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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和３年１０月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和３年１０月１５日 午後１時５０分～午後２時３０分 

開 催 場 所 音更町役場 ２階 第１・第２委員会室 

委 員 出 席 者 福地教育長、田中教育長職務代理者、石川委員、種川委員、川井委員 

事 務 局 出 席 者 
八鍬教育部長兼教育総務課長、重松生涯学習担当部長、新名学校教育課長、宮

田生涯学習課長、佐藤文化センター館長、川瀬図書館長、加藤スポーツ課長、

櫻井総務係長、櫻井学校教育係長、遠山食育健康係長、安村施設係長 

傍 聴 者 数 無し 

議 題 ・ 諮 問 内 容 

１ 会議録署名委員の指名 

２ 報告第１号   諸般の報告 

３ 報告第２号   音更町第４次生涯学習推進基本構想について 

３ 報告第３号   おとふけ「教育を考える日」記念フェスタの進捗状況に

ついて 

４ 議案第１号   音更町第８次社会教育中期計画について 

５ 議案第２号   音更町適応指導教室設置要綱の一部改正について 

６ 議案第３号   音更町奨学資金支給者の決定について【秘密会】 

７ 議案第４号   令和３年度音更町文化奨励賞等表彰者の決定について

【秘密会】 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号から第４号までにつきましては、原案のとおり可決されました。 

 

会 議 経 過  別紙会議録のとおり 

お 問 合 せ 先 教育委員会 教育総務課 総務係 
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令和３年１０月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和３年１０月１５日 

ところ 役場庁舎 ２階 第１・第２委員会室 

 

委員会出席者 福地教育長、田中教育長職務代理者、石川委員、種川委員、川井委員 

事務局出席者 八鍬教育部長兼教育総務課長、重松生涯学習担当部長、新名学校教育課長、宮

田生涯学習課長、佐藤文化センター館長、川瀬図書館長、加藤スポーツ課長、

櫻井総務係長、櫻井学校教育係長、遠山食育健康係長、安村施設係長 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１３時５０分） 

 

令和３年１０月教育委員会会議（定例会） 

（教育部長兼教育総務課長） 

起立、礼、着席ください。 

（教育長） 

本日の出席者は５名で定足数に達しております。 

ただ今から、令和３年 10 月の教育委員会会議定例会を開会いたします。 

日程１、会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員は、音更町教育委員会会議規則第７条の規定により石川委員を指名い

たします。 

日程２、報告第１号 諸般の報告を議題とします。 

事務局の報告を求めます。 

八鍬教育部長。 

（教育部長兼教育総務課長） 

議案書の２ページをお開き願います。 

報告第１号 諸般の報告。このことについて、次のとおり報告いたします。 

９月 21 日（火）、昨年 10 月に音更町社会教育委員協議会へ諮問しておりました、音更町第８

次社会教育中期計画の策定について協議会の会長、副会長から計画案の答申がありましたので、

後ほど議案としてご審議をいただきます。 

９月 27 日（月）、総務文教常任委員会が開催され、第３回議会定例会に追加提案する補正予

算の概要などについて説明を行っております。なお、補正予算及び総務文教常任委員会に付託

されました学校整備基金条例案については、可決され、令和２年度の決算についても認定とな

ったところでございます。 

10 月２日（土）、文化センターの野外広場におきまして、故障により 20 年余り演奏を中止し

ておりましたカリヨンとモニュメント四季のひびきがリニューアルされ、町内小中学校が作曲

した新たな曲を奏でるカリヨン復活祭が行われました。また、同時に屋外ステージも改修され、

音更高校管弦楽局などによるコンサートが開催されたところでございます。 



【④会議結果】 

10 月４日（月）、社会教育委員協議会が開催され、後ほど議案としてご審議いただく音更町

文化奨励賞等の受賞候補者について選考が行われました。 

10 月５日（火）、令和３年度十勝管内公立小中学校教職員人事推進会議が Zoom によるテレビ

会議で開催され、令和４年度当初の人事異動計画などについて説明がありました。また、同日、

昨年はコロナ感染防止のため中止としましたので、２年ぶりとなります中学２年生を対象にし

た芸術鑑賞会札響コンサートが文化センターで開催され、中学校５校から 498 名が参加してお

ります。 

10 月６日（水）から新入学児童健診が始まり、22 日（金）までの日程で実施しております。

現時点における令和４年度の新入学児童数は、302 名となっております。同じく６日（水）に

おとふけ「教育を考える日」記念フェスタの第２回実行委員会が開催されましたので、協議内

容等について後ほど議案で報告をさせていただきます。 

10 月 12 日（火）、第２回奨学資金審議会を開催し、追加募集しておりましたコロナ感染症に

より家計が急変した申請者について選考いただきましたので、後ほど議案としてご審議をいた

だきたいと存じます。 

以上、報告とさせていただきます。 

（教育長） 

  報告が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これで質疑を終わります。 

  本件は、報告済みといたします。 

  日程３、報告第２号 音更町第４次生涯学習推進基本構想についての件を議題とします。 

  事務局の報告を求めます。 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  議案書の３ページをお開きいただきたいと存じます。 

  報告第２号 音更町第４次生涯学習推進基本構想について。このことについて別冊のとおり

報告をいたします。 

  生涯学習推進基本構想につきましては、平成９年度に第１次基本構想を策定し、現在の第３

次基本構想は本年度最終年を迎えております。このため、令和４年度から令和 12 年度までの９

年間を計画期間とする第４次の基本構想について昨年 10 月に音更町生涯学習推進本部から音

更町生涯学習推進協議会に諮問し、素案については、５月 27 日の教育委員会会議で、また、８

月 26 日の教育委員会会議においては、口頭ではございますが、パブリックコメントの結果につ

いてご報告をさせていただいたところでございます。本日は、９月９日の答申後、10 月６日の

生涯学習推進本部会議において決定した音更町第４次生涯学習推進基本構想について別冊のと

おりご報告させていただこうとするものでございます。なお、この場においては、内容につい

ての説明は省略させていただきますが、パブリックコメントにおいて町民の方々からの意見や

要望の提出はございませんでしたので、５月 27 日にご説明申し上げた素案から内容の変更はご
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ざいません。また、今後の予定でありますが、実施計画の位置付けになります生涯学習推進中

期計画を事務局において取りまとめ、関係課長で組織する推進本部幹事会、生涯学習推進協議

会、推進本部会議において内容を審議、教育委員会会議でご報告をさせていただく予定でござ

います。 

  以上説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  報告が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これで質疑を終わります。 

  本件は、報告済みといたします。 

  日程４、報告第３号 おとふけ「教育を考える日」記念フェスタの進捗状況についての件を

議題とします。 

  事務局の報告を求めます。 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  議案書の４ページをお開きいただきたいと存じます。 

  報告第３号 おとふけ「教育を考える日」記念フェスタの進捗状況について。このことにつ

いて別紙のとおりご報告を申し上げます。 

  おとふけ「教育を考える日」記念フェスタにつきましては、昨年は新型コロナウイルス感染

拡大のため、中止といたしましたが、今年度は 12 月５日（日）の実施を予定し、第１回実行委

員会を７月 26 日、第２回目を 10 月６日に開催したところでございます。５ページの開催要項

をご覧ください。例年と変更になっている点につきましてご説明を申し上げます。例年開催し

ております、記念講演につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催時間の

短縮を図ること、また講師の調整が困難であることから中止とし、新たな企画として 20 分程度

のリモート授業事例発表を加えたこととしたところでございます。次に、教育活動報告につい

て準備撤収に時間を要することから、時間を延長できないかというご意見をいただきましたの

で、例年の 10 分から 15 分に延長したところでございます。また、特色企画につきましては、

感染症対策のためおとふけ給食の試食を中止とし、エントランスホール展示のみとしておりま

す。全体日程といたしましては、30 分程度の短縮となっているところでございます。続きまし

て、６ページをお開き願います。今年度の実行委員会体制でありますが、12 人の委員で構成し、

実行委員長には社会教育委員協議会の藤川会長、副実行委員長には音更町 PTA 連合会の鴨川会

長、音更高等学校の三上校長が選任されております。事務局については、教育委員会職員を中

心に音更町 PTA 連合会を加えた 13 人体制としております。最後に、今後の予定でありますが、

11 月下旬に第３回実行委員会を開催し、当日の進行計画、リハーサル、準備日程等の詳細につ

いてお示しし、ご協議をいただく予定でございます。 

  以上、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

（教育長） 
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  報告が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これで質疑を終わります。 

  本件は、報告済みといたします。 

  日程５、議案第１号 音更町第８次社会教育中期計画についての件を議題とします。 

  事務局の説明を求めます。 

  宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  議案書の７ページをご覧いただきたいと存じます。 

  議案第１号 音更町第８次社会教育中期計画について。このことについて、別冊のとおり決

定しようとするものでございます。 

  社会教育中期計画は、生涯学習推進基本構想および生涯学習推進中期計画の推進にあたり生

涯学習の観点に立った社会教育を推進し、生きがいとなる学習活動を促す具体的な計画として、

現在の第７次計画は本年度最終年を迎えております。このため、令和４年度から令和７年度ま

での４年間を計画期間とする第８次計画について昨年９月に教育委員会から音更町社会教育委

員協議会に諮問し、素案については６月 18 日の教育委員会会議で、また８月 26 日の教育委員

会会議において口頭ではございますが、パブリックコメントの結果についてご報告をさせてい

ただいたところでございます。８ページをお開き願います。去る９月 21 日に、音更町社会教育

委員協議会から別冊でお配りしております音更町第８次社会教育中期計画案について答申があ

りましたことから、本日教育委員会会議にてご審議をいただき、最終決定をいただくものでご

ざいます。なお、この場においては、内容についての説明は省略させていただきますが、パブ

リックコメントにおいて町民の方々から意見や要望の提出はございませんでしたので、６月 18

日の教育委員会会議においてご説明を申し上げた素案から内容の変更はございません。 

  以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これで質疑を終わります。 

  これから、議案第 1号について採決します。 

  本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（各委員） 

  異議なし。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。 

  本件は、原案のとおり可決されました。 
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  日程６、議案第２号 音更町適応指導教室設置要綱の一部改正についての件を議題とします。 

  事務局の説明を求めます。 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  議案の９ページをお開きください。   

  議案第２号 音更町適応指導教室設置要綱の一部改正につきまして説明いたします。 

  まず、１、改正の理由でありますが、旧柳町教員住宅を改修して新たに適応指導教室を開設

することに伴い、要綱を改正しようとするものであります。２、改正の内容につきましては、

次の 10 ページ新旧対照表、右側の改正案で説明させていただきます。10 ページの右側をご覧

ください。はじめに、第２条でありますが、見出しを適応指導教室の開設場所から設置場所に

改めるとともに、第２号に柳町教室の設置場所を追加するものであります。なお、大変申し訳

ございません。この改正案第２条第１項第２号の柳町教室の開設場所の住所なんですが、柳町

南区とありますが、仲区の誤りであります。訂正をお願いします。続きまして、第３条であり

ますが、適応指導教室の名称につきまして柳町に設置する適応指導教室の名称を、ふれあい柳

町教室「ほっと」として追加するものであります。次に、第４条でありますが、開設期間及び

時間について、ふれあい柳町教室「ほっと」につきましては、夏季冬季休業期間中も一部開設

を予定していることから、必要な場合にあっては、期間外又は時間外に開設することができる

ように第４号を加えるとともに、第１号の文言を整理するものであります。11 ページに移りま

す。次に、第５条の２でありますが、ふれあい柳町教室「ほっと」の業務を民間事業者に委託

することができるよう条項を追加するものであります。次に、１つ飛びまして第７条でありま

すが、見出しを指導者等から指導員等に改めるとともに、適応指導教室の指導員を第１号の町

が会計年度任用職員として任用した者と第２号の業務の受託者が配置する者とするよう改める

ものであります。最後に 12 ページをお開きください。1番下の附則でございますが、施行日に

つきましては、本日、令和３年 10 月 15 日から施行しようとするものでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これで質疑を終わります。 

  これから、議案第２号について採決します。 

  本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（各委員） 

  異議なし。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。 

  本件は、原案のとおり決定されました。 

  日程７」及び日程８については、音更町教育委員会会議規則第 14 条の規定により秘密会とし
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て審議したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（各委員） 

  異議なし。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。 

  ただ今から会議を秘密会といたします。 

   

（以下、秘密会） 

 

  これで、本会議に付されました案件の審議はすべて終了しました。 

  提案議案以外に教育委員及び事務局から何かあれば発言してください。 

  はじめに事務局から。新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  私のほうからは２点ございます。１つは緊急事態措置の終了を踏まえた学校における新型コ

ロナウイルス感染症対策について。もう１点は、各学校における抗原簡易キットの活用につい

てご報告いたします。抗原簡易キットについては、実物を用意しておりますので、ご回覧の上

ご覧ください。はじめに、緊急事態措置の終了を踏まえた学校における新型コロナウイルス感

染症対策につきまして、国が９月 30 日をもって緊急事態措置を終了したことに伴い、道教委な

どからの通知に基づきまして、緊急事態措置の終了を踏まえた学校における新型コロナウイル

ス感染症対策について、学校に通知しております。この内容につきまして、教育活動全般につ

いては、北海道は独自基準における警戒ステージをステージ２としたことから、学校の新しい

生活様式を踏まえた行動基準は、レベル２となり、これに応じた感染症対策を改めて確認し、

徹底した取り組みを行うこととしております。これによりまして、これまで実施を見合わせる

こととされていた集団宿泊行事も可能となり、本町では、緑陽台小学校が先週の７日８日で修

学旅行を実施済みであります。現在までに、修学旅行を行っていないのは、本町においては、

共栄中学校のみとなっておりますが、共栄中学校は来月の 11 月４、５、６日の日程で函館方面

に修学旅行に行く予定であります。それと、原則休止としておりました部活動につきましては、

すべて再開し、練習場所等についても校内に限定しないこととしておりますが、感染症対策を

講じてもなお感染リスクの高い活動を伴う場合には、感染症対策に配慮した活動時間、人数、

内容などを精選した上で実施することとし、大会、コンクール、練習試合を含む対外試合につ

いては、当分の間無観客で実施することとされているため、その旨保護者等に周知を徹底する

など、決められた事項を遵守するように学校に通知しております。以上が、緊急事態措置の終

了を踏まえた学校における新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。次に、各学

校における抗原簡易キットの活用についてであります。ただ今、回覧しました簡易キットの活

用についてでありますが、国は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、発熱やせ

きなど同感染症の初期症状と疑われる症状が見られるものに対しまして、迅速且つ簡易に感染

の有無を検査することができる抗原簡易キットを各学校に配布することといたしました。ただ

し、国においてそのキットは、基本的に教職員が使用することと想定しておりまして、児童生
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徒が登校後に体調不良をきたした場合には、保護者に連絡の上、速やかに帰宅させて医療機関

を受診させることを原則としております。このため、本町としましても、体制を整えるという

ことで、今月に入りまして各学校にキットを 1つずつ配布しておりますが、その使用につきま

しては、国の考えに倣いまして教職員への使用を原則とし、児童生徒への使用は想定しており

ません。従いまして、キットの活用については、保護者への周知も行わないこととしておりま

す。報告は以上でございます。 

（教育長） 

  ただ今の件につきまして、質疑ございますでしょうか。 

  川井委員。 

（川井委員） 

  小学校と中学校で文章が違うところがあったんですけど、コロナに関しての学校からの文章

で、小学校は登校後に体調が悪くなって早退する時に、兄弟も一緒に早退ということが書かれ

ていたんですけど、中学校のほうは、その文章が緊急事態宣言解除後は消えていたんですけど、

中学校は早退させないということなのか、ただ書いてなかっただけなのか、その辺を統一して

出してもらったほうが保護者はどうなんだろうという感じなので、教育委員会と学校の名前が

入った文章だったんですけど、どうなのかなと保護者が結構迷っているところがあったので。 

（教育長） 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  その件については、確認させていただきたいと思うんですけれども、基本的に緊急事態宣言

が解除されたから一気に緩くするということはどうなのかというのもありますし、小学校の文

章に載っていた内容で、例えば同じ学校で兄弟がいる場合は、上の子、下の子どちらかが体調

不良になった場合は同じ様に帰っていただくんですが、仮に中学校の兄弟がいる場合も連絡を

取りあって同様にということで、校長会のほうからそうしたいんだという依頼がありまして、

全町統一でそのように対応させてもらっています。ですから、中学校においては、たまたま文

章が抜けただけだと思うんですが、この辺は確認させていただきますので。 

（川井委員） 

  同じであるというのを中学校からも来て、小学校からも来て、両方見比べると違っているこ

ともあったり、小学校と中学校で温度差を感じることがあるので、出来れば地区で小学校、中

学校連盟で統一認識であれば、お便りを出してもらえるような形で進めてもらえたほうが保護

者は結構分かりやすいのかなという感じがするんですけど、どうでしょうかね。 

（教育長） 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  一応教育委員会としては、こういった通知をする時には、全町的に同じ様な文章になるよう

に、参考としてなんですけど、保護者向けの周知文は文案として出させていただいているんで

すが、学校裁量というわけではないんですけど、若干表現は学校によっては違うところはある

かもしれません。校区の学校によって同じものを出せるかということについては、学校のほう

にも判断を仰がなきゃいけないということで説明をさせていただきますので、その辺の考えに
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ついては少々お時間をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

（川井委員） 

  はい。 

（教育長） 

  他に質疑はありますか。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  抗原キットは、教職員に限定ということなんですけど、あんまり理解していないというか、

意味がないという考え方の人間なので言い方が悪いかもしれないんですけど、先生たちも朝体

温測って、熱があるとか当然していて、それは、体調が悪いとか学校側に言いますよね。実際

は、学校入る時とかどこでもそうですけど、必ず体温を測って、手を消毒しているんですけど、

学校の中に入る時も先生方は徹底していますよね。それを徹底しているか確認をさせてもらっ

ても良いですか。 

（教育長） 

  新名学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  児童生徒には、朝体調を確認していただいて、発熱等風邪症状がある場合には、学校を休ん

でいただく、兄弟のほうにも登校をご遠慮いただくということなんですが、それは、教職員も

同じです。当然、教職員が体調が悪いのに、学校へ行って仮に陽性者として児童生徒などにう

つしてしまうと危険なので、そこは、学校職員等も同じ様に体調に風邪症状があるですとか、

発熱、のどの痛みなどがある場合には、出勤を控えていただくことにしておりますので、その

対応については同じです。簡易キットについては、我々も考え方が同じで、あまり意味がない

と言って良いのか分からないですけど、活用する場面というのが想定できないんですよね。国

としては、例えば、地域の医療が逼迫してなかなか病院にいっても見てもらえないといった時

に、学校内で感染者を増やさないために急場をしのぐというか、緊急で感染状況を確認するた

めということで、このキットを活用して欲しいということなんですが、そもそも十勝地域にお

いては、医療体制の逼迫というのもないですし、緊急事態措置が解除されましたので、このタ

イミングでお配りはしたんですけど、使うことは想定していない感じです。ただ、一応国から

そのような趣旨でお配りをされておりますので、体制だけは整えたいということで、学校側に

も校長会を通して説明しまして、お配りはしております。ただ、校長会の中にも、使うことは

想定していないんだということは説明しております。 

（教育長） 

  国のほうも家を出る前に体調を確認してというのは、子どもも教職員も同じような形になっ

てまして、その中で国がこの簡易キットを配ってきてる、使い方の考え方としては、家を出る

時は何でもなかったんだけども、学校にいる間にもしそういう症状が出た場合で、医療機関が

逼迫しているような時には、学校でまず簡易的な検査をできますよという、そういう体制です

という言い方なので決して家を出る前の検査とかを緩めていいということでは全くありません

ので、それは通常通りやってくださいというそういった趣旨で配置されております。 

  田中教育長職務代理者。 
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（田中教育長職務代理者） 

  やっぱり熱が出たりとか、風邪症状が出たら 1番最初にすることは、今の十勝では、医療機

関を受診してくださいなんですよ。家で休んでくださいじゃないんですよね。そこらへんを徹

底して言うべきだと僕は思っているんです。ですから、様子見ましょうではなくて、今十勝は

診療してもらえますから、それは家で待機ではなくて、病院に行ってくださいというふうに徹

底したら良いと思います。当たり前で、みんなしていると思うんですけど、確認という意味で

そうしたほうが良いと思います。 

（教育長） 

  他に質疑はありますか。 

  なければ、次。事務局から。 

  佐藤文化センター館長。 

（文化センター館長） 

  諸般の報告でもございました、前回の委員会のほうでもご案内いたしました 10 月２日開催の

カリヨン復活祭についてであります。当日は、朝まで降雨でございましたが、劇的に回復しま

して、恵まれた天候で開催をされました。多くの関係者に見守られながら柳町小学校、共栄中

学校の子どもたちが作曲したメロディーが披露されまして、20 分程度の復活祭が無事に終了し

たところでございます。当日の午後５時からを皮切りに町内 16 校の小中学生の創作した作品が

１日４回の演奏をスタートいたしております。引続き開催されました音更高校管弦楽局おとふ

けブラスが出演した屋外ステージについても、100 名以上の皆さんにご参加いただき、楽しん

でいただくことができました。ご参列いただいた教育委員さんにおかれましては、ご多忙のと

ころ日程の調整をいただき誠にありがとうございました。以上、お礼と報告であります。 

（教育長） 

  質疑よろしいですか。 

（各委員） 

  はい。 

（教育長） 

  続きまして、宮田生涯学習課長。 

（生涯学習課長） 

  私からは、口頭でございますが、成人式についてでございます。令和４年成人式ですが、新

型コロナウイルスの感染症防止のため、前年と同様の内容で令和４年１月９日（日）の午前と

午後、出身中学校ごとに２回に分けて開催をいたします。今後、ホームページ、それから 10 月

25 日発行の広報 11 月号で周知を図ってまいりたいと考えてございますので、どうぞよろしく

お願いをいたします。それから、本日、120 周年の記念式典が終わったところでございますが、

明後日ですが、改めまして生涯学習特別講座『おとふけ 120 年の歩みと伊福部昭の世界』とい

うことで、２時からの開演を予定しておりますので、ご多忙とは存じますが、ぜひご臨席を賜

ればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

（教育長） 

  質疑等ございますか。 

（各委員） 
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  ありません。 

（教育長） 

  なければ、事務局からは以上でございます。 

  教育委員さんのほうから何かあれば。 

  田中教育長職務代理者。 

（田中教育長職務代理者） 

  個人的な話にはなるんですが、今聖火リレーのトーチを持って学校回りをさせていただいて

います。今５校終わって、あと 11 校回るんですが、私がこうやって回れるのは教育委員会の協

力無しには無理です。実際、日程１つにしても教育委員会のほうで校長会を通して日程を決め

ていただいたり、内容なども色々調べていただきました。全部の学校を回る前に一通り連絡も

させてもらったんですけど、駒場中学校で取材を受けた時に、私個人では到底無理な話なので、

教育委員会に協力いただいて日程を決めていただいたんだと言ったんですけど、記事に載って

いなかったので、皆さんご存じない方もいらっしゃると思うので、あえてお話したいのは、そ

ういうことがありますので、個人では無理なので、教育委員会にお世話になったということを

伝えたいというふうに思います。ありがとうございます。 

（教育長） 

  他に教育委員さんからございますか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これをもちまして令和３年 10 月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。  

 

閉会（１４時３０分） 


