
平成２５年１１月富津市教育委員会定例会議 会議録

１ 会議の名称 富津市教育委員会定例会議

２ 開催日時
平成２５年１１月２８日（木）

１３時３０分から１４時０５分

３ 開催場所 富津市役所本庁舎４階４０１会議室

４ 審議等事項

○付議議案

議案第１号 平成２５年度富津市一般会計予算教育費歳出１２

月補正予算について

議案第２号 富津市都市公園、市立公園及び体育施設の指定管

理者の指定について

議案第３号 富津市体育施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第４号 富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第５号 富津埋立記念館の設置及び管理に関する条例の

      一部を改正する条例の制定について

○報告事項

第１号 後援申請について

５ 出席者名

小坂委員長、宮田委員長職務代理者、 榎本委員、池田委員、

渡辺教育長、古宮教育部長、川名教育部次長兼学校教育課長、

藤江教育部参事兼生涯学習課長、 能城庶務課長、丸山庶務課

主幹、髙梨学校教育課主幹、清水教育センター所長、菊地教育

センター主幹、平野生涯学習課主幹、小柴体育振興課長、鈴木

中央公民館館長、村石富津公民館館長、須山市民会館館長、

神子庶務係長、佐久間庶務係主査

６ 公開又は非公開の

別

公開  ・  一部非公開  ・  非公開

７ 非公開の理由
富津市情報公開条例第２３条第 項第 号に該当

（理由）

８ 傍聴人数         ０人        （定員 ６人）

９ 所管課
教育部庶務課庶務係

電話 ０４３９－８０－１３４０

10 会議録（発言の内

容）

別紙のとおり
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平成２５年１１月富津市教育委員会定例会議会議録 

発 言 者 発 言 内 容 

小坂委員長 

池田委員 

小坂委員長 

皆さんこんにちは。それでは、平成２５年１１月富津市教育委員会定例

会議を始めます。本日の会議録署名委員の指名ですが、池田委員さんに

お願いします。 

はい。 

はじめに私から、２件について報告いたします。「富津市民文化祭２０

１３」が１１月１日（金曜日）から１１月４日（月曜日）まで開催され

ました。後ほど各担当より報告があると思いますが、私からは、「富津

市小中音楽の集い」について報告いたします。「音楽の集い」は、今年

で４１回目を迎えています。市内小学校１２校、中学校５校が、校内体

制を取り、音楽部会・音楽担当教師の指導のもと、それぞれ２曲を選曲

し、ステージ上で児童・生徒が発表します。それぞれに楽しく、生き生

きと発表していました。講師の若松 歓先生からは、「発表にむけて、

みんなでひとつのものを作っていく大切さ、歌う瞬間輝く！この瞬間を

大事に！発声、表現が良い方向に向いている。小学校からの積み上げが

中学校に順調に引き継がれている。聴く態度、聴き合うマナーが良い。

会の進行も良い。来賓が一日聴いていてくれる。」等の講評がありまし

た。また、閉会式の前に「音楽鑑賞」として、ドレス姿の美しいお姉さ

ん３人の演奏がありました。ピアノ・チェロ・バイオリンのクラシック

ユニット“ＬＡＹ”（レイ）の３人です。「アイネクライネ」「トルコ行

進曲」等、踊りながらの眼を奪われる素晴らしい演奏に子どもたちも乗

り乗りで拍子を取り、喜んでいました。小中音楽会、交流学習会として

良い体験ができた「音楽の集い」でした。次に１１月１９日（火曜日）

富津市教育振興事業補助金公演・富津市民文化事業「ふっつ学びの門」

実行委員会公演、ＤＲＵＭ ＴＡＯ（ドラム タオ）の“火の鳥”の舞

台公演がありました。和太鼓の音が体中に響きわたり、私は、席を前に

とりすぎたかと思うほどでした。極限までの肉体の躍動感、荘厳なる力

強さ、そして、気高き笛の音、妖しいまでの美しさ・・。驚異のドラム・

アート・パフォーマンスの世界に胸のふるえを覚えました。あと、富津
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渡辺教育長 

小坂委員長 

川名次長 

公民館満席の観客のマナーにも感動しました。出演者と一体となり、最

初から最後まで、拍手と手拍子がやまず、公演が終わって帰り、口々に

「手が痛くなった！」と言っていました。今後も是非とも、全市民の文

化力を高める、このような公演を富津市に招いて欲しいと思いました。

委員長報告は以上です。それでは、教育長報告をお願いします。 

はい。資料１ページをご覧ください。委員長報告にもありました２項目

目の音楽の集いにご参加いただいた委員の皆様にはありがとうござい

ました。この行事は後で報告のある市民文化祭の一環に位置づけられて

いますが、例年にならってここに記載しました。私は今年、午後の中学

校の合唱しか聴けませんでしたが、５校すべてがすばらしかったと思い

ます。作曲家若松 歓氏の講評について委員長にも触れていただきまし

たが「見ていて安心聴いていて安心」との言葉もありました。会場にい

た誰もがうなずける評価だと思いましたし、現在の市内小・中学校の状

況を的確に表してくれていると、勝手に納得しました。４項目目の４市

の音楽会には、音楽の集いに出場した中から、今年は青堀小・飯野小・

関豊小・大貫中が出場しました。６項目目の防災講演会は、災害時に地

域防災の最前線に立つはずの市職員・区長・消防団員・市議会議員を対

象に、１８時から開催されました。講師は、平成１６年１０月の新潟県

中越地震の際の山古志村村長で現衆議院議員の長島忠美氏でした。「大

震災からの教訓」と題して、村職員の献身的な努力や地域コミュニティ

の力、希望や目標を共有することの大切さ、まず自分の命を守ること、

それなくして他人は守れないことなど、貴重なお話をたくさん聴かせて

いただきました。他の項目についてはご覧ください。教育長報告は以上

です。 

はい。ありがとうございました。次に各課報告をお願いします。始めに

学校教育課お願いします。 

はい。学校教育課から報告いたします。１１月５日から１１月２７日に

かけて関豊、湊、竹岡、金谷、富津、大貫、青堀の各小学校で、平成２５

年度に小学校へ入学する児童の健康診断を実施し、以上をもちまして、全

健康診断が無事終了となりました 。１１月１９日に天神山・環の両小学
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小坂委員長 

清水所長 

小坂委員長 

藤江参事 

校への南房総教育事務所長学校訪問がありました。両校とも校舎内外の環

境整備も整う中、視聴覚機器も効果的に活用し、一人一人の意見が発表で

きる授業に、子ども達の目も輝き少人数ならではの良さが伝わってまいり

ました。１１月２６日に第３回富津市校長会議を４０１会議室にて開催い

たしました。庶務課からは、校舎等の耐震化状況について、体育振興課と

生涯学習課からは、新春･冬季休業中の行事について、学校教育課からは、

服務の厳正､人事異動方針ほかについて、教育センターは、学校教育の指

針中間評価、冬季休業中の生徒指導ほかについて それぞれ説明及び依頼

をしました。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて教育センターお願いします。 

はい。教育センターより報告をいたします。１１月１２日、富津市小学

校体操大会が富津小学校体育館にて開催されました。市内小学校１２校

全てが参加しました。マット・鉄棒・跳び箱の三種目を巡って、質の高

い演技が見られました。１１月１５日、さわやか教室の体験学習として、

みかん狩りを実施しました。障子谷の個人宅のご厚意により、１０年以

上続いている行事です。当日は１名のみの参加となりましたが、多くの

方から声をかけていただき、表情もいつにもまして明るく、楽しそうで、

抱えきれないほどのみかんを持ち帰ることができました。また、明日、

金谷小学校で南房総教育事務所指導室計画訪問が行われる予定です。

教育センターの報告は以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて生涯学習課お願いします。 

はい。生涯学習課について申しあげます。１１月１６日に第３回市民文

化教養講座が中央公民館多目的室で開催され、講師に日本野鳥の会会員

房総タカ渡り観察隊 加藤 恵美子 先生をお招きし『はるか彼方へ海

を渡るタカの不思議－富津岬のサシバを観察して－』と題した講演を行

いました。参加者は３５名でした。次に、１１月２０日に第４８回千葉

県社会教育振興大会が、「千葉社協連５０周年を迎え いま 新たな地

域づくりを」をテーマに、千葉県総合教育センターで開催されました。

当日は、千葉県社会教育委員連絡協議会表彰終了後、各地区の事例発表

があり、その後、茨城大学生涯学習教育研究センター准教授 長谷川幸
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小坂委員長 

小柴課長 

小坂委員長 

鈴木館長 

介氏による「無縁社会に立ち向かう」社会教育の現代的課題として講演

が行われました。なお、市社会教育委員であります平山 悟氏が永年の

功績により表彰されております。次に、１１月２４日に君津地区青少年

相談員連絡協議会主催の「少年の日・地域のつどい君津地区大会」が富

津市を会場に行われました。当日は、金谷小学校に集合し鋸山及びその

周辺の自然と歴史に親しみ、グループで協力してクイズに挑戦しなが

ら、標高３２９ｍの鋸山と歴史ある日本寺ウォーキングを楽しんでおり

ました。参加者は、２３１名で富津市からの参加者は９０名でした。次

に、１１月２７日に第４回市民文化教養講座の移動学習を開催しまし

た。館山市の県立野鳥の森ふれあい野鳥館と渚の博物館（館山市立博物

館分館）の視察研修を行いました。参加者は２０名でした。以上でござ

います。 

はい。ありがとうございました。続いて体育振興課お願いします。 

はい。体育振興課の関係について申しあげます。１１月１７日に総合社

会体育館におきまして、第３８回富津市ママさんバレーボール大会が教

育長出席のもと開催され１０チームの参加がありました。大会結果は、

優勝が富津フェニックス、準優勝が湊クラブ、３位が飯野クラブ、佐貫

クラブでした。次に、１１月２３日に第３１回市民ハイキングが富津市

民の森周辺にてスポーツ推進委員・教育長以下事務局を含め約８０名の

方が参加し実施されました。ハイキング終了後、スポーツ推進委員手作

りのトン汁が参加者に振る舞われたところです。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。続いて中央公民館お願いします。 

はい。中央公民館より報告いたします。１１月１日から４日までの４日

間、総合社会体育館・富津公民館・中央公民館・市民会館において、富

津市民文化祭２０１３を開催いたしました。開催期間中の全会場での出

演・出展者数は４,１２３人、総参観者数は、１４，６０８人でした。

昨年と比較いたしますと、出演・出展者数は１８７人の増となりました

が、参観者数は４１０人の減となりました。参観者数の減の主な理由は、

昨年より展示部門の参観者が少なかったことによるものと思われます。

会場別では、総合社会体育館６８５人、富津公民館９，３８５人、中央
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小坂委員長 

村石館長 

小坂委員長 

須山館長 

小坂委員長 

川名次長 

公民館２，９３１人、市民会館で１，６０７人でありました。以上でご

ざいます。 

はい。ありがとうございました。続いて富津公民館お願いします。 

はい。富津公民館より平成２６年富津市成人式についてご報告申しあげ

ます。恐れ入りますが、お手元の資料３ページをご覧ください。平成２

６年富津市『富津市成人式』開催要項ですが、3 番．日時ですが平成２

６年１月１２日（日曜日）、午後２時開式、4 番．会場ですが富津公民

館ホールで行います。5 番.対象者ですが、平成５年４月２日から平成

６年４月１日までに生まれた市内居住者及び市外転出者で出席を希望

するものです。6 番.内容ですが、式典・意見発表・記念写真撮影を予

定しております。8 番．日程につきましては、後ほどご覧いただきたい

と思います。以上でございます。 

はい。最後に市民会館お願いします。 

はい。市民会館ですが、１１月１９日（火曜日）に富津公民館で開催さ

れました富津市民文化事業「ふっつ学びの門」につきましては、皆さん

のご協力をいただき、お陰様で無事大過なく終えることができました。

ありがとうございました。チケット売上枚数は８２０枚（９４.９%）に

対し、当日は、７６７名（９３.５%）の方々にご来場をいただきました。

ステージと客席が一体となって盛り上がりを見せ、来場された市民の

方々から、お帰りの際に「感激した、よかった」という感想が多数寄せ

られております。以上で市民会館の報告を終わります。 

はい。ありがとうございました。教育長報告及び各課報告の中で質問あ

るいは確認したいことがございますか。無いようですので、次に付議議

案に入ります。議案第１号平成２５年度富津市一般会計予算教育費歳出

１２月補正予算についてお願いします。 

はい。議案第１号について、総括で説明させていただきます。議案第１

号平成２５年度富津市一般会計予算教育費歳入歳出１２月補正予算について、

総括で説明させていただきます。歳入はありませんので、歳出について説

明させていただきます。５ページをお開きください。１０款 教育費、２項

小学校費、１目 学校管理費、１１節 需用費（修繕料）の５，７０５千円
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小坂委員長 

小柴課長 

と、３項 中学校費、１目 学校管理費、１１節 需用費（修繕料）の２，３

０９千円の補正増は、それぞれ小学校１２校と中学校５校の緊急修繕料で

す。これは、台風による施設・設備への被害により修繕が増えたことによ

るものです。また、４項 社会教育費、４目 市民会館費、１１節 需用費（燃

料費）の６１６千円と同じく需用費（光熱水費）４１４千円の補正増は、

それぞれ、灯油・ガス代と、電気・水道料であります。これは、平成２５

年度当初予算が、平成２４年度決算額を下まわっていたため、補正の要望

をするものです。歳出予算要求合計額、補正前の額１，２９６，８９０千

円、補正額９，０４４千円の補正増、計１，３０５，９３４千円です。以

上でございます。 

はい。ありがとうございました。議案第１号について質問がございます

か。無いようですので、議案第１号について承認される方は、挙手をお

願いします。挙手全員ですので議案第１号は、承認されました。続いて

議案第２号富津市都市公園、市立公園及び体育施設の指定管理者の指定

についてお願いします。 

はい。議案２号富津市都市公園、市立公園及び体育施設の指定管理者の

指定についてのうち、体育施設に係るものにつきましてご説明申し上げ

ます。議案つづりの７ページをお開き願います。この議案は、提案理由

にありますように、富津市都市公園、市立公園及び体育施設の指定管理

者の指定期間が平成２６年３月３１日をもって終了することに伴い、同

施設の指定管理者を引き続き公益財団法人富津市施設利用振興公社に

指定することについて、地方自治法第２４４条の２、第６項の規定によ

り、議会の議決を求めるものです。まず１としまして、指定管理者に管

理を行わせる公の施設の名称及び所在地ですが８ページをお開きくだ

さい。体育施設としましては、富津市総合社会体育館をはじめとする体

育施設４施設であります。名称及び所在地は記載のとおりであります。

次に、２としましては、指定管理者となる団体についてでありますが、

富津市新富１４６番地の２、公益財団法人富津市施設利用振興公社で理

事長は江﨑 勉氏であります。この団体は現在の富津市都市公園、市立

公園及び体育施設の指定管理者であります。次に３としまして、指定の
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小坂委員長 

期間ですが、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までの５か

年であります。次に資料つづりの９ページをご覧願います。そこに議案

第２号資料としまして公益財団法人富津市施設利用振興公社の概要に

ついて記載しております。１から３の所在地、名称、代表者名は記載の

とおりですが、４の設立は平成元年４月１４日で富津市から４０,００

０千円の全額出資を受けて設立されております。５の職員数は、記載の

とおりであります。６の公社の設立目的ですが公園緑地等施設の管理運

営を行い、もって市民福祉の増進と良好な生活環境づくりに寄与するこ

とを目的にしております。７の事業内容及び８の事業実績としましては

記載のとおりでありますが主なものとしまして富津市からの受託事業

として都市公園等の諸施設と社会体育施設の管理運営を行っておりま

す。また、今回、直接指定としました理由につきましては、「公益財団

法人富津市施設利用振興公社」において都市公園施設と社会体育施設を

一元管理することで、施設の予約や案内を集中管理することができ、利

用者の利便性の向上が図れると考えられることなどによるものであり

ます。公益財団法人富津市施設利用振興公社は、２５年間の経験を生か

した円滑な利用促進のための利用者に対する調整能力と、質の高い施

設、公園管理能力を有しています。また、富津市が全額出資して設立さ

れた公益財団法人富津市施設利用振興公社は、これまで市の行政機能を

補完・代替・支援する機能を担ってきており、公共施設の運営や公共的

事業を展開するなど、市政の一翼を担いつつ、市民サービスの第一線に

立って来たとも言えることなどから、直接指定しようとするものであり

ます。また、指定期間につきましては、安定した人材の確保、蓄積され

たノウハウを活かしたサービスの提供、自主事業の定着化などのことか

ら、５年間といたしました。以上で、富津市都市公園、市立公園及び体

育施設の指定管理者の指定についての説明を終わらせていただきます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。議案第２号について質問がございます

か。無いようですので、議案第２号について承認される方は、挙手をお

願いします。挙手全員ですので議案第２号は、承認されました。続いて
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小柴課長 

議案第３号富津市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてお願いします。 

はい。議案第３号について説明させていただきます。それでは、議案

第３号富津市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、ご説明いたします。まことに恐れ

入りますが、お手元の議案資料つづり１０ページをお開きくだ

さい。初めに、提案理由でございますが、社会保障の安定財源

の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一

部を改正する等の法律（平成 24 年法律第 68 号）及び社会保障

の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地

方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律（平成 24 年法律

第 69 号）における消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴

い、体育施設に係る使用料を改定するため、条例の一部を改正

するものでございます。次に、１１ページをお開きください。

第１条及び第２条による改正でございますが、第１条は、平成

２６年４月１日からの８％に伴う改正、第２条が平成２７年１

０月１日からの１０％に伴う改正でございます。使用料の改定

は、１４ページから２３ページの新旧対照表に記載のとおりで

す。次に、１３ページをお開きください。附則の部分でござい

ますが、１の施行期日ですが、第１条の規定は平成２６年４月

１日から施行し、第２条の規定は平成２７年１０月１日から施

行いたします。次に経過措置として、２で第１条の規定による

改正後の富津市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定

は、前項本文に定める日（以下この項において「施行日」とい

う。）以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可

に係る使用料については、なお従前の例による。次に３として、

第２条の規定による改正後の富津市体育施設の設置及び管理に

関する条例の規定は、附則第１項ただし書に定める日（以下「一

部施行日」という。）以後の許可に係る使用料について適用し、

一部施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例に
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小坂委員長 

鈴木館長 

よる、となっております。以上で説明を終わります。 

はい。ありがとうございました。議案第３号について質問がございます

か。無いようですので、議案第３号について承認される方は、挙手をお

願いします。挙手全員ですので議案３号は、承認されました。続いて議

案第４号富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてお願いします。 

はい。それでは、議案第４号富津市公民館及び市民会館の設置

及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、ご説明いたします。２４ページをお開きください。初めに、

提案理由でございますが、先ほどの議案第３号と同じでござい

ます。次に、２５ページをお開きください。第１条及び第２条

による改正でございますが、２６から２９ページの新旧対照表

によりご説明いたします。２６ページをお開きください。改正

条文の第１条関係でございますが、消費税が平成２６年４月１

日から８％になりますので現行料金を１０５で割り１０８を掛

けた金額で１０円未満の端数は切り捨てになります。第８条の

使用料について、別表の（１）公民館及び市民会館の表中ホー

ルの午前９時から午後５時まで１時間当たり「3,000 円」を

「3,080 円」に、午後５時から午後９時までの１時間当たりは

１割増になりますので「3,300 円」を「3,380 円」に、多目的室

の「700 円」を「710 円」に、「770 円」を「780 円」に、調理実

習室の「600 円」を「610 円」に、「660 円」を「670 円」に改め

ます。次に、２８ページをお開きください。改正条文の第２条

関係でございますが、消費税が平成２７年１０月１日から１

０％になりますので現行料金を１０５で割り１１０を掛けた金

額で１０円未満の端数は切り捨てになります。第８条の使用料

について、別表の（１）公民館及び市民会館の表中ホールの

「3,080 円」を「3,140 円」に、「3,380 円」を「3,450 円」に、

多目的室の「710 円」を「730 円」に、「780 円」を「800 円」に、

調理実習室の「610 円」を「620 円」に、「670 円」を「680 円」
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小坂委員長 

村石館長 

に、その他の会議室等の「300 円」を「310 円」に、「330 円」

を「340 円」に改めます。次に、２５ページをお開きください。

附則の部分でございますが、内容は先ほどの議案第３号と同じ

でございます。以上で説明を終わります。 

はい。ありがとうございました。議案第４号について質問がございます

か。無いようですので、議案第４号について承認される方は、挙手をお

願いします。挙手全員ですので議案第４号は、承認されました。続いて

議案第５号富津埋立記念館の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてお願いします。 

はい。議案第５号について説明させていただきます。それでは、議案

第５号富津埋立記念館の設置及び管理等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、ご説明いたします。まことに恐

れ入りますが、お手元の議案資料つづり３０ページをお開きく

ださい。初めに、提案理由でございますが、社会保障の安定財

源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の

一部を改正する等の法律（平成 24 年法律第 68 号）及び社会保

障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律（平成 24 年法

律第 69 号）における消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴

い、埋立記念館に係る使用料を改定するため、条例の一部を改

正するものでございます。次に、３１ページをお開きください。

第１条及び第２条による改正でございますが、３２ページの新

旧対照表によりご説明いたします。３２ページをお開きくださ

い。消費税が平成２６年４月１日から５％が８％になりますの

で現行料金を１０５で割り１０８を掛けた金額で１０円未満の

端数は切り捨てになります。第１０条の使用料について、別表

第１、富津埋立記念館使用料の表中、多目的室の午前９時から

午後５時まで１時間当たり「700 円」を「710 円」に、午後５時

から午後９時までの１時間当たりは１割増しになりますので

「770 円」を「780 円」に、改めます。次に、３１ページをお開



11 

小坂委員長 

能城課長 

小坂委員長 

きください。改正条文の第２条関係でございますが、消費税が

平成２７年１０月１日から８％が１０％になりますので現行料

金を１０５で割り１１０を掛けた金額で１０円未満の端数は切

り捨てになります。第１０条の使用料について、別表第１、富

津埋立記念館使用料の表中、多目的室の「710 円」を「730 円」

に、「780 円」を「800 円」に、和室の「300 円」を「310 円」に、

「330 円」を「340 円」に改めます。(茶室は、改定なし。その

理由）次に、３１ページをお開きください。附則の部分でござ

いますが、１の施行期日ですが、第１条の規定は平成２６年４

月１日から施行し、第２条の規定は平成２７年１０月１日から

施行いたします。次に経過措置として、２では、第１条の規定

による改正後の富津埋立記念館の設置及び管理等に関する条例

の規定は、前項本文に定める日（以下この項において「施行日」

という。）以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の

許可に係る使用料については、なお従前の例による。次に３と

して、第２条の規定による改正後の富津埋立記念館の設置及び

管理等に関する条例の規定は、附則第１項ただし書に定める日

（以下「一部施行日」という。）以後の許可に係る使用料につい

て適用し、一部施行日前の許可に係る使用料については、なお

従前の例による、となっております。以上で説明を終わります。

はい。ありがとうございました。議案第５号について質問がございます

か。無いようですので、議案第５号について承認される方は、挙手をお

願いします。挙手全員ですので議案第５号は、承認されました。次に報

告事項に入ります。報告第１号後援申請についてお願いします。 

はい。それでは恐れ入りますが、３４ページをお開きください。報告第

１号後援申請につきましてご報告させていただきます。平成２５年１１

月１日から１１月１３日までの後援申請受付分につきましては、次の３

５ページに記載のとおり、君津四市空手道連盟会長 川名寛章氏外１件

を承認しましたのでご報告いたします。以上でございます。 

はい。ありがとうございました。報告第１号について質問がございます
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能城課長 

小坂委員長 

か。無いようですので、次にその他に入ります。何かございますか。無

いようですので庶務課お願いします。 

はい。それでは、次回の教育委員会定例会議日程でございますが、１２

月２０日（金曜日）午後３時３０分から、今回と同様、市役所４階、４

０１会議室にて開催を予定しております。よろしくお願いいたします。

以上でございます。

はい。ありがとうございました。以上で本日の会議日程は、終了させて

いただきます。 


