
平成 28 年 12 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 28 年 12 月 22 日（木）

15 時 30 分から 16 時 25 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

○報告事項

議案第１号 平成 28 年度富津市教育委員会被表彰者の決定

について

議案第２号 富津市生涯学習バス利用規則の一部を改正する

規則の制定について

報告第１号 臨時代理の報告について（富津市教育施策につ

いて）

報告第２号 専決事項の報告について（後援申請）

５ 出席者名

岡根教育長、宮田教育長職務代理者、榎本委員、坂部委員、能

城教育部長、今井教育部参事兼学校教育課長、 鶴岡教育総務

課長、鈴木教育センター主幹、山口生涯学習課長、鈴木公民館

長、刈込教育総務課長補佐、髙濵教育総務課主事

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 (理由) 情報公開条例第 23 条第１項に該当のため

８ 傍聴人数 ０人 （定員 ６人）

９ 所管課 教育部教育総務課庶務係 電話 0439-80-1340

10 会議録（発言の内

容）

別紙のとおり



1

平成 28 年 12 月富津市教育委員会定例会議 会議録

発 言 者 発 言 内 容

岡根教育長

坂部委員

岡根教育長

こんにちは。総合教育会議に引き続いての 12 月の定例教育委員会議に

ご出席いただき、ありがとうございます。今学期も、今日、終業式が

行われ、児童・生徒は冬休みに入ります。おかげさまで、大きな事故

もなく、二学期を終えることができました。委員の皆様にも教育委員

会運営にご尽力いただき、感謝申し上げますとともに、よいお年をお

迎えいただきたいと思います。また、本日の議題については、『平成 28

年度富津市教育委員会被表彰者の決定について』など、議案２件、報

告２件です。忌憚のないご意見をお願いします。それでは、平成 28 年

12 月富津市教育委員会定例会議を始めます。なお、小坂委員は所要の

ため、欠席との連絡を受けております。また、竹谷所長及び須藤主幹

から欠席届が出ております。本日の会議録署名委員の指名ですが、坂

部委員にお願いします。

はい。

それでは、教育長報告を申し上げます。１ページをお開きください。

１番目の富津市とコメリ災害対策センターとの調印式ですが、11 月 25

日に富津市は、ＮＰＯ法人コメリ災害対策センターと災害協定を結び、

災害時に市からの要請を受けて、コメリ災害対策センターから飲料水

や簡易トイレ、ブルーシートなどを優先的に供給できるよう調達体制

を強化しました。３番目の富津シティロータリークラブ 25 周年例会で

は、50 組の移動掲示板を寄贈いただきました。希望する学校に配布い

たしました。４番目の模擬事業仕分けは、１月 28・29 日に行われる公

共施設対象の事業仕分けの事前研修として、市民判定人や仕分け人（構

想日本から指名された方々）が出席して 12 月４日に行われました。当

日は、市民判定人の方々に、富津市の公共施設の現状と今後について、

事業仕分けの概要・進め方について講話があり、総務部防災室所管の

防災備蓄倉庫を対象に模擬事業仕分けが行われました。本番では、教

育部所管では、公民館や市民会館、総合体育館などが対象施設になっ

ています。５番目の議場コンサートは、湊幼稚園の園児による鼓笛隊
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鶴岡課長

岡根教育長

今井参事

が披露され、保護者や市民の方と市議会議員の見守る中、きらきら星

等５曲を演奏してくれました。８番目の叙勲栄誉伝達については、12

月 20 日に元湊小学校長の川名満先生が叙勲の栄誉に浴されたので、市

長から伝達されたものです。次に 12 月の定例議会の教育部関連につい

てご報告いたします。５日の一般質問では、スクールバス以外で、公

共交通バスを利用している児童への補助について質問があり、前向き

に検討するという答弁をしました。また、市長の公約である第三子保

育料無償化について幼稚園児はどうかという質問に対しては、同様に

対応すると答弁しました。その他、浅間山運動場の野球場、テニスコ

ートの利用状況や小中学校再配置構想の教育委員会での検討状況等に

ついて質問があり、状況を説明しました。６日の一般質問では、学校

図書館の蔵書および利用状況、利用促進の取組についての質問があり、

学校図書館図書標準の達成状況や各学校での利用状況、読書推進の取

組状況を答弁しました。さらに、防災教育の実施状況についての質問

では、避難訓練等についての実施状況やその内容について答弁しまし

た。以上で教育長報告を終わります。ご質問・ご意見等はございます

か。無いようですので、各課報告をお願いします。始めに教育教育課

お願いします。

はい。教育総務課から報告いたします。12 月 22 日、本日でございます

が、401 会議室で平成 28 年度第１回富津市総合教育会議が開催されま

した。教育委員の皆様にご出席いただき、市長から提案のあった「富

津市教育施策に係る大綱」を本日付けで定めることとしました。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。12 月８日に第３回富津市校長

会議を 502 会議室にて開催いたしました。教育総務課からは平成 29 年

度予算要求ほかについて、生涯学習課からは新春･冬季休業中の行事に

ついて及び君津地方視聴覚教材センターの利用について、学校教育課

からは服務の厳正・教職員の人事異動方針ほかについて、教育センタ

ーは学力向上の推進・学校教育の指針中間評価・冬季休業中の生徒指
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岡根教育長

鈴木主幹

岡根教育長

山口課長

導ほかについて、それぞれ説明及び依頼をしました。また、会議終了

後、富津市小中学校再配置構想に基づく再配置計画について説明を行

いました。本日、12 月 22 日に市内小・中学校 16 校が第２学期の終業

式を終え、１月５日までの冬季休業に入ります。以上でございます。

はい。ありがとうございました。続いて教育センターお願いします。

はい。教育センターから報告いたします。11 月 28 日、天羽東中学校で

南房総教育事務所指導室計画訪問が行われました。訪問を研修の一環

と捉え、学校経営説明、授業参観、学校として必要な諸帳簿の点検、

教科ごとの分科会、全体講評等により指導を受けました。生徒たちは、

緊張の中にも落ち着いた授業態度であり、教職員との信頼関係も良好

であるとの評価をいただきました。日々の授業を大切にする中で、目

標の設定、考えさせる学習問題、切磋琢磨する取組、生徒自身の達成

感、評価の仕方等を関連させ、学力をいかに身につけさせるかという

視点で学習改善に役立てるための指導を受けました。12 月５日、適応

指導教室「さわやか教室」の校外学習をもみじロードで実施しました。

天候にも恵まれ、参加した生徒たちは楽しくハイキングに臨みました。

12 月７日、401 会議にて富津市学校関係行事調整委員会を開催しまし

た。各団体から出席した代表者に平成 28 年度学校行事調整の基本方針

を伝え、今後の具体的な調整の日程等について確認しました。12 月 22

日、502 会議室にて第２回英語指導員研修会を開催しました。２学期の

活動を報告し合い、３学期の授業改善に向けた取組を話し合いました。

以上でございます。

はい。ありがとうございました。続いて生涯学習課お願いします。

はい。生涯学習課の報告をいたします。11 月 25 日、かん七において富

津市スポーツ・レクリエーション推進員連絡協議会会議が行われ、１

月１日市民ふれあい公園で開催される市元旦マラソン大会の審判員の

選出、来年度のウォークラリーコースの検討など、新年度の事業計画

案について協議を行いました。11 月 27 日、袖ケ浦市臨海スポーツセン

ター他において、君津地区スポーツ推進委員連絡協議会主催による、

平成 28 年度君津地区スポーツ・レクリエーション祭が行われ、各市か
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ら予選を勝ち上がった代表選手による、インディアカ、ソフトバレー

ボール、グランドゴルフの三種目により競技が行われました。木更津

市がインディアカ及びソフトバレーボールで、袖ケ浦市がグランドゴ

ルフでそれぞれ総合優勝いたしました。同日、金谷鋸山において、富

津市青少年相談員連絡協議会主催による、第 45 回富津市あすをきずく

青少年のつどい大会「チャレンジ・ウォーキングのこぎり山」が行わ

れ、金谷小学校に集合した参加者 72 名と青少年相談員等合計約 100 名

が、仲間と協力してチェックポイントを探したりクイズをしながら、

鋸山ウォーキングを楽しみました。同日、飯野コミュニティセンター

において、富津市子ども会育成連絡協議会主催の第 29 回育成大会が行

われ、小学生約 170 名、保護者・来賓等、合計約 220 名の参加者があ

りました。ストラックアウト、輪投げ、ビンゴ大会などや、餅つきを

体験しながらお雑煮などを食べて、初冬の一日を楽しみました。12 月

４日、千葉県スポーツ推進委員連合会主催による、第 33 回千葉県スポ

ーツ推進委員研究大会が柏市文化会館を主会場とし開催され、県内各

地からスポーツ推進委員等約 900 名が参加いたしました。「広めよう

スポーツの輪 健康の輪 そして地域の輪」を今大会テーマとし、分科

会及び柏市出身の元プロ野球選手小宮山悟氏による「地域スポーツと

指導者の役割」と題した講演が行われました。本市からは 16 名のスポ

ーツ推進委員が参加いたしました。12 月 12 日、401 会議室において、

第 39 回千葉県民マラソン大会第１回運営委員会会議が開催され、会長

に富津市陸上競技会選出の藤井公夫氏が就任されました。主催者の千

葉日報社から、マラソン大会の概要説明がされ、３月５日（日）開催、

ハーフマラソン、10Km、３Km、２Km の４種目で実施、コースは前回同

様となります。富津市に会場が移り、今回で 10 回目の開催ととなりま

す。12 月 15 日、木更津市市民総合福祉会館において、ちばアクアライ

ンマラソン実行委員会第３回競技運営委員会会議が開催され、主催者

から結果報告がありました。今大会から、車いすハーフマラソンを加

え、マラソン・ハーフマラソンの３種目で行われ、出走者総数 15,851

人、完走者総数 14,454 人、完走率 91.2％でありました。以上でござい
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岡根教育長

鈴木館長

岡根教育長

鶴岡課長

ます。

はい。ありがとうございました。最後に公民館お願いします。

はい。公民館から報告いたします。12 月 14 日、中央公民館多目的室に

おきまして、富津市民文化祭２０１６第２回実行委員会役員会議を開

催いたしました。議題として、開催結果及び収支決算について報告し

承認をいただきました。また、各会場で協力いただいた参観者からの

アンケート結果報告及び各役員からの意見・反省点などを出していた

だきました。意見や感想につきましては、次年度への開催に向け参考

にしたいと考えております。来年の市民文化祭に向けて、２月頃に準

備委員会を組織する予定でございます。12 月 22 日、午前 10 時より、

中央公民館多目的室において、平成 28 年度第３回富津市公民館運営審

議会を開催いたしました。平成 29 年富津市成人式の実施についてを議

題とし、開催要項に基づき当日の日程並びに事務従事の協力をお願い

し承認を得ました。また、報告事項として、富津市民文化祭２０１６

の開催結果について報告いたしました。以上でございます。

はい。ありがとうございました。各課報告の中でご質問・ご意見等は

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 28 年度富津市教育委員会被表彰者の決定について説明をお願

いします。なお、この議案は富津市教育委員会会議規則第 13 条第１項

第 5 号、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に

著しい支障を生ずるおそれのある事項に関する案件ですので、非公開

とすべきと考えますがいかがでしょうか。非公開とすることに賛成の

委員の挙手を求めます。全員賛成ですので、議案第１号の審議は非公

開で行うことに決まりました。なお、この議案は、教育委員会全体に

関わるものですので、退席すべき職員の指定はありません。それでは、

議案第１号平成 28 年度富津市教育委員会被表彰者の決定について説明

をお願いします。

はい。議案第１号平成 28 年度富津市教育委員会被表彰者の決定につい

て、ご説明申し上げます。恐れ入りますが、資料４ページから６ペー

ジをご覧ください。富津市教育委員会は、教育功労者として別紙の候
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補者を決定したいので、富津市教育委員会行政組織規則第５条第 13 号

の規定により議決を求めるものであります。では、５ページから６ペ

ージの平成 28 年度教育委員会表彰候補者内申名簿を読み上げさせてい

ただきます。まず始めに、体育功労表彰の対象者から申し上げます。

三木杏奈さん（大貫小学校５年生）、第 42 回千葉県空手道選手権大会

小学５年生女子形の部優勝でございます。中島奈緒さん（富津小学校

６年生）、第 42 回千葉県空手道選手権大会小学６年生女子組手の部優

勝でございます。羽石武将さん（拓殖大学紅陵高等学校１年生）、第 40

回関東地区空手道選手権大会中学３年生男子形の部準優勝でございま

す。八馬隼世さん（木更津高等学校２年生）、第 42 回千葉県空手道選

手権大会高校生男子組手の部優勝でございます。鈴木笑美さん（木更

津総合高等学校３年生）、第 42 回千葉県空手道選手権大会高校生女子

形の部優勝でございます。渡邊祐己さん（木更津総合高等学校３年生）、

第 42 回千葉県空手道選手権大会高校生女子組手の部優勝でございま

す。齊藤直さん（飯野小学校６年生）、第 51 回全国道場少年剣道大会

小学生の部第３試合場第１位でございます。森あか里さん（富津小学

校６年生）、第 42 回千葉県なぎなた大会演技競技小中学生初級の部優

勝でございます。中島郁萠さん（富津小学校６年生）、第 42 回千葉県

なぎなた大会演技競技小中学生初級の部優勝でございます。武平姫奈

さん（富津中学校１年生）、第 42 回千葉県なぎなた大会演技競技小中

学生上級の部優勝でございます。平野穂怜さん（大貫中学校１年生）、

第 42 回千葉県なぎなた大会演技競技小中学生上級の部優勝でございま

す。竹内萌乃さん（淑徳大学２年生）、第 42 回千葉県なぎなた大会演

技競技一般三段以上の部優勝及び第 66 回千葉県民体育大会なぎなた競

技演技成年の部第１位でございます。清田真一さん（大貫中学校３年

生）、第 70 回千葉県中学校総合体育大会陸上競技の部男子共通 800ｍ第

１位でございます。平野拓斗さん（木更津工業高等専門学校機械工学

科２学年）、関東信越地区高等専門学校体育大会水泳競技男子 400ｍメ

ドレーリレー第１位・男子 200ｍバタフライ第３位でございます。以上

14 名の候補者を決定したいと思いますので、ご審議のほどよろしくお
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岡根教育長

坂部委員

鶴岡課長

坂部委員

岡根教育長

山口課長

願いします。

はい。ありがとうございました。議案第１号についてご質問・ご意見

等はございますか。はい。坂部委員。

はい。表彰の対象となるのはどのような場合でしょうか。

はい。表彰の対象となる基準についてお答えします。功労表彰につい

ては、県大会規模では１位、関東大会規模では３位以上の優秀な成績

を収めた市内在住者を対象としております。善行表彰のうち寄附があ

った場合については、30 万円以上 50 万円未満の金品を寄附した者を対

象としております。

はい。ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。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。ここで非公開を解きます。続いて議案

第２号富津市生涯学習バス利用規則の一部を改正する規則の制定につ

いて説明をお願いします。

はい。議案第２号富津市生涯学習バス利用規則の一部を改正する規則

の制定について、ご説明いたします。恐れ入りますが、７ページをお

開き願います。提案理由ですが、生涯学習バスの車両更新及び現行の

利用規定を改正することにより、円滑な管理運行のため富津市生涯学

習バス利用規則の一部を改正しようとするものであります。主な改正

点は４点でございます。１点目がバス利用人数の変更でございます。

バスの老朽化により、本年度実施する車両の更新に併せ利用人数を改

正しようというものです。２点目が利用できる団体の設定でございま

す。生涯学習や福祉増進事業等の目的によって定めていたものを改め、

利用できる団体を定めます。３点目が利用回数の上限設定でございま

す。公平な利用のため、各団体の年間利用回数の上限を定めます。４

点目が抽選による利用予約でございます。公平な利用に資するため、

庁用、学校、保育所等を除く団体が利用しようとする場合は、抽選に

よって予約をすることとします。それでは、改正部分を新旧対照表に

てご説明いたしますので、14 ページをお開きください。左の欄が現行、
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右の欄が改正案で、下線部分が改正箇所となっております。最初に、

第２条、利用人数の規定であります。見出し中「バスの」を「最小」

に改め同条中「バスの」の次に「最小」を加え「次のとおり」を「10

人」に改め同条の各号を削ります。第３条は、利用の範囲の規定であ

ります。「バスは、教育委員会が実施する事業において利用するものと

する。ただし、次に掲げる事業には、これを利用することができる。」

と改め、各号で利用出来る団体等を定め、同条第２項に、「単に利用者

の親睦を深めることを目的とする場合は、バスの利用をすることがで

きない。」を加えます。第４条は、運休日の規定であります。「ただし、

教育委員会が必要と認めるときは、運休日に運行し、又は臨時に運休

することができる」を加え、同条第３号を「自動車検査期間及び定期

点検整備日」に改め、第４条を第５条とし、第３条の次に１条を加え

ます。第４条、利用上限の規定として、「団体の１年間の利用回数の上

限は、教育委員会が別に定める回数」とします。第５条は、利用時間

の規定であります。第１項中「バスを利用することができる時間」を

「バスの利用時間（市役所車庫の出庫から入庫までの時間をいう。）に

改め、同項に「ただし、教育委員会が特に定める場合は、この限りで

はない。」を加え、同条第２項を削り第６条とし、同条の次に１条を加

えます。第７条に予約の規定として、第１項で「バスを利用しようと

するものは、利用申込みをする前にあらかじめ教育委員会に対し､利用

日時等について予約をしなければならない。」、第２項で「予約の順序

は、抽選の方法により決定するものとする。」、第３項で「抽選は、原

則としてバスの利用日の３箇月前の月における初日に行うものとす

る。」、第４項で「第２項の規定にかかわらず、第３条第１項本文（教

育委員会が実施する事業）、同項第１号（市長部局、議会等市の行政機

関が実施する事業）、第２号（教育事業を行うもののうち、教育委員会

が別に定める団体）及び第６号（災害対策等の緊急を要する事業）、に

規定する事業その他教育委員会が特に必要と認める事業にあっては、

抽選の方法を経ることなく予約をすることができる。」とします。第６

条は、利用申込みの規定であります。同条第１項中「バスを利用しよ
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うとする者」を「前条の予約をしたもの」、「利用を希望するバス、日

時、時間等」を「利用日時、利用目的等」に、「生涯学習バス利用承認

（変更）申込書」を「生涯学習バス利用（変更）承認申込書」に改め、

同条第２項中「３か月前から」及び「の間」を削り、同条に１項を加

え第３項として、利用責任者の申込みに当たっての遵守事項として「余

裕を持った運行計画を立案すること。」など３号を加え、第６条を第８

条とします。第７条は、利用の承認の規定であります。見出しを「（利

用承認等）」に改め、同条第１項中の生涯学習バス利用不承認通知書の

「を交付」を「により通知」に改め、同条第２項を「利用責任者は、

前項の規定により利用承認を受けた場合において、その利用の権利を

他に譲渡し、又は転貸してはならない。」に改め、第７条を第９条とし

ます。第８条は、利用承認内容の変更の規定であります。見出中「変

更」を「変更等」に改め、「利用責任者は、利用承認を受けた内容を変

更しようとする場合は、申込書に変更後の内容を記載した上で教育委

員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、変更の内容が

軽微である場合は、申込書の提出に代えて口頭により行うことができ

る。」に改め、同条第２項を、「前項の規定により申込書が提出された

場合は、前条第１項の規定を準用する。ただし、変更の内容が軽微で

あり当該変更が口頭により行われた場合はこの限りではない」に改め、

同条第３項を、「利用承認を受けた後にバスを利用しないこととなった

場合は、速やかに教育委員会にその旨を申し出る」に改め、第８条を

第 10 条とします。第９条は、利用承認の取消しの規定であります。条

項のずれを修正し、同条に利用承認を取消すことができる事項に「災

害対策等の緊急を要するとき。」及び「前各号に定めるもののほか教育

委員会が必要と認めたとき。」の２号を加え、第９条を第 11 条としま

す。第 10 条は、利用者の負担の規定であります。ただし書中「利用責

任者」を「利用者」に改め第 10 条を第 12 条とします。第 12 条を削り、

第 11 条を第 13 条とします。第 13 条は、損害賠償の規定であります。

条文中「き損」の「き」を漢字に改め、同条を第 16 条とし、第 12 条

の次に次の２条を加えます。第 14 条に、添乗責任者の責務の規定とし
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て、同条第 1項で、「バスに乗車する者の代表者（以下「添乗責任者」

という。）は、運転者に協力し、安全に利用者を引率しなければならな

い。」第２項、「添乗責任者は、運転者から求められた場合は、承認通

知書を提示しなければならない。第 15 条に、利用者の遵守事項の規定

として、バスの利用者に対する遵守事項を各号で定めます。第 14 条の

補則を第 17 条といたします。別記として各様式の摘要条文及び様式の

改正をします。各号の様式改正案でございますが、12 ページにお戻り

ください。第１号様式では、表中４欄目の利用人員の内書に、市内に

在住、在勤又は在学する人数、運行経路欄に市役所での乗車の有無、

駐車場欄及び利用規則承諾欄を加え、「利用責任者氏名」を「添乗責任

者氏名」に改めます。13 ページの第２号様式では、第１号様式同様に、

利用人員の内書を追加、表の下へ、「１利用責任者の留意事項」、「２添

乗責任者の留意事項」、「３利用者の留意事項」を加えます。13 の１ペ

ージの第３号様式は、表中「利用申請内容」を「利用申込内容」に改

め、「承認しない理由」欄から、「規則第３条各号の規定に該当しない

ため。」の表記を削除いたします。11 ページにお戻りください。中段の

附則ですが、第 1 項は「この規則は、公布の日から施行する。」、第２

項は、経過措置で、「この規則改正前の富津市生涯学習バス利用規則の

規定によりなされた利用申込みその他手続きは、この規則による改正

後の富津市生涯学習バス利用規則の相当規定によりなされた手続きと

みなす。」といたします。最後に、19 ページをお開きください。「富津

市生涯学習バス利用基準（案）」でございます。この基準は、改正しよ

うとする富津市生涯学習バス利用規則に基づき、富津市生涯学習バス

の利用運行について、詳細を定めようとするものであります。内容に

つきましては、第２条で利用団体、第３条で利用回数の上限を定めた

ものです。以上で、議案第２号富津市生涯学習バス利用規則の一部を

改正する規則の制定についての説明を終わります。よろしくご審議く

ださいますようお願いいたします。

はい。ありがとうございました。議案第２号についてご質問・ご意見

等はございますか。はい。榎本委員。



11

榎本委員

山口課長

榎本委員

岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

鶴岡課長

岡根教育長

はい。利用基準がやや厳しいように感じられますが、１台のバスで何

日程度の利用があるのか教えてください。

はい。まず始めに、年間の利用可能日については、規則の中で定めて

いる運休日である月曜日・祭日・年末年始及び車両管理に必要な自動

車検査期間及び定期点検整備日等の 89 日程度を除いた日数となります

ので、最大で 276 日程度となります。その中で、昨年度の利用実績に

ついては 251 回となっております。今後につきましても、利用回数の

制約のある中で、利用団体にもご理解いただきながら、皆様に活用し

ていただければと思います。

はい。ありがとうございました。

他にご質問・ご意見等はございますか。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。次に、報告事項に入ります。報告第１

号臨時代理の報告についてお願いします。

はい。それでは報告第１号臨時代理の報告についてご報告いたします。

恐れ入りますが、21 ページから 22 ページをご覧ください。富津市教育

施策につきましては、富津市教育委員会行政組織規則第６条第１項の

規定により、教育員会の議決事項の臨時代理により処理いたしました

のでご報告します。教育施策につきましては、11 月の教育員会協議会

でご説明申し上げました内容のとおりでございます。資料につきまし

ては、別紙のとおりでございます。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号についてご質問・ご意見

等はございますか。無いようですので、続いて報告第２号専決事項の

報告についてお願いします。

はい。それでは報告第２号後援申請についてご報告いたします。資料

の 23 ページをお開きください。平成 28 年 11 月２日から 11 月 21 日ま

での後援申請受付分につきましては、次の 24 ページに記載のとおり、

ＮＰＯ法人将棋普及協会きさらづ理事長、金子康男外６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２号についてご質問・ご意見
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岡根教育長

等はございますか。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。無いようですので教育総務課お願いします。

はい。それでは、次回の教育委員会定例会でございますが、年明けの 1

月 26 日（木）、午前 10 時から、天羽中学校にて開催させていただきた

いと思います。恐れ入りますが、委員の皆様方は、天羽中学校へ直接

お集まりしていただきたいと思います。当日は、学校施設見学及び給

食試食会を予定しております。委員の皆様におかれましては、ご多用

のこととは存じますが、ご出席のほど、よろしくお願いします。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。


