっていて、情緒のクラスというのはど

んどんふえていく。８名以上になれば、またふえる。そうしたら手が回らない。

だけれども、何とかしなければいけない。それを見せていただいて、お話を伺

っていて、何か心が締めつけられるのですけれども、ではどうすればいいんだ

ということなのですけれども。我孫子は今、市長さんも、教育長さんも、皆さ

んもそうですけれども、この教育委員会の活動というのはすばらしいと思うの

ですよね。私はそう思います。私はほかの地域のことを全部知っているわけで
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はないですけれども、すばらしい。そういう中で何かやっていけるのではない

かなと思っているのです。その１つが、そういう特別支援の先生方を何とかし

てふやすというか、余裕を持たせるというか、そういうふうなことをしていか

ないといけないのかなと思っているのですけれども。そんなことを前に申し上

げたのですけれども、「そう簡単にふやせないよ」と言われれば、「はい、そ

うですか」と言うしかないけれども、我孫子の教育を近隣のあれよりもよくす

るためには、その辺に１つはあるのではないかなと思うのですけれども。これ

は祈りみたいなものなのですけれども。 

○倉部教育長 豊島委員の切実なる思いは多分教育委員の皆さん、私も含めて

感じているところだと思います。この問題については何回もその都度出されて、

なかなか解決策が見出せないというところだと思います。おっしゃられたとお

り教員の資格の問題、それから家庭と学校をつなぐ、そのような教育環境をど

ういうふうに整備していくかというのはなかなか難しい問題ですので、引き続

き教育委員会として、教育委員の皆様の力をかりながら同じように思いを持っ

てやっていくしかないと思います。 

 ただ、毎回出ますように、人的な増員要件というのは、なかなか１市だけで

はできない状況にありますので、そういうものを県へある程度要望しつつ、あ

とは市の中で、どれだけそれを補うことができるのかというのを引き続き検討

していきたいなと思っています。 

 最近、市長のほうにもお願いしています特別支援学級に対してのＩＣＴ支援

とか、一人一人に寄り添える環境をつくっていくというのが一番大事だと思っ

ています。残念ながら、独自ではまだ配置できていませんスクールソーシャル

ワーカーとか、県の配置の人数が限られている。そういう中で、いかに現場と

して、そういうものの対応をとっていくかというのが大事だと思っていますの

で、残念ながら解決策はすぐには出ませんけれども、引き続き皆さんと一緒に
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考えていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○蒲田委員 ２４ページの鳥の博物館ですが、３番で空調設備更新工事をして

いると書いてあります。実際に私も通ったときに、工事のために物を出し入れ

するところのシャッターが長い時間あいているのを見たのですが、通常は虫が

入らないように、花粉が入らないようにということで、出入りのときにドアも

早く閉めるというか、とにかくそんなものが入らないようにしていたところが、

工事のために長い時間あけざるを得ない状況だったと思っているのですが、そ

うなると、とてもきれいに管理されている剥製のほうに害がないのかなと。ち

ょっとわからないのですけれども、館内燻蒸をするとか、そういったことは考

えてありますということがあるのでしたら、教えていただきたいと思います。 

○斉藤鳥の博物館長 御心配どうもありがとうございます。確かにおっしゃる

とおり、博物館をあけ放しにしておくと、いろいろな食害虫が入ってよくない

ということはあるのですけれども。それは工事の初めから心配していました。

なお、時期的に冬であるということで、夏、秋、春のようにたくさん入らない

という、そこは少し安心なところなのです。 

 また、標本を移す前に収蔵庫をしっかり見て、食害虫がいないかどうかチェ

ックする。最近は薫蒸に関しても、特に強い薬を入れて一挙に殺すというより

も、それは人体にも害があるということで、学芸員がしょっちゅう監視してと

いうか、観察して、そういう虫が出たときに対応するＩＰＭというやり方なの

ですけれども、そういうやり方が全国の博物館で行われておりまして、鳥の博

物館でも特によく観察するということで、もし何かそういう虫が出たら対応す

るということで、対処していきたいという計画です。当然５月、６月にまた全

館薫蒸もありますので、様子を見ながら対応していきたいと思います。 

○倉部教育長 よろしいでしょうか。 

○蒲田委員 ありがとうございます。本当に鳥の博物館の剥製はきれいなので、
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よその博物館に行っても、私は比べて見ているのですね。比べて見ても、本当

に我孫子のものはきちんと管理をされているなというふうに見ておりますので、

お聞きしました。ありがとうございます。 

○倉部教育長 それに関連してなのですけれども、例のあれはもう見られなく

なったのですか。逆に工事中だからこそ、剥製が一堂に会している部屋がある

のです。先日、部長と一緒に拝見しに行きました。壮観でした。ふだんはバッ

クヤードに隠されていて見られない剥製が、まさしくずらりと並んでいる。い

わゆる鳥の博物館が持っているもともとの、そういうものだというものが今だ

からこそ見えるという機会がありましたので、ああいうことを見るのもなかな

かいい機会だなというふうに思っています。まだあれは続いていますでしょう

か。 

○斉藤鳥の博物館長 ２月１日からのオープンということで、移動した標本を

１階の収蔵庫に運んでいる最中です。そういう一堂に見られる機会というのが

ないので、博物館ボランティアの市民スタッフにお声がけして、何人かには見

ていただきました。展示のリニューアルのときにも、そういうイメージが役立

ってくると思うので、今後何とか生かしていきたいと思います。 

○倉部教育長 ありがとうございます。行く行くはバックヤード等の見学等も

委員さんにはできるかと思いますので、そのときに御確認いただければと思い

ます。 

○豊島委員 ７ページの生涯学習課のところの成人式の件です。行事がぶつか

ってしまって、午後のほうしか見られなかったのですけれども、ここ４年ほど

拝見してというか、参加していて、我孫子の成人式というのは彼ら自身が取り

仕切っているということもあって、非常にいいですよね。本当にすばらしい。

ほかのどことは言わないけれども、恥ずかしいところがありますよね。我孫子

はすごいなと思うのです。 
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 その上でなのですけれども、ずっと見ていて、ややマンネリズムという。あ

っ、終わったんだという、何かちょっと寂しいというか、各小学校などの先生

方のあれが出ていて、それはそれでいいし、先生方も参加してくれているとい

うのは抜群にいいと思うのですけれども。それはそれとして、いい意味での盛

り上がりに少し欠けてきているかなという気がしているのです。それは私だけ

の感想かと思いますけれども、あの形がとられてから何年たつのかわかりませ

んが、彼女、彼らがやっているわけですから余計なことは言えないのですけれ

ども、成人式というものを取り仕切っている生涯学習課のほうで、今までの流

れを見ていて何か感想等がありましたら、あるいは問題点がなければそれでい

いですけれども、ありましたらおっしゃっていただければと思います。 

○吉成生涯学習課長 御意見ありがとうございます。私も今回初めての経験で、

新成人と一緒につくり上げてきたのですけれども、やはり自分も生で初めて見

て、昔の卒業アルバムの写真ですとか、あとは恩師の先生方のメッセージとい

うことで、そこで終わってしまっている。最初に主催者の挨拶、来賓から祝辞

というものはいただいているのですけれども、それとは別に新成人に対するメ

ッセージとして、例えばビデオメッセージの最後に、例えば我孫子にゆかりの

ある方ですとか、そういった方のメッセージをいただくとか、そういった工夫

とかが必要なのかなというのは、ちょっと感じた次第です。ですので、そうい

ったものもちょっと取り入れながら、次回はさらに工夫していきたと思ってい

ます。 

○豊島委員 よかったのですよ。悪いなんて言っているわけではないのですけ

れども。１つのパターンになってしまっているという、そのパターンさえやっ

ておけばいいという、そういう形に今なってしまっているのかなというのが、

ちょっと見えたものですから。 

○倉部教育長 答えはありますか。 
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○吉成生涯学習課長 毎年毎年見られている方というのは、確かに毎年同じだ

なというふうに思ってしまわれるかとは思うのですけれども、ただ新成人とし

て参加する方はそれを唯一、そこ１回限りなので、その方たちが来てよかった

と思える成人式であれば、見ているほうは毎年同じだなと思っても、やむを得

ないのかなとも思います。新成人をお祝いして、新成人に大人になったんだと

いう自覚を持ってもらうということで、そこの目的がきちんと果たせれば、で

きるだけいろいろ工夫はしていきたいと思っていますけれども、それはそれで

いいのかなというふうにも思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○豊島委員 ８ページの「視聴覚ライブラリー」のところですが、この時期に

こうやって出していただけるのですけれども、例えば一番上の地域交流教室利

用状況というのは、これはアイデアがよかったですね。その次の次の１６ミリ

のフィルムとかビデオもそうなのですけれども、これらは本当に使用数が少な

いのですが、ただ少ないからといって取りやめということではないです。ない

のですが、極端に少なくなってしまった。１６ミリは前からそうですけれども、

少なくなってしまったということに対して、今後とも貸し出しみたいなものを

こうやって続けていくというほうがいいのかなという、そこをどうかなと思っ

ているのですけれども、いかがでしょうか。 

○吉成生涯学習課長 確かに１０月、１１月、１２月という３カ月で見ると、

ちょっと寂しい数字になってしまっているのですけれども。基本的には学童保

育ですとか保育園ですとか、そういったところを中心に、夏休みの機会、７月

と８月というのは、かなり現在でも借りていただいて活用されています。ただ、

こういった１０月、１１月、１２月にもっと利用できないかというところの工

夫をしていかなくてはいけないとは思っていて、今年度も目録をつくったり、

チラシをつくったりしてＰＲに努めてきましたので、またそこを続けて頑張っ
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ていきたいと思っています。 

○豊島委員 ありがとうございます。何月がどのくらいだったか全部は覚えて

いないのですけれども、１６ミリなんかは年間通してかなり少ないというふう

なことはイメージとしてはありますものですから。減らす必要はないですけれ

ども、仮に少なくても、こういう意味でこれは必要なのだというふうなことは

必要だと思うのですよね。ですから、その辺のことをちょっと伺いたかったの

でお聞きしたのですけれども。 

○長谷川委員 同じところなのですけれども、確かに１６ミリだったら、取り

扱いとかそういう講習が必要だったりとかあるかと思うので、なかなか貸し出

しがふえるとはいかないとは思うのですけれども。一番下のＤＶＤソフトで、

一般の方で１６本、前年度比で２０００.０％と出ているかと思うのですけれ

ども、この一般の方で１６本をお借りしたのは１人の方なのでしょうか。 

○吉成生涯学習課長 その一般の方という方がどのような方だったのか、ちょ

っと私は把握していないのですけれども。基本的には一般というのは大体自治

会ですとか、あとは市民活動団体ですとか、そういった方々が借りていくとい

うことでは承知しているのですけれども。その１６件の内訳はちょっと申しわ

けございませんが、今把握していませんので後ほど。 

○倉部教育長 後ほど調べて御報告いただけますか。よろしくお願いします。 

○丸山公民館長 今の部分で、公民館担当としましても、生涯学習の企画調整

のほうからも、今度公民館の講座のほうでも、こういったライブラリーがある

んだということで、目録も紹介していこうということで、来年度に向けてはそ

の辺工夫を今しておりますので、利用率向上については課を挙げて協力してい

こうというふうに思っております。 

○倉部教育長 ありがとうございます。積極的に利用について仕掛けるという

ことですので、よろしくお願いします。 
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○豊島委員 ２０ページの共催事業のところです。前にも申し上げたのですけ

れども、湖北郷土資料室を活用して、湖北地区の公民館で講演会と展示会、こ

れは両方合わせて行われたということですけれども、こういうふうな地元の資

料室なんかを積極的に生かして活動していくというのはいいなと思います。ぜ

ひそうやってもらいたいと思うのですけれども。この湖北郷土資料室を使って

の共催事業というのは、１２月１８日、今回１回だけの単発のものなのでしょ

うか。毎年これに近いようなものは何か考えていこうとしているのでしょうか。

ちょっとそこを伺いたい。 

○鈴木文化・スポーツ課長 湖北の郷土資料室は、湖北地区で行った発掘調査

で出土した遺物等を展示しておりますが、その中央部分にスペースがありまし

て、今委員がおっしゃった事業は、市史研究センターと共催でそのスペースを

活用して今回初めて行いました。これが毎年続くかどうか今はっきり言えない

のですが、あいているスペースは、例えば新たに発掘等があった場合のミニ企

画展だとか、市民団体との共催事業に活用は考えていきたいと思っています。 

○豊島委員 ありがとうございます。ぜひそういうふうにしてもらいたいです。

湖北のあたりだけではないのですけれども、本当に古いのですよね。地層が古

いというか、歴史が古いというか。そういうことを余り知られていないのかも

しれない。教育活動とか、前にも触れてはいたのですけれども、何かそういう

活動を通して、せっかくあそこをつくったのですから、湖北の郷土資料室とい

うのを定期的に活用していくような方向で何か考えたいなと思うのですけれど

も、ぜひまた考えていただけませんか。お願いしたいと思います。 

○倉部教育長 要望ということでよろしいですか。 

 これに関連して、今回の『湖北村誌』、いわゆる寄贈を受けたということで

の企画でもあったと思いますので、その辺の実施した経緯について、もし説明

ができれば。それはわからないですか。 
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 私もこの会に参加して御挨拶させていただいたのですけれども、子孫の方か

ら、たまたまお持ちになっていた村誌をやるに当たっての、いわゆる校閲の経

過とか、そういうものを記した本をいただきました。それがきっかけとなって

我孫子市史研究センターの方たちとかが、ぜひここでやりたいという強い思い

の中で開催されました。我孫子の中にいろいろな郷土資料というものがたくさ

んありますし、その資料をどうするかという課題もいただいているのですけれ

ども、そういうものを活用しながら、こういう場所を工夫しながら使っていき

たいなというのが担当の考えだと聞いていますので、これからもそういうよう

な企画展を出せるように担当と協議していきたいと思っています。よろしくお

願いします。 

○豊島委員 ありがとうございます。今、教育長さんからお話を伺ってよかっ

たです。我孫子市史とかそういうのをつくる、私もやっているのですけれども、

それをつくって終わったら、その後、その資料の保管とか資料の活用とかで、

おおよそがお手上げになるのですよ。その資料の保管室をつくるのが、人的に

も、場所的にも大変なのですよね。今の例えば湖北に関することとか、何とか

というのも、あそこの中央スペースがあるということですので、本当にそうい

う郷土の資料室みたいなものを保管していくというのは手ですよね。我孫子市

の駅前のところの本屋さんに、郷土史を置いていたコーナーがあったのです。

今それはなくなりました。あの本屋さんに行って「我孫子市の郷土史のコーナ

ーはどこに行ったのですか」と聞いたら、「なくしました」と。それぐらい、

ある意味では売れないのです。売れないけれども、それをなくしてしまうと大

変なことになるのです。ですから、そういうものを保管するということも資料

室の一つの役目ではないかなと思っています。今お話を伺ったので、それに乗

っからせてもらいました。以上です。 

○倉部教育長 今のことに関連して、今井図書館長。 
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○今井図書館長 大切な郷土資料ということで、私ども図書館におきましては

郷土資料コーナーというものを設けまして、市内のそういった資料を大切に保

管する、それから皆様に閲覧していただく。物によりましては貸し出しも可能

なものもあります、市においては図書館が寄贈を受けたり購入したりとかいっ

た形で収集して、郷土資料というコーナーで皆様にお示ししているというとこ

ろでございます。 

 今後ともそういった大事な資料、新しいものだけでなく、古書についても発

見され次第、図書館で保管はできる体制を整えております。 

○倉部教育長 最近工夫していただいている白樺文学館とか杉村楚人冠記念館

とのコラボレーションについても、図書館の立場から説明していただけますか。 

○今井図書館長 今いろいろと共催事業ということで、白樺文学館、杉村楚人

冠記念館等々行っているのですが、ここ最近の話でいいますと、白樺文学館に

おいては、かなりの書物が寄贈されたり保管されたりしている、整理の整って

いないものがございます。そういったものを、私どもの職員が出向きまして図

書の整理を実施いたしまして、間もなく完了するのですけれども、今、白樺文

学館に置いてくるもの、図書館で活用するものの仕分けをしているところでご

ざいます。 

○倉部教育長 ありがとうございます。それプラスいろいろな講演会等で図書

館と文化・スポーツ課が一緒になって、その中で図書を紹介したり、あるいは

「その図書は図書館にあります」というような形で、新たなソフト展開を今頑

張っていただいています。これが１つの多分我孫子の、そういうような行政の

中の売りになっていくのではないかなと思っています。その都度機会があれば

紹介していただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○小林生涯学習部長 補足をさせていただきたいと思います。我孫子の郷土資

料、その取り扱いというところなのですけれども、先ほど豊島委員からありま
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した、本屋さんでなかなか売れないから、それはしまってしまったというよう

なお話もありましたけれども、郷土資料館はどこを見ても、最初にはたくさん

の方がいらっしゃるのですけれども、その後が続かないというようなところが

あります。我孫子の場合は今そういう１カ所に集中した拠点となる資料館とい

うのはないのですけれども、逆にそれぞれの地域に、例えば布佐であれば今整

備しています井上邸があります。それから湖北であれば、今回の湖北郷土資料

室があります。あえてあそこは我孫子市の資料室ではなくて、「湖北郷土資料

室」という名称にしたというのもあるのですけれども。例えば我孫子地区であ

れば白樺文学館があって、杉村楚人冠記念館があって、旧村川邸がある。地域

にそれぞれ、小さいながらもそういうところがありますので、できるだけ地域

に密着した郷土資料を、そこへ展示をしていく。やはり地域の方々にまずは見

ていただいて、理解をしていただく。その中で学校とかも含めて活用していた

だくというところから始めたほうが、長くいろいろな企画もできますし、地域

に根差した展示もできると考えています。また、図書館との連携では、今回、

杉村楚人冠の講座をやっているのですけれども、その中で図書館で収蔵してい

る杉村楚人冠全集の中で、３つぐらいにランク分けをして、初心者が読めるも

の、ある程度知識があるというか学んだ人が読めるもの、それから専門的なも

の、そういうものを紹介しながら講座を開いていって、杉村楚人冠、また記念

館に興味を持っていただく、また知る、学ぶというところにつないでいただく。

どちらかというと図書館は貸し出しというところが今までは中心でしたが、貸

し出しだけではなくて、よく福祉的のほうで言われるのですが、アウトリーチ

という、こちらから働きかけるというようなことをしながら、市民の知るとい

うようなところをこれからどんどん支援していきたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○倉部教育長 そういう取り組みを積極的にやっておりますので、よろしくお
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願いします。 

○豊島委員 今のはいいですね。図書館のほうで、どこかで全体が把握できて

いるというのがいいのですよね。図書館にリサーチして、それはどこにあると

いうことはわかるという。それは切れてしまうと探せない。それがつながって

いるというのはいいなと思います。賛成です。 

○倉部教育長 個人的な感想になってしまうかもしれませんけれども、できれ

ばそれを学校の図書室まで一緒にやって、いわゆる学校はまだシステムが独立

しておりますので、図書室とつながっていない。それをやっている市町村は結

構あるわけですけれども、今後はそういうことも必要かなというふうに思って

いますので、教育委員会としてそういうようなものも今後進めていきたいなと

思っておりますので、御理解と御協力をいただきたいと思います。0 

○蒲田委員 ２５ページ、また鳥の博物館なのですけれども、１２月は閉館中

だったのですけれども、入館料が入っているというのは、アビシルベ販売分３

館共通券の入場料収入が入っているということになるのでしょうか。 

○斉藤鳥の博物館長 委員おっしゃるとおり、アビシルベでの売り上げです。

○蒲田委員 ３館で分けて。 

○斉藤鳥の博物館長 ３券共通券の販売になります。 

○長谷川委員 ２３ページをお願いします。２８年度のところで、１１月が白

樺文学館も杉村楚人冠記念館も数字が結構伸びているように思うのですけれど

も、この月は特別に何かふえる要因とかあったのでしょうか。 

○鈴木文化・スポーツ課長 この月は船橋市の市民の会で「タウンウオッチン

グ」という会がありまして、たまたま１１月に白樺文学館、杉村楚人冠記念館

の両方に、複数回にわたって来館していただいた関係で人数がふえています。 

○豊島委員 今のところは私も気になっていたのですけれども。船橋市からの

ということだけれども、これは相当のふえ率ですよね。こんなに来られたので



18 

すか。 

○鈴木文化・スポーツ課長 人数にしますと３５８人の方が来られました。伸

び率はこれが原因で上がっているのですが、白樺文学館での企画展、杉村楚人

冠記念館では夏目漱石と楚人冠の企画展をやり、これの影響もあったと思われ

ます。３５８人を除いても、白樺文学館では前年度比１２１％、杉村楚人冠記

念館では２０１％となっています。 

○豊島委員 すごくうれしいです。皆さんの努力がこういう数字になってあら

われている。そういうことがあったので、船橋市からも３５８名の方が来られ

たと思うのですよ。これはいい傾向だなというふうに思いますので、今までの

努力をさらに伸ばしていくというふうにしていってもらいたいです。ありがと

うございます。 

○蒲田委員 ２９ページの図書館なのですけれども、一番上の５番の「入館者

数（アビスタ本館のみ）」ですが、１０％減っていると書いてあるのですけれ

ども、理由はどんなところでしょうか。 

○今井図書館長 昨年の同時期に比べて１０％なのですけれども、特にこれだ

という理由はないのですが、例年少しずつなのですけれども減る傾向にあるの

が今の図書館の現状です。ほかの表をごらんになっていただくとわかると思う

のですけれども、本の貸し出しについても減っている状況ではあります。ただ、

先ほどの郷土資料のお話ではないのですけれども、貸し出しだけが全てではな

くて、そこで閲覧していただく方たちもいらっしゃるということですので、こ

れからはどんどん共催事業をふやしまして、そういった形での郷土資料への興

味もふやすこともありますし、またお子様たちに対しての読み聞かせ事業等を

ふやすことによって児童書の貸し出しがふえる、来館者もふえるといったよう

なことを努力していきたいというふうに考えております。 

○蒲田委員 入館者数が減ったというところで、見ていた感じでは子供たちが
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減ったなとか、例えば子供の数は減っているのですけれども、例えば何かそん

なことを見てとれるということはあるのでしょうか。 

 子供の数がどんどん減っているので、来ている子供の数が減っているとか、

そういう感じはありますか。 

○今井図書館長 数字ではすぐ来館者の子供の数というのは出てこないのです

が、私も中を見ている状況では、児童書コーナーの子供たちの数というのは減

っている傾向にあるかなというふうには思います。本館、図書館の中での子供

たちの数は減っているのが現状ですけれども、学校とか、保育園とか、そうい

ったところに出向いての事業を進めていくことを今少しずつですけれども始め

ているところですので、今後はそういったものも充実させていけたらなという

ふうに考えます。 

○蒲田委員 ありがとうございます。 

○豊島委員 １９ページのところの文化・スポーツ課の１番の「めるへん文庫

原画展」なのですけれども、これは２００人に近い人数の入場者があってよか

ったなと思っています。この場では、めるへん文庫は販売していたのですか。

私は参加していなかったのですけれども。めるへん文庫の販売というのは、こ

ういう場ではやっていない。あれは売れなかったのですか、もう冊数がないの

でしょうか。 

○鈴木文化・スポーツ課長 今回のめるへん文庫の原画展で、過去に作成した

めるへん文庫の販売はしておりません。 

○豊島委員 それは冊数がないとか、あるいは予定外とか、どういう理由なの

でしょうか。 

○鈴木文化・スポーツ課長 冊数はまだあるのですけれども、市民活動支援課

と協議の中で、市民プラザのギャラリーがあいているよということで、急遽決

まりました原画展です。そういった理由もありまして、準備等々でそこまで間
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に合わなかったということです。 

○豊島委員 それは現実のことだと思うので仕方がないと思いますけれども、

前から何とかめるへん文庫の資金をということで、過去４年間いた中でいろい

ろあったものですから、少しでも売れればいいなと単純に思いますので、こう

いう機会で、これだけ人数がいらっしゃるときに、めるへん文庫がどうしたの

かなと単純に思ったものですから。何かあったときには、ストックする以外に

まだ本があるのであれば、１冊でも２冊でも多く売れればいいなと思うのです

けれども、今後お願いします。 

○倉部教育長 今後については、そういうような検討もお願いしたいという御

意見ですので、よろしくお願いします。 

○豊島委員 順番が変わって済みません。２１ページの２８年度の第３四半期

の資料のところです。体育館の施設とか有料公園施設とか、ゆうゆう公園とか、

そういうところを見ていて、すごく伸びているところと減っているところがあ

ったりして、ちょっと気になっておりました。 

 私はこのすぐ近くに住んでいるものですから、たびたびここに行くのですけ

れども。この間ゆうゆう公園のバーベキューとかいろいろできるあちらのほう

に行って、利根川のほうに近づいていったら、釣りみたいなものというのです

か、池みたいなものをつくってあって、おりていってだんだんにコンクリート

になっていて座る部分はあるのですけれども、非常に荒れていて、「どうした

の、これ」という感じがするのですね。その近くまでサイクリングロードがあ

って自転車で行けるのですけれども、利根川に面したところが―利根川で

はないのですよ、その内側なのですけれども。すごく荒れていて、ちょっと違

和感を持ったのですよね。ここで言ったら、ゆうゆう公園の野球場でもサッカ

ー場でもなくて、何と言ったらいいんだろう、これは。 

○倉部教育長 公園施設の部分ではないかなと思うのですけれども。 
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○豊島委員 有料公園の施設ということになるのですか。 

○倉部教育長 豊島委員、その部分ですと、ちょっと教育委員会の所管ではな

いので。 

○豊島委員 違うのですか。 

○倉部教育長 公園緑地課の部分になろうかと思います。その辺については御

意見があったということで、小林部長のほうからでも、担当のほうに投げかけ

てということでよろしいでしょうか。 

○豊島委員 わかりました。公園緑地課ですね。 

○倉部教育長 はい。 

○豊島委員 ちょっとあそこは荒れていますので、違和感がありました。 

○倉部教育長 事務報告はほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 それではないものと認めます。事務報告に対する質疑を打ち切

ります。 

 次に、事務進行予定について質疑があればお願いします。 

○豊島委員 ２ページのところ、学校教育課の５番目「事務職員研修会」のと

ころです。今、教員が忙しいというのはわかるのですけれども、共同事務処理

についてとか、テーマ別班別協議というのが内容のところにあるのですけれど

も、事務職員の方々も忙しくなっていると思うのですよね。共同事務処理につ

いてとか、テーマ別班別協議という内容になっているのですが、これはこれか

らのあれですから私は十分知らないので教えてもらいたいのですけれども、今

の学校の事務の方々の作業量、仕事量の範囲というのも、かなり忙しい状況に

なっているというふうに判断していいのですか。 

○吉川学校教育課長 業務量は以前と比べそんなに増えてはいないと思います。

また、あわせて事務職員の業務についてある程度項目立てをして、学校の中で
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どんな仕事を示し、この事業の共同実施の目的にある学校の運営企画に事務職

員もどんどん参画してくださいというような意味も込めて行っております。そ

れぞれ事務職員は１９校に配置されておりますけれども、地区ごとにテーマを

決めて業務内容を深めることで、別なテーマのところと深めた部分を共有しな

がら、それぞれが業務に生かすというようなこと。また、近隣の学校で地区ご

とに補っていくなど、連携協力をすることで、多忙感を少なくしていきましょ

うというようなことで行っているところです。 

○豊島委員 ありがとうございました。教員と事務の方というのは車の両輪で

すから、事務が動かなくなれば全然やれるものではないということは私らは身

にしみているのですけれども、時代とともにいろいろなものが入っていくとい

うのは事実でしょうから、そういう中で事務の方々に対しても十分な配慮をし

ていかなければいけないというふうに思っているものですから伺いました。 

今後とも、そこのところをよろしくお願いしたいと思います。ありがとう

ございます。 

○長谷川委員 １６ページの文化・スポーツ課の２番なのですけれども、ここ

の作品展の内容のところで「中里薬師堂薬師三尊像と十二神将のうちの３体を

展示する。」というふうにあります。去年、同じような作品展を見に行かせて

いただいたのですけれども、昨年の課題として２８年から３１年度にこの十二

神将のほうの修理をしたいのだというお話を伺ったのですが、３体展示される

ということは、修理のほうも進んでいるというふうに受けとめていいのでしょ

うか。 

○鈴木文化・スポーツ課長 ２７年度に薬師三尊像が修理を終わりました。２

８年度に十二神将のうち三尊像が終わりまして、それを展示するというもので

す。 

○豊島委員 ５ページの指導課のところです。４番の「平成２８年度我孫子市
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児童・生徒・教職員教育奨励賞授与式」というのは、これから行われるわけで

すけれども、こういうふうなのはいいなと思っていて、ぜひ続けていく必要が

あると思うのです。 

 その参加対象者ですが、市内各小中学校の教育奨励賞受賞対象も参加するの

は当然ですけれども、これは数とかその範囲とかちょっとわからないのですけ

れども、おおよそどういうふうな人数が、その奨励賞の対象となったのでしょ

うか。わかる範囲で教えていただければと思います。 

○大島指導課長 対象は市内の小学生、中学生になります。今年度の奨励賞に

ついては、対象となる児童・生徒が延べ３７名おります。うち３５名はスポー

ツ関係、部活動、白山中を筆頭に駅伝等の活躍。そして文化のほうでは２名、

こちらは小学生ですが、県のほうですばらしい作品を残して、入賞者というこ

とで表彰される予定になっております。以上です。 

○豊島委員 ありがとうございます。スポーツのほうが圧倒的に多いというこ

とは今わかりましたけれども、これは一定の基準みたいなものはあるのですか。 

○大島指導課長 あります。基準がありまして、スポーツでいえば県大会の入

賞レベルというふうになります。失礼しました。県大会の１位レベルになりま

す。 

○豊島委員 文化のほうは何かありますか。 

○大島指導課長 文化のほうにつきましても、例えば県の１位相当の入賞とい

うのが基準となっております。 

○豊島委員 ありがとうございます。スポーツの３５名ですけれども、３５名

が県大会で１位相当というふうに考えてよろしいのですか。 

○大島指導課長 県１位相当、さらにその上位の関東大会あるいは全国大会と

いった条件もあるのですけれども、こちらの３５名につきましては県１位相当

あるいは関東大会で入賞、全国大会で入賞といった生徒が入っております。 
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○豊島委員 ありがとうございました。かなりの活躍ということがわかります

ね。了解です。 

○足立委員 ４ページの３番の「学校図書館市民図書館連絡会議」に関連して

お尋ねしたいのですけれども、小中学校図書館担当者１９名ということは各校

に１名担当の職員がいると思うのですけれども、この方たちの資格とか、どう

いった形で雇用されているかとか、学校図書館をうまく活用していったり、学

習の中で生かしたりとか、あるいは子供に読書の習慣を身につけさせるために

は学校図書館の役割は非常に大きいと思うのですけれども、学校図書館の担当

者のスキルアップのために、こういう連絡会議というのがあるのかなと想像し

てみたのですけれども、こういった連携する機会というのは年にどのくらい用

意されているのかというのは、概要のような形で構わないのですが、教えてい

ただきたいのですけれども。 

○大島指導課長 まず担当者につきましては、各学校で司書教諭の免許を持っ

ている教諭になります。開催については、年に２回開催しておりまして、スキ

ルアップという点については、こちらの会議もそうなのですが、我孫子教育研

究会という研究会の中で図書部会というのも開いておりまして、そちらの研修

会も活用しながら教諭のスキルアップを図っております。 

○足立委員 ありがとうございます。 

○蒲田委員 同じページの２番なのですけれども、「平成２８年度第３回我孫

子市学校警察連絡協議会及び小中高特別支援学校 生徒指導主任研修会」があ

るということだと思うのですが、以前はここの参加対象者の中に少年指導員が

入っていたときもあったかと思いますが、今回は入っていないようなのですけ

れども、しばらく入っていないのでしょうか。 

○羽場少年センター長 前回の我孫子市学校警察連絡協議会につきましては、

内容がインターネット関係の講演ということだったので指導員も入ったのです
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けれども、今回につきましては実際のコンピューターを使っての対象になりま

して、少年指導員までは網羅できないこともありますので、今回につきまして

は入っておりませんが、講演内容等によって入っているという形になります。 

○蒲田委員 ありがとうございます。 

○倉部教育長 ほかにいかがでしょうか。―よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 それではないものと認めます。事務進行予定に対する質疑を打

ち切ります。 

 次に、教育事業全般について、質疑または御意見があればお願いします。 

○豊島委員 少年センターだよりの「きずな」を送付していただきました。１

４５号、ことしの１月１１日付のものです。その中に「日本の素晴らしさを再

発見してみませんか？」というところで、「酉」という字のこととか、あるい

は外国人の日本でのこととか、いろいろなことを記してくれています。おもし

ろかったです。 

 その一番目の枠の中の最後のほうに、そういうふうなことを踏まえて「世界

中の人が「訪れたい」と感じてもらえる国に、また、我孫子市民が「この街に

住んで良かった」と感じてもらえる街にしたい」ということですよね。この流

れからすると、物を置いてもすぐに戻ってくるとか、財布を落としてもそのま

ま戻ってくるとか、そういう安全面をというふうなことを強調しているものだ

とは思いますけれども、「この街に住んで良かった」というふうに心から感じ

てもらえる街にしていくために、皆さんの御協力をお願いしたいということな

のですね。ただ、この場合の「この街に住んで良かった」と心から感じてもら

える街にするために」というのは、この「きずな」の性格からして、安全な日

本という、安全な我孫子というふうな、そういう意味合いで考えていいのです

か。この「きずな」の原稿を書いた人は誰かわかりませんけれども、この「き
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ずな」の流れは。 

○羽場少年センター長 そのとおりでございます。少年指導員の方たちの安全

の見守りとか、そういうことがありまして成り立っているというところがあり

まして、そこからの文章となりますが、至らない点で趣旨が伝わっていなくて

申しわけございません。そういうことでございます。 

○豊島委員 このことを読んだものですから、最初につきまといだとか何とか

というところも質問させてもらいましたけれども、それをするためには、いろ

いろなそういったことをなくしていくしかないということなのだと思いますけ

れども。 

 もう一つ、その下のところにある「ルール化することで、その必要性につい

て考えなくなってしまう？」、これはすごく大きいことなのですよね。何かや

った、それでルール化して、いいよねというふうにするのですけれども、その

結果、それでもうできちゃったという、入試のこともそうなのですけれども、

そういうことがあるかと思うのです。ここの下のところで言っていることは、

「メディアのない世界で子どもを育てることは実質的に不可能である」と。実

際にそうですね。本当にそうです。スマホにしても何にしても、ルールづくり

をするのだということなのですけれども。ルールがなぜ必要か、ルールは終わ

りではなくて、その運用に問題があるのだと言っていて、最後にこのルールを

つくるということの重要さを言っているのだけれども、タイトルが「ルール化

することで、その必要性について考えなくなってしまう？」という、そうする

と今後ＩＰだとかスマホだとか、そういうもののことについてのルールを考え

ていって、つくってしまうというのはだめなのかという、この文章のタイトル

と内容がそぐわないなという感じがするのですけれども、そういうことではな

いのですよね。ルール化してしまうと考えなくなってしまうからという、ルー

ルをつくっただけで満足してしまいがちな風潮に対して警鐘を鳴らすというこ
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となのであって、ルールをつくってしまうと内容を考えなくなってしまうとい

うことを言おうとしているわけではない。何かタイトルがおかしいなというふ

うに思ったものですから、いかがでしょうか。 

○羽場少年センター長 タイトルは、どういう内容だろうと思ってもらう形で

つけているので、もしかすると、反対の意味的な部分で書いてしまった部分が

あって、御指摘のとおり今後気をつけていきたいと思います。済みません。 

○足立委員 豊島委員が御指摘になったことは、確かに一瞬、うん？ という

ようなタイトルかとは思うのですけれども、私もこれはそうだよなと思って、

今読ましていただいたのですが。例えばマニュアルなども整備した途端に形骸

化が始まるというのですか。なぜそのマニュアルをつくったのかが議論されな

くなってしまう。少し前になりますけれども、堀江さんという方がいろいろ世

間を騒がせて、「法律どおりにやっているんだから問題はないだろう」という

ような発言をしたときに、結局法の趣旨を尊重していないと。どういう趣旨で

その法律をつくったかという趣旨が尊重されないまま、ただ「法律どおりやっ

ているんだからいいだろう」というようなことを言って批判されたということ

がありましたけれども、恐らくここでおっしゃっていることも、この先生がイ

ンターネットに関して、やみくもにルールをつくっても、なぜそういうルール

が必要なのかという背景を考えないと、ただルールだけがひとり歩きしてしま

って形骸化して意味がなくなってしまうのだろうということで、確かにこれは

よく読まないと書いてあることがわからないので難しいかなと思ったのですけ

れども、ここで主張されていることは、結構納得しながら読んだかなというふ

うに思います。 

○倉部教育長 ありがとうございます。 

○豊島委員 私は、難癖つけているわけではないのです。「ルール化すること

で、その必要性について考えなくなってしまう？」と、「？」をつけているの
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ですよ。「しまう」で終わっているわけではなくて、「ルール化することで、

その必要性について考えなくなってしまう？」ということに、「あるよね。そ

うでないの？」という「？」だから、これは別にタイトルが間違っているわけ

ではないのですけれども。パソコンの導入もそうですけれども、何か１つのル

ールでそれをやってしまえば、それでもう終わりということではなくて、その

後もずっと見ていかないと、その効果というのは出ないのだというふうに私は

思っているところがあるものですから、ここもそういうことを言っていると。

ルールをつくっただけで満足しがちな風潮に対して警鐘を鳴らす機会ともなっ

たのだということで、この講演はよかったのだと私は思っているのです。そう

いう意味で申し上げたのですけれども。ただ、タイトルのつけ方は、「？」は

目立たないので、どうだろうということです。以上です。 

○倉部教育長 御意見ということでよろしいでしょうか。 

○豊島委員 はい。 

○倉部教育長 ありがとうございます。 

 ほかに教育全般について御意見なり、御質疑はありますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 ないものと認めます。以上で諸報告に対する質疑を打ち切りま

す。 

 

○倉部教育長 以上で平成２９年第１回定例教育委員会を終了いたします。ど

うもお疲れさまでした。 

午後３時１３分閉会 


