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令和元年６月２８日（金曜日） 寒河江市教育委員会 

 

○ 出席委員（５名） 

教育長 軽 部   賢   委 員 鈴 木 淳 一   委 員 國 井 晴 彦 

委 員 髙 橋 まり子   委 員 鈴 木 多鶴子 

○ 欠席委員（０名） 

○ 事務局職員の職氏名 

学校教育課長 大 沼 利 子   指導推進室長   佐 竹 康 弘 

生涯学習課長 柏 倉 信 一   スポーツ振興課長 小 泉   尚 

 

○ 委員会日程 

 

 教育委員会日程               午前１０時３０分 開 議 

 令和元年６月２８日（金曜日）        市役所４０３会議室 

 

 １ 開 会 

 

 ２ 議事録承認 

 

３ 教育長報告 

 

４ 議 事 

        議第１９号 寒河江市社会教育委員の委嘱について 

         議第２０号 寒河江市中央公民館運営審議会委員の委嘱について 

           議第２１号 寒河江市図書館協議会委員の任命について 

           議第２２号 寒河江市教育事務評価委員の委嘱について 

          議第２３号 教育委員会の権限に属する事務に係る教育長の臨時代理の 

承認について 

議第２４号 寒河江市立学校のあり方検討委員会委員の委嘱について（追加） 

 

５ 閉 会 

 

会議に付した事件 

  

教育委員会日程に同じ 
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１ 開 会  午前１０時３０分 

○軽部 賢 教育長 

  それでは、ただいまから教育委員会を始めたいと思います。 

 

２ 議事録承認 

○軽部 賢 教育長 

  初めに前回の会議録の承認についてお願いします。 

 （前回会議録を回覧の上、全出席委員が署名を行った。） 

 

３ 教育長報告 

〇軽部 賢 教育長 

前回５月３０日以降の主な行事等について申し上げます。 

５月３１日、東北芸術工科大学吉田卓哉准教授と教学１課の鈴木理恵様が来庁され、

市教育委員会と芸工大との協定締結について協議をしました。併せて、教育実習の受け

入れと小中学校と芸工大とのコラボレーションについて意見交換をしました。 

１６時２０分から三泉小学校で開催された市教頭会議に佐竹指導推進室長と出席し、

別添の「教育長通信」でお話させていただきました。 

６月１日、寒河江市市民体育館で開催された第２７回さくらんぼ旗争奪剣道大会に出

席しました。昨年度までは練習日も含めて２日間の大会でしたが、今年度からは、国や

地方公共団体ごとに部活動ガイドラインを策定したこともあり、１日開催にしたという

ことでした。冠大会は他にもありますが、それぞれの関係競技団体でもそのことについ

て配慮しているようでありました。 

６月２日、寒河江高校グランドで行われていた第２５回西村山陸上選手権大会を観戦

しました。 

６月３日１１時５０分から、陵東中学校で校内授業研究会があり、参観させていただ

きました。社会科の助言者は、前陵東中学校教頭で現櫛引中学校長の山田博志校長先生

でした。 

１３時から市議会第２回定例会一般質問の答弁調整を行いました。 

６月４日午前中、市議会一般質問の答弁調整を行い、午後から市民体育館で行われた

さがえさくらんぼマラソン実行委員会に出席し、最終的な確認を行いました。 

その後、市議会一般質問の答弁調整を行いました。 

６月５日、市議会第２回定例会が開会しました。さくらんぼ議会ということで、開会

前、マスコミの取材がありました。 

１１時から村山教育事務所の江川久美子所長、加藤洋一管理主幹による西根小学校訪

問があり、陪席させていただきました。大竹純校長による学校経営概要説明の後、授業
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通覧をさせていただきました。 

１４時から陵南中学校第１回校内授業研究会を参観させていただきました 

１５時３０分から市議会一般質問の答弁調整を行いましたが、雷・洪水警報が出るほ

どの雷雨になり、陵東中学校で停電、三泉小のバックネットが壊れるなどの被害報告が

ありました。また、寒河江中部小学校で学童に通う子ども達については市公用バスの配

車を行いました。 

６月６日、市議会一般質問の答弁調整を行いました。 

午後から西村山地区学校保健会合同会議・常任理事会が市中央公民館で開催され、出

席いたしました。折居和夫会長からはこの会議に係る関係者同士が膝を交えての懇談会

が必要ではとの提案がなされ、１２月頃に実施する方向性が出されました。引き続き、

常任理事会が行われ、県学校保健功労者等の推薦について協議が行われ、寒河江市では

折居和夫氏の推薦が決まりました。 

６月７日、市議会本会議の一般質問が行われ、後藤健一郎議員からは、市内小中学校

の学びやすい環境づくりについてと色覚検査について質問がありました。 

（１）保温と照明の検査方法について、（２）検査結果と対応をどうするのかというこ

と、（３）教室の照明の改善について、（４）色覚異常のリスク説明について、（５）色覚

チョークの導入ついては、昨日高松小学校で委員の皆様と話題になりましたが、これに

ついて後藤委員から質問があり、対応しているところであります。 

渡辺賢一議員からは、非核・脱原発社会実現についてということで「放射線について

考えよう」副読本の使用状況について質問がなされました。 

國井輝明議員からは、学校のあり方検討委員会についての質問がありました。 

１番目は寒河江市立学校のあり方検討委員会というのはどういうものなのか、その経

緯と内容についての質問でした。２番目には今後のスケジュールについての質問であり

ました。３番目は、理想的な人数下での教育環境とははどういうものなのかについて質

問でありました。４番目は安心して通学できる環境はどういったものと捉えているのか

という質問でした。５番目は施設一体型の小中一貫教育についての考え方を求められて、

答弁しております。６番目は小中一貫教育のメリットについて問われ、答えております。

７番目は学校再整備計画の考え方について質問があり、答弁しております。 

これらの答弁終了後、１５時３０分から次の週の一般質問答弁調整を行っております 

その後１７時から、この日一般質問で答弁した「寒河江市立学校のあり方検討委員会」

について、山形新聞社寒河江支社黒田良太支社長より取材を受けました。翌日、この内

容は山形新聞に掲載されております。 

６月１０日、陵西中学校の校内授業研究会を参観しました。 

その後、市議会一般質問の答弁調整を行いました。 

６月１１日午前中、同じく答弁調整を行いました。 

１１時から市文化センターで開催中の、市特別支援学級なかよし交流会を参観させて
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いただきました。 

６月１２日９時から、市議会一般質問の答弁調整を行いました。 

１１時から國井寧氏と面会しました。このたび委員になっていただいた市史編纂委員

会のことや５月２４日の水交会・寒河江西村山地区水泳連盟総会・懇親会の際にいただ

いた「寒河江中学校・寒河江高等学校水泳部創部９０周年記念誌」のことなどについて

懇談をしました。 

１３時１５分から、西村山小学校長会主催で教育講演会があり、出席させていただき

ました。文部科学省学校業務改善アドバイザー 妹尾昌俊氏 の「働き方改革は教職員の

生き方改革だ」と題する講演で、関西弁の軽妙な語り口で分かりやすい内容でした。夕

方から、こころの宿一龍で開催された妹尾先生を囲んでの「働き方改革を語ろう」の懇

親会に参加させていただき、有意義な情報交換をさせていただきました。 

６月１３日午前中、市議会一般質問の答弁調整の後、地区内４町の教育長に電話し、

西村山校長会学力向上対策委員会佐竹伸一委員長から依頼された、分析資料として全国

学力・学習状況調査結果を提供することについてお願いをし、了解をいただきました。 

１３時３０分、一般社団法人山形県発明協会理事・参与の土田芳昭氏と面会しました。

今年度の発明くふう展への出品の依頼がありました。 

１５時から、寒河江警察署遠藤哲一警務課警務係長と面会しました。７月２４日に開

催予定の寒河江・西村山地区被害者支援連絡会への副会長としての出席依頼がありまし

た。 

６月１４日、市議会第２回定例会本会議・一般質問が行われました。 

古沢清志議員からは、教育保育無償化についての質問がありました。 

私立高校の授業料実質無料化の動向について質問があり、答弁しております。 

また、「給付型奨学金」と「授業料減免」の要件についての質問があり、答弁しており

ます。 

荒木春吉議員からは、市立図書館と学校教育問題についての質問がありました。 

まず、過去４年間の市立図書館の活動内容について質問があり、答弁しております。 

次に、市立図書館の令和元年からの活動姿勢について質問があり、答弁しております。 

３番目として、図書資料購入費についてはどうなっているのかという質問があり、答

弁しております。 

４番目は、学力向上策についてということで、市の振興計画を読まれていて、そこに

掲げている目標達成のためにどういう取組をしているのかという質問でありました。 

５番目として、特別支援教育についての質問であります。どれくらいの子ども達がい

るのかという質問があり、答弁しております。 

６番目の質問は、小中学校の英語教育についてであります。新しい学習指導要領にな

ることで小学校ではどう対応していくのかという質問でした。それから、市の振興計画

に英検３級以上を取得している中学校３年生の割合の目標値が設定されているのですが、
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その達成状況についてでありました。 

６月１５日、西村山地区中学校総合体育大会の激励に各会場を回りました。 

６月１６日、第６４回さがえさくらんぼマラソンが開催されました。２８００名のエ

ントリーがありましたが、８割台の参加者になったようです。８時から９時台に雨が降

りましたが、その後は雨もやみ、高温にもならず、コンデション的には良好で、好タイ

ムが続出したようでした。参加者からもコースへの評価も高かったようです。初めての

取組であったため、市街地での交通規制もあり、課題も出ましたが、しっかりと整理し

次年度につなげていく必要があると思いました。 

１１時から、寒河江市市営球場で、西村山中学校総合体育大会野球競技を観戦しまし

た。決勝戦では陵南中が河北中を破って優勝しました。 

６月１７日、市議会本会議が議場にて再開し、質疑等が行われました。その後、予算

特別委員会、本会議が行われました。 

散会後、議会会議室で厚生文教常任委員会が開催され、生涯学習課分の柴橋地区多世

代交流センター建築工事請負契約の締結についてと令和元年度寒河江市一般会計補正予

算、曙町公民館の夏祭りなどコミュニティ活動の備品整備更新、西部地区公民館の体育

館への渡り廊下の改修工事について審議が行われ、了承されました。 

１４時から一般社団法人体育協会遠藤正幸会長が小泉スポーツ振興課長と、さくらん

ぼマラソン終了の御挨拶に来られました。 

６月１８日、三泉小の校内授業研究会を参観しました。 

１１時３０分、教育事務所の教育事情視察に高松小学校を訪問した江川久美子所長と

加藤洋一管理主幹による授業通覧及び校長との懇談に同行させていただきました。 

６月１９日１０時から、学校教育課の小学校の校務用パソコン、校務支援ソフトの入

札に臨みました。 

１１時１５分から校長会研修会の後、市校長会に出席し、「教育長通信」により学校教

育課に関することだけを抜粋し、市議会の一般質問の概要をお話しました。 

１２時３０分、東北芸術工科大学と市立図書館とのコラボレーション事業の一環であ

る「まなびの里ＴＡＳＳＨＯ」の視察に同行させていただきました。文芸学科の長岡努

准教授とカメラマン、学生５名が施設見学とＮＰＯの事業概要について質疑応答がなさ

れました。１２月に共同事業「ビブリオバトル」と「文芸レビュー」発刊が予定されて

いるようです。 

６月２０日、山形大学附属博物館長の新宮学教授と面会しました。結髪土偶を寒河江

市から寄贈してもらったお礼に副市長を訪問し、その後、教育長室に寄っていただきま

した。 

１０時から、鬼海弘雄氏の娘さんである、鬼海たかこ様と写真展開催中の寒河江市美

術館で面会しました。ご両親とも、展覧会を開催してくれた寒河江市に大変感謝してい

るとのことでした。 
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１３時３０分から寒河江市中央公民館で開催された西村山地区学校保健会総会に出席

しました。平成３０年度事業報告・決算、令和元年度事業計画・予算案について協議し、

了承されました。 

１５時から寒河江市イメージアップ推進会議に出席し、「さがえ元気づくりＡＷＡＲＤ

２０１８」の選考を行いました。 

６月２１日午前、市教育委員会訪問を教育委員の皆様と幸生小学校で行いました。 

１３時３０分から市史編纂委員会に出席し、２年任期の委嘱書の交付、教育長挨拶を

行いました。今年度新たに國井寧氏と土田真一氏が委員となりました。協議では、別編

「人物編」「総目・索引」「要覧」と「市史要約編」を追加した市史編纂年度別事業計画

案について話し合いました。 

１６時から本年度の新規事業である「さがえっこライフデザインセミナー」への協力

依頼に、ジョインセレモニー常務取締役、山形ウェディング協議会会長、県教育委員の

武田靖子氏をパレスグランデールに佐竹室長と訪問しました。子どもの頃から将来の人

生設計することの大切さを力説されておりました。これから開催予定の学校や市ＰＴＡ

連合会の研修会などでの協力をお願いしたところです。 

６月２２日、西川町月山湖カヌースプリント競技場で開催されていた西村山地区中学

校総合体育大会兼県中学校総合体育大会カヌー競技大会を観戦しました。雷の心配があ

り、試合が前倒しで実施されていたため、中学校男子Ｋ－１決勝、中学校女子Ｋ－１決

勝を見ることができました。女子決勝では、陵南中３年の橋本碧唯さんが優勝しました。 

６月２３日、寒河江市民会館で開催された寒河江吹奏楽団第３３回定期演奏会を鑑賞

しました。 

６月２４日、市議会予算特別委員会、その後に本会議が再開されました。会議中、令

和元年度寒河江市一般会計補正予算第３号で、６月５日に発生した強風により倒壊した

三泉小学校グランドのバックネット復旧工事を行うため２８０万８千円の追加を提案し、

了承されました。この日で全日程が終了し、閉会しました。 

１４時から市教育研究所研修部会が陵東中学校で開催され、授業を参観させていただ

きました。 

１８時から６月定例会終了後の厚生文教常任委員会懇談会に副市長、関係課長・室長

と出席しました。 

６月２５日９時から小中学校の体育館トイレ洋式化の入札に臨みました。 

１３時からは「寒河江市立学校のあり方検討委員会」の委員をお願いした山形大学地

域文化教育学部の安藤耕己准教授を大沼学校教育課長と御挨拶に訪問しました。その後、

教育委員会事務事業評価委員にお願いした山形大学大学院教育実践研究科の三浦智子准

教授を訪問し、御挨拶をしました。 

１５時からはＮＤソフトスタジアムで開催中の西村山中学校総合体育大会陸上競技の 

男女２・３年生の１５００Ｍを観戦しました。県縦断駅伝や県女子駅伝競走で活躍して
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いる選手が上位を独占していました。 

夕方から寒河江市役所長陵会総会懇親会に来賓として出席しました。 

６月２６日、市民文化会館で開催された劇団ポプラによる小学校の芸術鑑賞教室を鑑

賞しました。 

 報告について以上になります。 

 

４ 議 事 

〇軽部 賢 教育長 

  それでは議事に入りたいと思います。 

  最初に、「議第１９号 寒河江市社会教育委員の委嘱について」を議題といたします。

事務局より説明をお願いします。 

 

○柏倉信一生涯学習課長 

  議案の 1ページをご覧ください。 

議第１９号「寒河江市社会教育委員の委嘱について」ご説明申し上げます。 

  委員の任期満了に伴い、社会教育法第１５条第２項の規定により、新たに委員を委嘱

しようとするものでございます。 

２ページの別紙をご覧ください。 

任期は、令和元年７月１日から令和３年６月３０日までの２年間でございます。 

  名簿の上から、市校長会担当校長の南部小学校長 山口義博さん、同じく市校長会担

当校長の陵東中学校長 鈴木和彦さん、山形県立寒河江高等学校長 柏倉昭夫さん、市

老人クラブ連合会代表 工藤フミ子さん、一般社団法人 寒河江市体育協会代表 遠藤

正幸さん、市公民館連絡協議会代表 有川洋一さん、市子ども会育成連合会代表 安達

正一さん、市ＰＴＡ連合会代表 佐藤宗厚さん、市芸術文化協議会代表 最上公さん、

市青少年育成推進員代表 後藤洋一さん、市図書館協議会委員代表 武田静子さん、学

識経験者 山田智海さん、同じく学識経験者 川野秀子さん、公募委員 遠藤伸一さん、

同じく公募委員 五十嵐政芳さんの１５人です。 

  再任の方は、上から遠藤正幸さん、有川洋一さん、安達正一さん、そして最上公さん

から最後の五十嵐正芳さんまでの合計１０人となっております。 

  以上、よろしくお願い致します。 

 

〇軽部 賢 教育長 

  ただいまの説明について、質疑、意見等はありませんか。 

  なければ、採決したいと思います。 

  「議第１９号 寒河江市社会教育委員の委嘱について」を原案のとおり決定すること

にご異議はありませんか。 
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   （一同、異議がない旨の返答） 

  議第１９号は、原案のとおり決定いたしました。 

  続きまして、「議第２０号 寒河江市中央公民館運営審議会委員の委嘱について」を議

題とします。事務局より説明をお願いします。 

 

○柏倉信一生涯学習課長 

 議案の３ページをご覧ください。 

議第２０号「寒河江市中央公民館運営審議会委員の委嘱について」ご説明申し上げます。 

８名の委員うち、前任者の辞任に伴い、社会教育法第３０条第１項の規定により、新た

に補欠委員として４名を委嘱しようとするものでございます。 

寒河江市校長会代表は 志田道広さん、国際ソロプチミスト寒河江代表は 鈴木洋子さ

ん、寒河江市ＰＴＡ連合会代表は 佐藤宗厚さん、寒河江市老人クラブ連合会代表は 渡

辺照夫さん。 

任期は、前任者の残任期間の令和元年７月２日から令和２年６月３０日まででございま

す。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

〇軽部 賢 教育長 

  ただいまの説明について、質疑、意見等はありませんか。 

  なければ、採決したいと思います。 

  「議第２０号 寒河江市中央公民館運営審議会委員の委嘱について」を原案のとおり

決定することにご異議はありませんか。 

   （一同、異議がない旨の返答） 

  議第２０号は、原案のとおり決定いたしました。 

  続きまして、「議第２１号 寒河江市図書館協議会委員の任命について」を議題としま

す。事務局より説明をお願いします。 

 

○柏倉信一生涯学習課長 

  議案の４ページをご覧ください。 

議第２１号「寒河江市図書館協議会委員の任命について」ご説明申し上げます。 

  １０名の委員のうち、前任者の辞任に伴い、図書館法第１５条の規定により、新たに

補欠委員として２名を委嘱しようとするものでございます。 

はじめに役職名等を寒河江市校長会代表から、寒河江市校長会担当校長に変更し、寒

河江市校長会担当校長は牧野勤さん、寒河江市ＰＴＡ連合会代表は佐藤宗厚さん。 

任期は、前任者の残任期間の令和元年６月２８日から令和２年６月３０日まででござ

います。 
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以上、よろしくお願いいたします。 

 

〇軽部 賢 教育長 

  ただいまの説明について、質疑、意見等はありませんか。 

  なければ、採決したいと思います。 

  「議第２１号 寒河江市図書館協議会委員の任命について」を原案のとおり決定する

ことにご異議はありませんか。 

   （一同、異議がない旨の返答） 

  議第２１号は、原案のとおり決定いたしました。 

続きまして、「議第２２号 寒河江市教育事務評価委員の委嘱について」を議題としま

す。事務局より説明をお願いします。 

 

○大沼利子学校教育課長 

  それでは議第２２号 寒河江市教育事務評価委員の委嘱についてご説明いたします。 

  寒河江市教育委員会事務事業点検・評価実施要綱第４条第３項の規定により、次の者

を委嘱するものであります。 

  今回２名の方が新たな委員となっております。三浦智子さんは山形大学大学院教育実

践研究科准教授をされております。もう一人は菊地宏哉さんですが、有識者代表という

ことで寒河江小学校長を退任された方です。それから留任ということで大沼成子さんに

なりますが、体育振興協会副会長を務めていらっしゃる方です。 

  任期については令和元年７月１９日から令和３年３月３１日までとなっております。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

   

〇軽部 賢 教育長 

  ただいまの説明について、質疑、意見等はありませんか。 

  なければ、採決したいと思います。 

  「議第２２号 寒河江市教育事務評価委員の委嘱について」を原案のとおり決定する

ことにご異議はありませんか。 

   （一同、異議がない旨の返答） 

  議第２２号は、原案のとおり決定いたしました。 

続きまして、「議第２３号 教育委員会の権限に属する事務に係る教育長の臨時代理の

承認について」を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

○大沼利子学校教育課長 

  議第２３号 教育委員会の権限に属する事務に係る教育長の臨時代理の承認について
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説明申し上げます。 

  寒河江市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第５条第１項の規定に

より、教育委員会の権限に属する事務について別紙のとおり教育長が臨時代理したので、

同条第２項の規定により教育委員会の承認を求めるものです。 

 理由といたしまして、令和元年度教育費補正予算案に対する意見の申出について、教

育委員会を招集する時間的余裕がなく急を要したので、教育長が臨時代理したものであ

ります。 

  内容につきましては、９ページをご覧いただきたいと思います。 

  一般会計補正予算といたしまして教育費の小学校管理事業の工事請負費について２８

０万８千円を追加で計上しております。 

  これは６月５日に発生しました強風により、三泉小学校グラウンドに設置してありま

すバックネット８本のうち３本が倒壊するという事態が発生し、そのバックネットの復

旧工事を行うものでございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

 

〇軽部 賢 教育長 

  ただいまの説明について、質疑、意見等はありませんか。 

  なければ、採決したいと思います。 

「議第２３号 教育委員会の権限に属する事務に係る教育長の臨時代理の承認につい

て」を原案のとおり決定することにご異議はありませんか。 

   （一同、異議がない旨の返答） 

  議第２３号は、原案のとおり決定いたしました。 

 続きまして、追加議案となります、議第２４号「寒河江市立学校のあり方検討委員会

委員の委嘱について」を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

○大沼利子学校教育課長 

  議第２４号寒河江市立学校のあり方検討委員会委員の委嘱についてご説明いたします。 

  寒河江市立学校のあり方検討委員会設置要綱第３条第２項の規定により、別紙のとお

り委員を委嘱するものであります。 

  １１ページをご覧ください。 

  今回委員として委嘱される方についてご説明いたします。 

  番号１番の真木吉雄さんについては山形大学大学院教授をされていた方で、学識経験

者としてお願いしております。２番の安藤耕己さんは山形大学地域教育文化学部地域教

育文化学科准教授をされており、真木吉雄さんと共に県内他市町で学校のあり方につい

て検討を行っているということからこの度、同じく学識経験者としてお願いしたところ
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であります。３番から５番は地域住民代表で、後藤正美さんは町会長連合会からの選出

で、柴橋地区の町会長連合会長をなさっております。沖田健一さんも町会長連合会から

の選出で、醍醐地区の町会長連合会長をなさっております。大沼孝一郎さんも町会長連

合会からの選出で、三泉地区の町会長連合会長をなさっております。６番から９番まで

は学校代表として市校長会からの選出となっております。山口義博さんは南部小学校校

長です。横山和弘さんは高松小学校校長です。鈴木和彦さんは陵東中学校校長です。９

番から１１番につきましては児童生徒保護者代表として寒河江市ＰＴＡ連合会からの選

出となっております。柏倉城太郎さんは寒河江小学校区からの選出です。熊谷英治さん

は高松小学校区からの選出です。佐藤弘康さんは寒河江中部小学校区からの選出です。

１２番から１４番につきましては幼児保護者代表でありまして、市内幼稚園の保護者か

らの選出となっております。安孫子哲さんは寒河江幼稚園保護者代表、設樂剛士さんは

大谷幼稚園保護者代表、鈴木理恵さんは寒河江幼稚園の保護者として委員をお願いいた

しました。１５番から１７番については公募委員であります。公募委員として応募され、

抽選にて選出されております。高橋美紀さんは中部小学校区にお住いの主婦の方です。

船田美保さんも中部小学校区にお住まいで自営業をされている方です。太田昭夫さんは

お住まいは寒河江小学校区ですが西根保育所の所長をされている方であります。公募委

員については６名の応募があり、厳正な抽選の結果、こちらの３名を公募委員として選

出しております。 

  なお、委員の地区については勤務先、住所等を勘案した結果、各小学校区からそれぞ

れ１名以上が入る形になっております。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

 

〇軽部 賢 教育長 

  ただいまの説明について、質疑、意見等はありませんか。 

 

○鈴木淳一委員 

  この方々の任期はいつまでになるのでしょうか。 

 

○大沼利子学校教育課長 

  令和３年度までなので、令和４年３月３１日までとなっております。 

 

○髙橋まり子委員 

  １４番の方はよく聞きとれなかったのですが、どこの幼稚園の保護者ということだっ

たのでしょうか。 

 

○大沼利子学校教育課長 
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  寒河江幼稚園の保護者の方になります。 

 

○髙橋まり子委員 

  １２から１４の幼児保護者代表の方がそれぞれどこの小学校区になるのか教えてくだ

さい。   

 

○大沼利子学校教育課長 

  安孫子さんと鈴木さんは寒河江小学校区になります。設樂さんは白岩小学校区になり

ます。 

 

○軽部 賢教育長 

その他ございませんか。なければ、採決したいと思います。 

議第２４号「寒河江市立学校のあり方検討委員会委員の委嘱について」を原案のとお

り決定することにご異議はありませんか。 

   （一同、異議がない旨の返答） 

 議第２４号は、原案のとおり決定いたしました。 

  今回出されている議案については以上になりますが、ほかに皆さんの方から何かござ

いませんか。 

なければ、以上で教育委員会を閉会したいと思います。 

 

５ 閉 会   午前１１時１１分 


