
１ 

平成２６年第１回東村山市教育委員会臨時会会議録 

（公開分） 

 

〇平成２６年３月２５日（火）東村山市教育委員会を東村山市いきい

きプラザ４階教育委員会室に招集した。 

〇出席委員は、下記のとおりである。（５名）  

  町田 豊、當摩 彰子、吉村 正、小関 子、森 純 

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１７条第２項により助

言のために出席した者は次のとおりである。 

  教育長 森 純 

〇教育長の助言のために出席したものは次のとおりである。 

教育部長 曽 我 伸 清 指導主事 石 田 玲 奈 

教育部次長 間 野 雅 之 教育支援課長 高 橋 功 

庶務課長 田 中 宏 幸 社会教育課長 平 島 亨 

学務課長 肥 沼 卓 磨 市民スポーツ課長 中 澤 信 也 

指導室長 川 合 一 紀 国体推進室長 池 谷 俊 幸 

主幹（統括指導主事） 谷 口 雄 麿 図書館長 田 中 香代子 

指導主事 小 林 宏 公民館長 内 野 昌 樹 

指導主事 木 下 信 久 ふるさと歴史館長 中 村 眞 治 

 

〇本会の書記は次のとおりである。 

  教育部 庶務課 係長 佐藤 道徳 

〇会議事件は次のとおりである。 

 議題 

 議案第１２号 東村山市教育委員会事務局組織規則の一部を改

正する規則 

 議案第１３号 東村山市立小学校学校歯科医及び東村山市立小

学校学校医（内科）の委嘱 

 議案第１４号 東村山市特別支援学級補助員の任命 

 議案第１５号 東村山市教育相談員の任命 

 議案第１６号 東村山市青少年委員の委嘱 

 議案第１７号 東村山市文化財調査員の委嘱 

 議案第１８号 東村山ふるさと歴史館複写機の利用に関する規

則の一部を改正する規則 

 

報告事項 

【教育委員会】 
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①スーパードッジボール大会のお礼（社会教育課） 

②東村山市立小・中学校管理職の異動について（指導室） 

③教育部指導室配属の指導主事の異動について（指導室） 

④東村山市立小・中学校教職員の異動について（指導室） 

⑤その他 

午後２時００分 開会 

○町田委員長 ただいまより、平成２６年第１回東村山市教育委員会臨

時会を開催いたします。よろしくお願いします。 

本日の議事録の署名を、吉村委員にお願いしたいと思います。 

○田中庶務課長 本日の臨時会でございますが、傍聴の希望者はおりま

せん。よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 わかりました。 

それでは、議事日程に従いまして進めさせていただきます。 

議案第１２号、東村山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正す

る規則についてお願いいたします。 

○田中庶務課長 議案第１２号、東村山市教育委員会事務局組織規則の

一部を改正する規則。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６年３月２５

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則。 

東村山市教育委員会事務局組織規則（平成９年東村山市教育委員会

規則第５号）の一部を別紙のとおり改正することに議決を得たい。 

説明。平成２６年度の組織改正に伴いまして、次長の担任事務の範

囲を定め教育行政の効率的な行政運営を図るとともに国体終了に伴う

国体推進室の廃止を行うため、本案を提出するものであります。 

今回の規則の一部改正につきましては、平成２６年度の組織改正に

より、新たに学校教育担当の次長が配置されることに伴いまして、２

名の次長の担任事務の範囲を定めること、そして、国体が終了したこ

とに伴いまして、平成２５年度をもって、国体推進室を廃止にするこ

とにより国体推進室の項を削ることが概要となります。 

それでは新旧対照表に沿いまして説明をさせていただきたいと思い

ます。まず、第２条で、部、課、室及び係の設置を規程しています。

第２条第２項の中の、旧規則における国体推進室、地域事業係、運営

係の三つの項を削除するものでございます。 
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続きまして、第３条の部長等の職及びその職責の規程でございます。

次長につきましては、従来、生涯学習担当の次長１名でございました

が、この度学校教育担当の次長が配置されますことから、それぞれの

担任する事務の範囲を新たに第６項において定めるものでございます。  

なお、学校教育担当の次長につきましては、指導室長を兼務するこ

ととなります。 

この第６項が入ることによりまして、旧規則の第６項から第１６項

までの項が１項ずつ繰り下がり、新規則におきまして、第７項から第

１７項までとなるものであります。また、旧規則における第１６項の

中に、第７項、第９項、第１２項という表記がございますが、新規則

は旧規則より１項ずつ繰り下がっていることから、第１７項におきま

して、それぞれ第８項、第１０項、第１３項と変更をするものでござ

います。 

続きまして、国体推進室の項、並びに地域事業係、運営係の項と各

係の分掌事務をそれぞれ削除するものでございます。なお、国体に関

連する残務につきましては、市民スポーツ課において引き継ぐことと

いたしまして、（１５）にあります「庶務に関すること。」として、

対応を図る予定でございます。 

続きまして、新たな教育委員会の組織図でございます。学校教育担

当の次長は指導室長を兼務するとともに、指導室、統括指導主事、指

導主事関連と教育支援課を分掌することとなり、そのほかの課につき

ましては、生涯学習担当の次長が分掌することとなります。その結果、

教育委員会におきましては、教育長を筆頭に、一部、９課２次長の体

制となるものでございます。 

最後になりますが、この本規則の一部改正につきましては、平成２

６年４月１日から施行するものでございます。 

以上、説明とさせていただきますが、御審議の上、御可決賜ります

よう、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○町田委員長 ただいま庶務課長からの説明が終わりました。この件に

関しまして御意見・御質問はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

次長を２名体制にして、より細かく指示ができるようになるという
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ことでいいのではないかと思います。 

ほかに特に御意見ないようですので、採決をとりたいと思います。 

ただいまの件に関しまして、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、議案第１２号については原案

どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第１３号、東村山市立小学校学校歯科医及び東村

山市立小学校学校医（内科）の委嘱についてということでお願いしま

す。 

○肥沼学務課長 議案第１３号、東村山市立小学校学校歯科医及び東村

山市立小学校学校医（内科）の委嘱。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６年３月２５

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市立小学校学校歯科医及び東村山市立小学校学校医（内科）

の委嘱。 

学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２３条の規定により、

別紙のとおり委嘱することに議決を得たい。 

説明。学校歯科医、学校医（内科）の辞職により、後任医を委嘱す

るため、本案を提出するものであります。 

補足説明させていただきます。委嘱期間中ではございますが、一身

上の都合ということでの辞職となり、後任の学校医との推薦を東村山

市歯科医師会及び東村山市医師会に依頼し、推薦をいただいたところ

でございます。退任される先生と新任の先生につきましては、歯科医

につきましては、東萩山小学校の長島浩二先生が退任され、新任で大

須賀一洋先生に。学校医の内科医につきましては、青葉小学校の森田

大児先生が退任され、新任で磯部建夫先生へと変更になります。なお、

委嘱期間につきましては、平成２６年４月１日より平成２７年３月３

１日までとさせていただきます。 

以上です。 

○町田委員長 学務課長からの説明が終わりました。この件に関しまし

て御意見・御質問はございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 歯科医師会、医師会からの推薦ということで、特に問題
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ないかと思いますので、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 御質問等ないようでしたら、採決を行いたいと思います。 

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、議案１３号につきましては原

案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第１４号、東村山市特別支援学級補助員の任命に

ついて、お願いします。 

○高橋教育支援課長 議案第１４号、東村山市特別支援学級補助員の任

命。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６年３月２５

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市特別支援学級補助員の任命。 

東村山市特別支援学級補助員に関する規則（昭和６３年東村山市教

育委員会規則第６号）第３条の規定により、別紙のとおり任命するこ

とに議決を得たい。 

説明。現特別支援学級補助員の任期が、平成２６年３月３１日をも

って満了となるため、本案を提出するものであります。 

平成２６年度東村山市特別支援学級補助員名簿、こちらは案でござ

いますが御覧ください。この度平成２５年度末をもって、野村隆美補

助員が退任され、１名の欠員補充が発生したため、市報等に嘱託職員

の募集を掲載し、応募のあった方から論文及び面接の選考を行いまし

た。その中で、今回採用を考えております方は、資料にあります高橋

延嘉さんでございます。この方は小・中学校の放課後子ども教室や特

別支援学級において、ボランティア活動を経験されており、とても熱

心で前向きな方です。これらの経験を活かし、本市に貢献していただ

けると考えております。この方を特別支援学級補助員として採用した

いと考えます。任命につきまして、御審議いただき、御可決賜ります

よう、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 教育支援課長からの説明が終わりました。この件に関し

まして御意見・御質問はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 いかがでしょうか。よろしいですか。 
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それでは、特に御質問ないようですので、採決をとりたいと思いま

す。ただいまの議案第１４号に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、議案第１４号に関しましては

原案どおり可決させていただきます。 

続きまして、議案第１５号、東村山市教育相談員の任命について、

お願いします。 

○高橋教育支援課長 議案第１５号、東村山市教育相談員の任命。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６年３月２５

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市教育相談員の任命。 

東村山市教育相談員に関する規則（昭和５９年東村山市教育委員会

規則第５号）第３条の規定により、別紙のとおり任命することに議決

を得たい。 

説明。現教育相談員の任期が平成２６年３月３１日をもって満了と

なるため、本案を提出するものであります。 

平成２６年度東村山市教育相談員名簿の案を御覧ください。 

資料にございますように、欠員補充等はございません。引き続き、

この５名の相談員体制で進めてまいりたいと思います。人材としては

いずれの方も専門性を高くもち、相談対応も適切であると評価いただ

いております。任命につきまして、御審議いただき、御可決賜ります

よう、よろしくお願いいたします。 

○町田委員長 教育支援課長からの説明が終わりました。この件に関し

まして御意見・御質問はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

  それでは、特に御意見・御質問ないようですので、採決をとりたい

と思います。 

  議案第１５号、賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、議案第１５号につきましては、

原案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第１６号、東村山市青少年委員の委嘱について、

お願いします。 
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○平島社会教育課長 議案第１６号、東村山市青少年委員の委嘱。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６年３月２５

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市青少年委員の委嘱。 

東村山市青少年委員に関する規則（昭和４０年東村山市教育委員会

規則第３号）第３条の規定により、別紙のとおり委嘱することに議決

を得たい。 

説明。委員の辞任により欠員が生じたため、新たに青少年委員の委

嘱を行うものであります。 

現在、青少年委員の任期が平成２５年４月１日から平成２７年３月

３１日までとなっております。最初に前任者の夏梅智仁氏が仕事の都

合で平成２６年の３月３１日をもって退任するため、今回１名の委嘱

するものでございます。青少年委員の会長・副会長から推薦をいただ

いた佐々木悟子氏でございます。佐々木氏につきましては、現在、国

分寺市立こどもの発達センターに勤務されており、専門は保育士でご

ざいます。平成１５年の４月から平成１９年の３月まで二期４年青少

年委員をなされて、子育てのために辞任された経歴がございます。現

在、１地区の青少年委員であり、富士見小学校の富士見ミニバスケッ

トボール保護者会総代表として児童・生徒たちの指導育成に力を発揮

されております。青少年委員としてふさわしい方であると考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

また、１名の委嘱により、青少年委員の定数が１５名ですが、まだ

１名欠員になっております。今、早急に１名探しているところでござ

います。 

以上、説明とさせていただきます。 

御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○町田委員長 社会教育課長からの説明が終わりました。この件に関し

まして、御意見、御質問はございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

青少年委員の活動も大変で夏梅さんも本当に良い方でしたので、お

仕事で退任されるのは大変残念ですが、佐々木さんが入っていただけ

ますので、特に問題はないのかと思います。 
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よろしいでしょうか。 

では、御意見、御質問ないようですので、賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、議案第１６号については、原案

どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第１７号、東村山市文化財調査員の委嘱について、

お願いします。 

○中村ふるさと歴史館長 議案第１７号、東村山市文化財調査員の委嘱。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６年３月２５

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山市文化財調査員の委嘱。 

東村山市文化財調査員の設置等に関する規則（昭和４８年東村山市

教育委員会規則第３号）第３条の規定に基づき、別紙のとおり東村山

市文化財調査員を委嘱することに議決を得たい。 

説明。文化財調査員について、平成２６年度も引き続き委嘱を行う

ため本案を提出するものであります。 

補足説明をさせていただきます。東村山市文化財調査員設置等に関

する規則により、文化財資料を専門的な知識を持って、調査研究の補

助を行うことが、文化財調査員の職となるところでございます。平成

２６年度の文化財指導調査については、歴史館の館蔵資料をデータベ

ース化するにあたり、整理作業を行う予定でおり、環境指導の文化財

的基礎データを整理・蓄積することは急務であると考えているところ

でございます。 

平成２５年度に引き続き、林寿子氏を再任いたしたいと考えており

ます。また、山本菜摘氏を新たに採用したいと考えています。山本氏

は平成２４年度に臨時職員として館内資料整備に携わったことがござ

います。現在は杉並区郷土博物館において、嘱託職員をされている方

でございます。期間は平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日

までの予定でございます。 

以上でございますが、よろしく御審議賜り、御可決いただきますよ

う、お願い申し上げます。 

以上です。 

○町田委員長 ふるさと歴史館長からの説明が終わりました。この件に
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関しまして、御意見、御質問はございますでしょうか。 

○當摩委員 新規の山本氏に関してですけれども、杉並区の嘱託職員と

いうことでしたが、東村山市のふるさと歴史館のお仕事の頻度とい

うのはどのぐらいで、バッティングはないと考えてよろしいのでし

ょうか。 

○中村ふるさと歴史館長 仕事の頻度につきましては、予算の範囲内で、

年間４０日でございます。特に、お仕事のときは問題ないということ

でございます。 

○町田委員長 よろしいでしょうか。 

ほかにいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

それではほかに御意見、御質問ないようですので、採決をとりたい

と思います。 

ただいまの議案第１７号について賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員が賛成ということで、議案第１７号については、原

案どおり可決いたしました。 

続きまして、議案第１８号、東村山ふるさと歴史館複写機の利用に

関する規則の一部を改正する規則について、お願いします。 

○中村ふるさと歴史館長 議案第１８号、東村山ふるさと歴史館複写機

の利用に関する規則の一部を改正する規則。 

上記の議案を東村山市教育委員会に提出する。平成２６年３月２５

日提出。提出者、東村山市教育委員会、教育長、森純。 

東村山ふるさと歴史館複写機の利用に関する規則の一部を改正する

規則。 

東村山ふるさと歴史館複写機の利用に関する規則（平成１８年東村

山市教育委員会規則第１１号）の一部を別紙のとおり改正することに

議決を得たい。 

説明。ふるさと歴史館において賃貸借で使用しているマイクロリー

ダープリンターを使用して古文書等のマイクロフィルムの閲覧・複写

の市民利用を図るため、本案を提出するものであります。 

補足説明をさせていただきます。マイクロリーダープリンターにつ

いては、内部での閲覧資料、資料閲覧に使用しています。しかし、公
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開可能な古文書等のマイクロフィルムも館内利用者に利用していただ

くため、マイクロリーダープリンターでの閲覧複写を行うため、東村

山ふるさと歴史館複写機の利用に関する規則の一部を改正するもので

あります。 

初めに、旧規則の題名を東村山ふるさと歴史館複写機等の利用に関

する規則に改めました。次に、旧規則の第１条の中で「複写機（以下

「複写機」という。）」を新規則では、「複写機及びマイクロリーダ

ープリンター（以下「複写機等」という。）」に改めました。次に、

旧規則の第２条、第３条中において、「複写機」を「複写機等」に改

めました。次に、新規則の第４条でありますが、見出しを「マイクロ

リーダープリンターの複写対象」とし、「マイクロリーダープリンタ

ーによる閲覧及び複写は、東村山ふるさと歴史館条例施行規則（平成

８年東村山市教育委員会規則第７号）第１１条の規定による特別利用

に係る承認を受けた資料に限り、行うことができる。」とします。次

に、旧規則の第８条を新規則の第９条に、第７条を第８条に、第６条

の見出しを含む「複写機」を「複写機等」に改め、同条を第７条と改

め、第５条を第６条に改めました。 

補足でございますが、今回、改正規則は平成２６年４月１日から施

行するものでございます。 

以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

以上です。 

○町田委員長 ふるさと歴史館長からの説明が終わりました。この件に

関しまして、御意見、御質問ございますでしょうか。 

○森教育長 基本的な質問ですけれども、マイクロリーダープリンター

はどのような機械でしょうか。 

○中村ふるさと歴史館長 マイクロフィルムといったものに、古文書等

を撮影して、マイクロフィルムを見ることができ、資料を二次的資料

で有効性を図る機械でございます。 

○森教育長 必要に応じて同時に複写もできるものでしょうか。 

○中村ふるさと歴史館長 そのマイクロリーダープリンターがプリンタ

ー機能を持っておりまして、そのマイクロフィルムをプリントアウト

する機械でございます。 

○町田委員長 マイクロフィルムというのは、既に資料として保管され
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ているものを使うのであって、これからもまだそのようにフィルムで

保管していくのでしょうか。 

○中村ふるさと歴史館長 古文書等のマイクロフィルム化は継続して行

っていきます。 

○町田委員長 わかりました。デジタルデータよりも後に残るというこ

とでしょうか。 

○中村ふるさと歴史館長 永年的に劣化が非常に少ないためマイクロフ

ィルム化しているものでございますので、永年にわたって使用できま

す。 

○町田委員長 わかりました。現在はデジタル画像というのもあるけれ

ども、デジタル画像も消えてしまうことがあるということでしょうか。

デジタル化のほうがパソコンで閲覧できたりするので良いのではない

かと思いますが。 

○間野教育部次長 実際には運用でやっていたものですから、ここでき

ちんと規則に定めるという考え方でございます。ですから、委員長が

おっしゃるようなデジタル化に関しましても今後の検討課題になって

くると考えております。 

以上です。 

○町田委員長 わかりました。これは今までも行っていて、改めて定め

るということですね。今後、新しい方法等も検討していただければと

思っております。 

  ほか、よろしいでしょうか。 

○當摩委員 今の件に関連して、歴史館の学芸員の皆様に伺いますと、

大変に古文書を読む会に対してのニーズが高く、随分多くの参加者が

市内外から来てくださっていると伺っております。古文書をマイクロ

フィルム化しているものを、皆様が閲覧を希望していらしたり、そこ

から複写したりするような御要望があることに関しての制度上の後付

けと考えてよろしいのでしょうか。 

○間野教育部次長 各地方からも来てくださいます中で、そのようなニ

ーズがございまして、ふるさと歴史館もこのサービスを行っておりま

す。ただ、規則ではうたっていないため、位置付けをしていくという

ことで、今回、提案をさせていただいております。よろしくお願いい

たします。 

○町田委員長 繰り返すようですが、マイクロフィルム等だと、貸し出
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したり一般に使わせると傷つく可能性もあるので、データ化等が今後

必要になってくると思います。 

  今回の件に関しては理解しました。 

  ほかにはいかがですか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

では、ほかに御意見等ないようですので、採決をとりたいと思いま

す。 

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、議案第１８号につきましては、

原案どおり可決いたしました。 

  予定されていました議案は全て終了しました。 

続きまして、報告事項に移らせていただきたいと思います。スーパ

ードッジボール大会の御礼について。 

○平島社会教育課長 ３月８日の土曜日の日に青少年対策地区連絡協議

会が主催となって、スーパードッジボール大会を開催させていただき

ました。参加チームは１０９チーム、参加人数は８９４人ということ

で、午前中は３、４年生、午後は５、６年生の大会を行いました。委

員長初め、教育長にはお越しいただき本当にありがとうございました。 

  以上でございます。 

○町田委員長 スーパードッジボールの件につきまして、御質問等ござ

いますか。 

（ なし ） 

○町田委員長 よろしいですか。 

大変大勢で活気のある大会でした。大変よかったと思います。 

では、続けます。続きまして、報告事項②東村山市立小・中学校管

理職の異動についてお願いいたします。 

○森教育長 次の報告事項でございますが、教育委員会会議規則第１１

条のただし書きに規定いたします人事に関する事件に該当いたします

ので、公開しない会議としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○町田委員長 ただいま教育長から非公開会議にしてはという発議がご

ざいました。討論しないで採決したいと思いますけれども、よろしい

でしょうか。 
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（ 異議なし ） 

○町田委員長 それでは公開しない会議とすることに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者挙手） 

○町田委員長 全員賛成ということで、公開しない会議とします。休憩

いたします。 

 

午後 ２時３５分 休憩 

 

午後 ２時４５分 再開 

 

○町田委員長 では、再開します。 

ほかに報告事項お持ちの方いらっしゃいますでしょうか。 

○田中庶務課長 議会の最終日で、平成２５年度の補正予算の審議が議

決を得られれば、来年度に予算を繰り越して工事を行っていくという

昨年度と同様な形のものを進めていきたいと考えております。内容と

いたしましては、小学校７校、中学校５校、合計１２校の外壁改修工

事、それから小学校６校、中学校２校、合計８校のトイレ改修工事の

予算を組んで平成２６年度に繰り越して事業を完了させていくことを

予定しております。ただ、トイレ改修につきましては、すべての系統

ではなく、一つの系統を改修していくという形で、今回、改修工事を

行うことによりまして、全学校で最低１系統以上改修が完了すること

になります。また、これからも引き続き、教育環境の改善に努めてま

いりたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。  

  以上です。 

○町田委員長 この件に関しまして、何か御質問ございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。耐震工事は終わりましたが、これからも大変

だと思います。子どもたちの環境が綺麗になることは本当にいいこと

だと思いますので進めていただきたいと思います。 

ほかに報告事項お持ちの方いらっしゃいますでしょうか。 

○曽我教育部長 平成２５年度補正予算の関係でございますけれども、

総工費が１８億円ほどの補正を組ませていただきました。それに伴い

まして、かなり学校に継続して負担がかかります。平成２５年度も学

校の授業等、卒業式等にかかって行わせていただいたケースもござい
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ましたので、来年も学校と連携を深めながら学校の障害にならないよ

う、授業の妨げにならないように進めてまいりたいと思います。また、

工事が速やかにいくように、先生方のお知恵を拝借しながら工期等の

スケジュールを説明させていただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

以上です。 

○町田委員長 部長からの報告がございましたけれども、何か御質問等

ございますでしょうか。 

（ なし ） 

○町田委員長 では、ないようでしたら、臨時会を閉会させていただき

たいと思います。 

以上をもちまして、平成２６年第１回東村山市教育委員会臨時会を

閉会いたします。 

 

午後２時５５分 閉会 

 

 


