
 

 

令和元年度第1回 総合教育会議 会議録 
 

1 日 時  令和元年10月31日(木) 10時00分～11時15分 

 

2 場 所  庁舎6F 教育委員会会議室 

 

3 出席者 

(1) 構成員 

飯塚市長  片峯 誠 

教育長   西 大輔 

教育委員  上田敬子、大隈恵子、髙石双樹、安永卓生 

 

(2) 説明のため出席する職員 

① 市長部局 

・総務部    総務部長(久世賢治)、人事課長(松本日出登) 

・行政経営部  行政経営部長(藤中道男)、総合政策課長(許斐博史)、 

総合政策課長補佐(森周一) 

   ・福祉部    福祉部長(實藤和也)、子育て支援課長(松岡貴章)、 

           子育て支援課長補佐(松岡えりこ) 

② 教育委員会事務局 

・教育部    教育部長(久原美保)、教育総務課長(福田憲一)、 

学校教育課長(小林広史)、学校教育課長補佐(大谷忠敏、桑原昭佳)、 

学校教育課人権教育室長(森山和則)、学校給食課長(小柳朋之)、 

生涯学習課長(原昭仁)、生涯学習課長補佐(平田隆輔)、 

文化課長(坂口信治)、文化財保護推進室長(毛利哲久) 

 

(3) 書記 

・教育部    教育総務課係長(吉原康展)、教育総務課係員(赤坂夏歩) 

 

4 協議・調整事項 

議題第1号 「飯塚市立小中学校における教職員の働き方改革プラン(案)について」 

 議題第2号 「学校と児童クラブの連携について」 

 

5 議事内容  別紙のとおり 

 

 

 

 

    

 

 



1 

◆令和元年度第1回 総合教育会議 会議録 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

皆様、こんにちは。本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

それでは、議題第1号「飯塚市立小中学校における教職員の働き方改革プラン(案)」についてを議題と

いたします。内容についての説明をお願いします。 

 

○学校教育課長(小林広史) 

教職員の働き方改革プラン（案）について説明させていただきます。本プラン（案）は、学校の勤務

環境、教職員の働き方、そして、学校が果たすべき役割を整理し、学校をより魅力的で安定的かつ持続

可能な環境に変えるとともに、教育の質を維持・向上を図るため「飯塚市立小・中学校における教職員

の働き方改革プラン（案）」を策定に向け取組を進めました。本案の策定にあたっては、19ページに記載

しております代表校長からなる「働き方改革検討委員会」並びに、20ページに記載していりますＰＴＡ

代表、地域方等からなる「働き方改革推進委員会」よりご意見をいただきながら本案を作成いたしまし

た。 

1ページをご覧ください。「1 学校における働き方改革の背景」といたしましては、直近では、平成31

年3月には「学校における働き方改革に関する取組の徹底について」通知がなされております。また、福

岡県においても、既に、平成30年3月には「教職員の働き方改革」の指針の策定がなされているところで

す。このような背景のもと、本市において教職員の働き方改革を進めるためには、本市教職員の勤務実

態を把握することが必要と考え、平成31年2月、令和元年6月の1週間の期間を設け、職員の実態調査を行

いました。教職員の超過勤務については「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインにお

いて、1か月の時間外勤務の上限を45時間とし、特例的な扱いとして80時間を超えないように示されてお

ります。この特例的な1か月の勤務時間の上限80時間を週当たりに換算すると20時間となることから、今

回の1週間の調査結果を見てみると、小学校で2月は小学校で19.9%、中学校では47.0％、6月は小学校で

30.3%、中学校では59.3％の教職員が時間外勤務20時間を超過しており、長時間勤務が常態化しているこ

とが明らかになりました。 

平日の時間外に行った主な業務を、2ページ下の表に小学校と中学校に分けて掲載しております。小学

校、中学校ともに授業の準備が最も多くを占めています。また、会議や打ち合わせも勤務時間外に行わ

れていることも改めてわかりました。 

3ページの中ほどには、土日に出勤して行った業務を表にしております。小学校と中学校では出勤した

教職の割合が大きく差があり、部活動がその要因と考えられます。さらに、6月の実態調査では、ワーク・

ライフ・バランスがとれた生活を送ることができていると感じているか否かについても調べてみました

が、小中ともにとれていると感じている割合は50％を大きく下回るものでした。 

このような教職員の勤務実態を受け、プラン策定の目的を４ページの枠の中に2点示しております。1

点目は、教職員のワーク・ライフ・バランスの取れた生活を実現し、健康でやりがいを持って働くこと

ができる環境を整備する。2点目は、教職員が授業づくりに注力できる体制を整備するとともに「教職員

が子どもと向き合う時間」を十分確保し、学校教育の質を維持・向上させる、といたしました。さらに、

計画の期間を4ページ下に示す通り、本年度を試行期間とし、令和2年度から令和4年度までの3年間を一

つの区切りとして実施したいと考えております。 

 5ページには成果指標といたしまして、4項目とそれぞれの目標値をあげております。 
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 4ページでご説明しました目標を達成するために、6ページに記載しておりますように、4つの基本方針

と15の具体的な取組を進めてまいりたいと考えました。7ページ以降はその具体となっております。さら

に、このことに加え、将来にわたって検討すべき内容を、「さらなる働き方改革の推進のために」と別枠

にし、まとめております。 

 それでは具体的な取り組みについて説明させていただきます。7ページをご覧ください。基本方針Ⅰ「教

職員が担う業務の精査及び適正化」、Ⅰ－1「学校における業務分担の見直し」では出退勤システムによ

り令和4年度までに業務の見直しを図るとしております。Ⅰ－2「運動部活動指導員及び外部指導者の配

置」ではこれまでの外部指導者を継続配置するとともに、運動部活動指導員の計画的配置を行って参り

ます。このことにつきましては、特に「働き方改革推進委員会」から多くのご意見をいただき、8ページ

「さらなる働き方改革のために」において部活動の今後の在り方について記載しております。 

 9ページをご覧ください。Ⅰ－3「学校行事等の在り方見直し」では行事の精選とともに取組時間の削

減について数値目標をあげております。また、市や地域行事については、学校とのかかわりについて協

議・検討を行ってまいりたいと考えております。さらに「さらなる働き方改革推進のために」として学

校行事に地域の力を取り入れることも記載しております。 

10ページをご覧ください。基本方針「学校を支える体制の構築」、Ⅱ－1「チーム学校体制の強化」で

は、「特別教育支援員」、「スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー」、「外国人児童生徒支援」、

「プログラミング教育サポーター」の4つの学校支援、また「さらなる働き方改革推進のために」として

「スクールサポートスタッフ」についても提案させていただております。 

11ページをご覧ください。Ⅱ－2「事務職員の機能強化・学校運営への参画」では事務職員の校務運営

への参画、Ⅱ－3では「保護者・地域への広報活動の充実」では、教職員の勤務実態や働き方改革の必要

性を保護者や地域と共有するために、教員の働き方改革に関する広報活動を充実していくことを示して

いります。教職員の働き方改革を進める上で、保護者や地域から理解を得ることは大変重要であると考

えております。そこで、12ページの「さらなる働き方改革推進のために」で、このⅡ－3を補完するよう

な形で記載していります。 

 13ページをご覧ください。基本方針「教職員の業務改善」、Ⅲ－1「校務支援システムの利活用」では、

学校現場の意見を聴収し、次期リプレイスの際には、最適なシステムが導入できるよう準備を進めると

しております。Ⅲ－2「教材の共有化およびデジタル化」では、電子教科書の整備を進めるとともに、授

業案や授業資料等の共有化を進めてまいりたいと考えております。 

14ページをご覧ください。Ⅲ－3「学校閉庁の推進」では、学校閉庁日の継続と学校閉庁時刻について

検討を行って参りたいと考えております。学校閉庁時刻については、留守番電話の導入等を行っている

自治体もありますが、問題発生時の対応の遅れも懸念されます。「さらなる働き方改革推進のために」で

は夜間窓口の設置について触れさせていただいております。 

 15ページをご覧ください。Ⅲ－4「部活動運営の見直し」では、国、県のガイドラインに基づいて「飯

塚市運動部活動指導マニュアル」を策定し、各学校の部活動の運営がマニュアルに基づいてなされるよ

う努めてまいりたいと考えております。Ⅲ－5「調査・統計等の精選及び文書事務の見直し」では、調査

の精選とともに効率化を図って参りたいと考えております。 

 16ページをご覧ください。Ⅲ－6「教職員研修の充実と会議の効率化」では、会議や研修の効率化を含

めた見直しを行うとともにＩＣＴを活用について記載していります。また、「さらなる働き方改革推進の

ために」記載している通り、働き方改革推進に関する実践事例の共有化に努めてまいりたいと考えてお

ります。 
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17ページをご覧ください。基本方針Ⅳ「教職員の意識改革」、Ⅳ－1「出退勤システムの活用」では、

システムの導入よる実態把握を、Ⅳ－2「教職員のメンタルヘルス支援」では、昨年度より行っておりま

すストレスチェックテストの利活用をおこなうこと、Ⅳ－3「教職員のタイムマネジメント力の向上」で

は、研修等を通じて教職員一人一人のタイムマネジメント力の向上が図れるよう努めてまいりたいと考

えております。 

このような取組を進め、評価・改善を行いながら本プランの取り組みの見直し・改善を図ってまいり

たいと考えております。また、学校と教育委員会が一体となり、保護者や地域の方々に働き方改革を推

進する目的や目標について理解と協力を得ながら本プランを着実に推進して参りたいと考えております。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

説明が終わりました。では、このプラン(案)につきまして委員の皆様方からご意見等をお伺いしたい

と思います。 

 

○上田委員 

 このプラン(案)について、働き方改革推進協議会でご説明なさって理解を求めていっているというこ

とですが、どのような意見や反応があっていますか。 

 

○学校教育課長(小林広史) 

 特に基本方針Ⅰの中では、部活動に関することを中心に多くの意見が出まして、委員の皆様方からは、

学校外の資源を使って部活動を取り組むであるとか、地域のスポーツとの連携を図っていく等のご意見

が寄せられておりました。また、学校行事と地域の関係について、やはり先生方の負担になっているの

だろうか、しかし地域としては先生方との連携を進めたいという葛藤するような声もあります。それか

ら、遅くまで先生方が残っているときに、閉庁時刻についてはある程度設定して、保護者に周知をして

理解を求めるべきではないだろうかという意見も推進協議会の方からなされております。また、先生方

自身の意識も変えていく必要があるのではないかという、そういったところを中心にご意見をいただい

ております。なお、それを受けまして、「さらなる働き方改革のために」という枠囲いをしているのは、

主に協議会、そして推進委員からいただいた意見で、すぐには実行するのは課題があるだろうと思って

おりますが、今後目指したいというところで取り上げさせていただいております。 

 

○上田委員 

 大変貴重な意見を頂いたなと思います。できないこともあるでしょうけれど、できるような方向で検

討をしていただければと思います。 

 

○大隈委員 

学校の先生方はいつも長時間勤務で大変だなと思いながら見ております。働く時間を減らすようにと

言われましても、やはり先生方の抱えている業務はたくさんあって、同じ枡の中に同じ量を入れること

は簡単であっても、それ以上のものを入れることはとても苦しいことだと思っております。ゆえに、こ

の改革プラン案の中で、教職員が担う業務の精査及び適正化とありますけれど、本来先生が行う業務は

何なのかっていうことに注視して、これから改革を進めていくべきではないかなと思っております。今

回調査した中で、先生方の意見があまり分からなかったのですが、ストレス度チェックの中で13％って
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いう数字が挙がっていますが、これは、日本の中では低い方なのか高い方なのか、日本の先生方がどの

くらいのストレスを持っているのかということと、実際飯塚市の先生方が業務に関して負担に思ってい

ることは何なのか、教えていただければと思います。 

 

○学校教育課長 

今の質問は、プラン案の5ページのところに成果指標の目標値ということで、ストレスチェックテスト

における高ストレス者の割合ということで、昨年度から本チェックテストを実施いたしまして、13.7％

という割合が高ストレスであると。これは県の方でございますが、県の方は10％となっておりますので、

若干飯塚の方が多いということになっております。負担感につきましては、実際は細かな調査をとって

はおりません。業務時間の中で越えているものとして挙げさせていただいている段階でございます。た

だ現場から聞こえてくる声といたしましては、やはり校長会の中では、地域行事への参加、地域だけで

はなくて行政の行事等への参加の時期が重なったり、時間が深夜に及んだりするものもあったりすると

ころが少し心配されているという声が検討委員の方から出ております。 

 

○大隈委員 

 ありがとうございます。子どもと向き合う時間が負担になっているという先生がいなくて良かったで

す。 

 

○飯塚市長(片峯誠) 

 難しいですよね。地域との関わりや教職員の研修が勤務時間外の夜や休みの日に行われる、それがス

トレスだとするなら、子どもをほったらかしにしてそういう時間を設けることはできないので、そうい

うことについてどうするかは本当に難しいと思います。東京都の教職員は、夜や休みの日に自己研鑽と

いうことで、有料であっても自分で研修に行くんです。福岡県は、そのような教職員は少ないんですよ。

これは、感覚的な違いではあると思いますが、市役所と違って、学校の先生は業務に必要な研修につい

ては保障しなければならないということで、何もかもではありませんが公費でまかなう部分があります。 

2、3ページで、大隈委員がおっしゃったところがこれを進める上での肝で、平日の時間外、休日に行

っているのが、業務であり、本務といえるものも中にはあるので、これを圧縮するようなことはいかが

か、むしろ上記以外が高いので、そこに着目して教育委員会で追調査をしてもらえるということです。

本当に仕事として必要なのかの精査をし、その部分にどう梃入れをしていくかが今後重要になってくる

と思います。授業準備、成績処理、生徒指導、学校行事の準備等をカットされたら、子どもに係ること

をカットして教師と言えるのか根本的な問題になるので、それ以外のところで今後取り組みを進めてい

ただくことになるかと思います。 

 

○安永委員 

実態を見ながら、解決はやはり難しいだろうなと思いながら見させていただきましたが、今回のアン

ケート調査もですが、我々もそうですけど、アンケートが入るたびに業務が増えてしまうところもあり

ます。ＩＣＴのことも少し書かれていますけども、いかにそこにコストをかけていかに楽にできるかが

重要で、例えば私も勤怠は完全にスマホのＧＰＳ頼りになっていますので、大学に来れば自動的になり

ます。例えば後ろに書かれていた資料共有化の話もありますし、さまざまなところで使えるものを共有

してうまく使っていけるようなシステムも早く入れる、校務のシステムに関しても、先生方の時間をと
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らない形を最優先にして、逆にどういうシステムを入れればいいかということを考えていく必要がある

と思います。恐らくＩＣＴの活用のところが今回1番遅れているために、学校現場だけではなくて、さま

ざまなところで、結局仕事がふえ続けているという状態があろうかと思いますので、そこはコストをか

けていただいてできる限り現場の業務がふえないように、かつ、それがいつでもとれるところが多分重

要で、調査の時だけではなくて、常時見えるような形というのが恐らく重要になっていくと思いますの

で、そういう形になればと思っております。ストレスチェックに関しましても私も受けていますが、そ

れはあくまでも個人としての感覚の違いもありますが、やはり人として、40時間をここでは45時間です

けど、45時間を超える80時間を超えるというのは、本人が思ってなくても、やがて負担になっていくよ

うな量ということで設定されているわけですので、それが本人にもすぐに見える形、自分がどのくらい

になっているのかということをちゃんと把握できる形、それからもしそうなったときにはフィードバッ

クがかかって、今も月で40時間超えますと私は呼び出されるんですけれども、同じような形で何か本人

が自分がその状態になってきて、そのことが実は子供たちにとって良くないんだということを理解でき

るようなフィードバックができる形というのも、ＩＣＴの技術で入れていただけるなら、早いフィード

バックができるのではないかと思いますので、そこはコストをかけてくださいというお願いです。 

 

○上田委員 

 基本方針Ⅲの2にある教材の共有化およびデジタル化、これは予算を伴いますけれどもぜひ推進してい

ただきたいなと思います。 

 

○大隈委員 

安永委員のおっしゃった中でＩＣＴの予算をとありましたが、実際今年度学校訪問に行きまして、学

校によっては電子黒板の利用率が低かったところ、高かったところといろいろあります。現場を見なが

ら先生方の個人差といいますか、利用しにくい、苦手意識があると思います。そのためにはどうしたら

よいかとなると、ＩＣＴの支援員の確保をお願いしたいと思っています。 

 

○市長(片峯誠) 

 実は前回ＩＣＴ推進計画というのを教育総務課に準備してもらいましたが、それはあくまで子ども達

の教育充実という観点で計画したものではありますが、それを通じて逆に先生達の負担にならないため

には校務支援システムとか教材の共有化だとか仕事のデジタル化とかをお金をかけてでも推進すること

が業務の軽減につながるということで、協議結果として整理したいと思います。 

 

○教育長(西大輔) 

 ＩＣＴ支援員は文部科学省も4校に1人という目標をたてていて、それに対して飯塚市は3人で運営して

います。飯塚市も専門家を学校に入れて、働き改革に少しでもつながるようにしたいと思います。 

 

○大隈委員 

 10ページの基本方針Ⅱの学校を支える体制の構築で、「特別支援学級に所属する児童生徒～」と書いて

あって、今普通の学級の中でも支援を要する子ども達が増えているということが現状です。これも人材

を確保するということがとても大切なことで、飯塚市も特別支援委員の募集もかなりしていて、それで

も足りないという状況をうかがっています。特別教育支援員の確保それからスクールカウンセラー・ス
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クールソーシャルワーカーの配置等も、先生方の負担を減らす一つの要素となると思います。加えて、

学校訪問で感じたことが、ある学校でスクールソーシャルワーカーを利用することでノウハウが分かっ

て自分たちでやっているという意見がありました。スクールソーシャルワーカーが足りないからそうせ

ざるを得ない状況だったということもあるけれど、もっと利用すべき専門職だと思いますので、業務の

専門性を活かしながら負担を減らしていただきたいなと思います。 

 

○上田委員 

 スクールソーシャルワーカーの配置の増員を検討していただければと思います。最低でも各校区に1名

は必要なのではと思います。家庭に入っていかれる、部署とつながって話ができる立場のスクールソー

シャルワーカーさんを配置することが一番効果的なのではと思います。 

 

○市長(片峯誠) 

 私の方が市全体に指示した働き方改革が、①時間の縮減、②テクノロジーの活用、③メンタルヘルス

で、方策の方は先に教育委員会から出て、教育委員会の方がニーズ対応がより複雑で、全部やろうとし

たら教育委員会事務局も現場も大変だろうなと、もっと計画的に絞込みが必要ではと逆に心配するくら

い熱心で立派な計画だと思います。あとはそこの重点化を図っていくことが必要だと思います。ハード

面、ＩＣＴの整備、人的配置等お金がかかると思います。実は県の市長会からも要望は挙がっていて、

全国市長会のほうから文科省の方にも挙げています。文科省の方は、それは交付税措置の中に盛り込ん

でいますと。福岡県の場合、うちは電子黒板の補助費をたっぷりいただきましたから言いにくいのです

が、県独自としての取り組みが全国的に遅れているんです。市長会でも要望しますが、教育長会議の中

でも挙げていただいて、全て市でするということはどこまでやれるかという難しさを感じています。福

岡県下ではＩＣＴの対応状況についても飯塚市はほぼトップランナーですし、特別教育支援員の配置は

間違いなくトップです。子どもの数における配置の数にしても。全くあっていないところもあるんです。

これ以上というのももちろんニーズ対応として必要ですが、国・県への働きかけも併せてやっていきた

いと思っています。では、大きな方向性として働き方改革プランについては、この方向で今後重点化と

具体化を図りながら進めていくということでよろしいでしょうか。 

 

○上田委員 

 飯塚市だけでできることではありませんし、国全体で考えていかなければいけないと思いますが、部

活動指導員が未配置である、外部指導者が現在13名等書いてありますが、この方達を配置したとしても、

入っていない原因は何なのかなと。本当に必要なら配置しないといけないと思うのですが、できない理

由があるのか、こういう方向では解決しないのではないかと個人的には感じています。 

 

○学校教育課長 

 子ども達に直接係る指導員ですので、学校が適任者としてこの人にという方がなかなかいらっしゃら

ないということがあります。運動部活動指導員については、さらに権限が大きくなりますので、保護者

の理解等も得て、子ども達の指導もしっかりやってくれるということになるとかなりのハードルにはな

るので、取り入れたいが難しいのではないかというのが、推進協議会の方では比較的積極的なのですが、

代表校長からなる検討委員会のほうでは子ども達のことを考えたりしたときには、慎重にならざるを得

ないだろうという声も聞かれるところでございます。 
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○上田委員 

 教職員の意識改革についてですが、その研修の方法として管理職がこうしましょうという言うよりは、

どうしたら自分達の勤務時間を短くすることができるのか、そういうことを学校で話し合って意見を出

して模索したらどうかなと思います。そうすることによって意識も変わるのではと思いますので、そう

いう研修もしたらどうかなと思います。 

 

○安永委員 

 14ページに夜間窓口のことがありますが、方向が必要性というかたちで危険性という言い方になって

いますが、今回働き方改革という中での取替えで言うと、先生方の意識の負担減にならないといけない、

学校は開いていないといけないという事が無くて済むのがこのやり方だと思いますので、その表現を加

えるのがいいかなと思います。 

 

○市長(片峯誠) 

 ありがとうございます。今回いただいた意見については、事務局で見直して、また後日教育委員会会

議の方に修正したものを出してご意見を頂くということでよろしいでしょうか。 

 では次に、議題第2号「学校と児童クラブの連携について」を議題といたします。内容の説明をお願い

いたします。 

 

○学校教育課長(小林広史) 

「飯塚市の学校と児童クラブの連携について」という資料を配付しております。まず1ページにビジョ

ン策定の経緯を書いておりますのでご覧ください。現在の児童クラブが学校教育課に移管されまして、

学校と児童クラブの連携がスムーズに進んでいるような状況が見られております。また、各児童クラブ

でそれぞれ学習プログラムも作成され、工夫して、先日の青少研の会議の中で発表していただくような

場も設けていただいております。さらに、児童クラブの共働き世帯が増えていることもあり、児童クラ

ブの入所者数も増加傾向が見られております。このような中でやはり放課後の子供の過ごし方を充実さ

せるためには、基本的な方針なりビジョンが必要であるということで策定に取りかかっているところで

ございます。策定については、2ページにございますように、委員を選定いたしまして取り組んでおりま

す。委員長といたしまして、九州女子大学の教授であります大島まな先生の方に引き受けていただいて、

さまざまな助言をいただいているところでございます。 

3ページをご覧ください。検討会での主な検討事項といたしましては、放課後児童クラブを中心とした

もの、そして、2番目といたしまして、放課後の社会資源、これは市の方でいいますとＬボラ等になると

思います、そちらを使ったものを使いまして、充実させていくという基本プランの策定に取りかかって

いるところでございます。また、この目標についてですけども、やはり学校教育プランで示しておりま

す「飯塚市の未来を担い、世界にはばたく『かしこく』『やさしく』『たくましい』子ども」ということ

とかかわりを持たせることが重要ですのでやはり目指す姿としては、かしこく、やさしく、たくましく

ということで整備しておりますのが、5ページの表にありますとおり、左側に学校教育で右側のほうに児

童クラブの方で、「かしこく」では実体験を通した主体性の育成、「やさしさ」では仲間への思いやりの

育成、たくましさについては、心と体の両面の耐性の育成ということで、目標を定めて目指す姿を設定

しているところです。 
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このことを受けて、6ページでございますが、案といたしまして、現時点で飯塚市の放課後児童の目標

といたしまして、そこに書いてありますとおり、「生活や遊びなどの様々な体験を通じて、学年を超えた

仲間と協力しながら、みずから進んで行動する、『生きる力』を身につけた子供たちを育てる」としてお

ります。 

7ページには、その様なものを具体化すると、主体性と思いやりと耐性がクロスするような形で、育成

していくことが重要ではないかということで図式をしております。現在、この思いやり、耐性、主体性

の内容等について、委員会の方で協議しながら、プランの策定に取りかかっておりまして、現在2回目を

終えているような状況でございますので、この場を通じてご報告させていただきます。 

 

○市長(片峯誠) 

 実際に学校と学童の方でやっていただいていることですが、それがより進化し、広がるためにどうす

るか、専門家の意見を聞きながら進めていただいているところでございます。良い取り組みだと思いま

すが、これが学校の先生の過重負担になっては継続できないので、そこは配慮しながら進めていただき

たいと思っています。この件については継続して教育委員会会議の中でご意見を頂く方がいいかなと思

いますが、この場でぜひというご意見がございましたらお願いいたします。 

 随時教育委員会会議の中で報告をしていただきながら、今日は議題としてこういう方針でやるという

ことは皆さんに認識いただけましたので、内容については報告事項として挙げていただければと思いま

す。 

 それでは本日設定いたしました議題についての協議は終了いたしましたが、せっかくの機会ですので、

他にお話されたいことはございませんでしょうか。 

 これをもちまして、令和元年度第1回総合教育会議を閉会いたします。 

  

 


