
平成 29 年８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 29 年８月 31 日（木）

10 時 00 分から 10 時 38 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 29 年度富津市一般会計予算教育費９月補

正予算案について

報告第１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、小坂委員、坂

部委員、能城教育部長、髙梨教育部参事兼学校教育課長、鶴岡

教育総務課長、鈴木学校再配置推進室長、竹谷教育センター所

長、鳩飼教育センター主幹、岩名生涯学習課長、渡邉公民館長、

刈込教育総務課長補佐、齋藤教育総務課主事

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項第３号に該当のため

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 29 年８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

おはようございます。８月の定例教育委員会を開催するに当たり、委

員の皆様にはご出席賜り感謝申し上げます。さて、学校の夏休みも今

日で最終日です。いよいよ明日からは、２学期が始まります。子供た

ちにとって、有意義な夏休みになったかどうかは、明日の登校時の表

情に表れているものと思います。８月は、雨が多く、なんとなく暑い

夏にならなかったのがやや心残りのようにも感じられますが、委員の

皆様はどう感じたでしょうか。教職員にとって、リフレッシュでき、

また２学期からのエネルギーを蓄えられたものとなってくれていれば

幸いです。一つ悲しい出来事がありました。大貫中学校の 27 歳の男性

教員が急逝いたしました。病気とはいえ、突然のことであり、ご遺族

はもとより、生徒にとっても悲しい出来事でした。ご冥福をお祈りい

たします。それでは教育委員会議を開催します。なお、河野主幹から

欠席届が出ております。本日の議題については、『平成 29 年度富津市

一般会計予算教育費９月補正予算案について』など、議案１件、報告

１件です。忌憚のないご意見をお願いします。それでは、平成 29 年８

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、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。

主なものを報告します。１の子ども会サマーデイキャンプですが、毎

年市内の小学生を集めて、子ども会、青少年相談員の方々の協力、加

えて消防団やジュニアリーダーの支援を得て、開催されています。富

津市は、このように子供たちを温かく見守る活動があり、本当にあり

がたいことだと思いました。２の富津市ＰＴＡバレーボール大会です

が、８月６日に富津市総合社会体育館で開催され、市内の全ての学校

の参加を得て、盛会に開催されました。青堀小学校が優勝し、上位４

校が 26 日の４市の大会に参加しました。その結果青堀小学校が優勝し

（４年連続）、県大会に出場することが決まりました。次に３の３年目
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鶴岡課長

教員研修会が８月 10 日に君津教育会館で開催されました。この研修会

は、４市教育委員会が主催し、君津地方校長会の協力を得て開催して

いるものです。３年目の教職員の意欲的な姿勢が見られ、日々の勤務

実践の悩みの話合いや教育上の新たな視点の確認、２学期に向けての

意欲がさらに向上したものと思います。次に４の監査委員講評ですが、

平成 28 年度の決算審査についての監査委員の報告が８月 17 日にあり

ました。意見として、財政運営について、一般会計の歳入について、

自主財源の根幹である市税は前年度と比較すると、1.0％増加し 84 億

275 万 9,310 円で、徴収率は 93.2％で前年度と比較して 1.3 ポイント

向上している。不能欠損額は 6,480 万 7,216 円で、前年度比較すると

2,926 万 5,570 円の縮減となっている。扶助費、公債費等は、依然増加

しているため、極力抑制に努めるとともに市税をはじめ歳入の一層の

確保に努められたいとのこと。また、財政調整基金については、当年

度中に約４億 9,657 万円の積み立てを行い当年度末現在では、14 億

6,309 万 8,480 円となっています。今後も一定レベルを確保し、大規模

災害等の不測の事態に対応可能な財政運営を望む等の意見をいただき

ました。概ね順調に財源確保は出来てきているという中で一層の努力

が欲しいというご意見でした。次に第 54 回教育者研究会ですが、公益

財団法人モラロジー研究所主催の上総地区教育者研究会が開催されま

したので、４市教育長を代表して挨拶を述べました。特別の教科道徳

が始まる中で、育てよう子どもの心、高めよう教師の心をテーマとし

て教員の方々が多く参加していました。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。始めに教育総務課お願いします。

はい。教育総務課から報告いたします。８月７日（月）午後７時から

市役所５階会議室にて、第３回天羽中学校校舎改築基本設計検討委員

会を開催しました。検討会では、校舎建築の事例を交え、校舎建築の

基本的な考えについて理解を深めました。８月９日（水）午後７時 30

分から市民会館にて、天羽中学校校舎改築に伴う天羽中学校保護者説

明会を開催しました。８月 17 日（木）開催の４回目の会議では、３回
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岡根教育長

髙梨参事

岡根教育長

目の検討委員会を受け、それぞれ違った特徴を持つ安房地区の小・中

学校４校の校舎視察を行いました。８月 25 日（金）午後７時から、市

役所５階会議室で第５回天羽中学校校舎改築基本設計検討委員会を開

催し、校舎改築に伴う基本的方針を「多機能で変化に対応し得る弾力

的な施設」、「健康的かつ安全で豊かな施設」、「地域の生涯学習やまち

づくりの核としての施設」の３つとしました。なお天羽中学校校舎改

築事業の詳細につきましては、定例会終了後の協議会において、改め

て説明させていただきます。また、３回目までの検討委員会の会議録

については、市ＨＰで公開しています。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。７月 28 日 401 会議室において、

「教育長と語る会」が開催されました。語る会には、富津市教職員組

合から組合長以下 18 名が参加し、教育委員会側から教育長、部長はじ

め課長以上で対応いたしました。教育予算の確保や、学校の施設・設

備の改善に関すること、勤務条件・教育活動に関することや国や県の

関係機関に働きかけてほしいこと等について要望がありました。８月

３日に天羽中と天羽東中、８月７日に大貫中と佐貫中、８月８日に天

羽地区３小学校のそれぞれ再配置個別計画の検討協議会代表部会議が

行われました。また、８月３日、８月 10 日に大貫・佐貫両中学校の学

校教職員部会議も開かれました。具体的な内容については、この後、

協議会で再配置推進室より報告があります。８月８日、市長応接室に

おきまして、富津市校長会と市長との教育懇談会が行われました。校

長会から会長をはじめ４名が参加し、教育委員会は教育長、部長、参

事が対応しました。施設設備の改善や市の公用車利用等の話題が出さ

れました。８月９日、市長応接室におきまして、峰上２校の地区代表、

保護者代表、学校代表等から組織される「峰上教育促進同盟」による

市長への要望の会が開催され、施設の整備・修繕についての要望があ

りました。教育委員会からは教育長、部長、参事、教育総務課長が対

応いたしました。学校教育課の各課報告は以上です。

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。
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竹谷所長 はい。教育センターの報告をいたします。７月 24 日から８月 25 日に

小中学生夏季自習室の開放を第１委員会室で行いました。小学生延べ

69 名、中学生延べ 14 名、合計 83 名の利用でした。小中学生ともに自

分たちの持参した課題に黙々と取り組んでいました。７月 31、８月１、

２、４、８日夏季研修講座を開催しました。今年度は、教科・領域の

指導力を高める講座、学校安全・危機管理、長欠・不登校対策、特別

支援教育やペップトークやる気を引き出す言葉かけ、学級活動、初任

者研修を兼ねた富津市を再発見する講座等を実施しました。教科等に

関する講座としては、元真舟小学校長 間宮淳子氏による算数をはじ

め、国語、英語、体育、道徳、学級活動等の講座を実施しました。算

数では、学習問題の設定の仕方の重要性について。国語では、資料を

活用しながら、子供たちに書く力を高めるための手法について。英語

では、小学校５、６年生外国語の教科化。３、４年生外国語活動実施

に向けて授業づくりや小学校と中学校をつなぐ発達段階に応じた授業

のあり方など。道徳では、千葉県の映像資料を活用しての授業の進め

方。体育では器械体操の指導のポイントや体操大会に向けて審査につ

いて。学級活動では、特に話し合い活動にポイントを絞り学級会の準

備から進め方まで積極的に話し合い活動に参加できる学級作りについ

てなど、それぞれ教育事務所の指導主事や現場で活躍する教員等から

学びました。また、富津警察生活安全課、千葉県警察本部警務課、生

活安全総務課による学校の危機管理の研修を実施し、不審者対応につ

いてのビデオ視聴や刺す股を使っての不審者対応訓練を行いました。

不審者対応について役割分担や対応等を想定することで、日頃からの

備えの大切さを改めて実感させられました。長欠・不登校対策の研修

では、千葉県子どもと親のサポートセンター指導主事 榎本武人氏に

講師をお願いし、さまざまな事例を通して、学校の関わり方など見立

てシートを活用しながら共通理解することの大切さについて研修しま

した。特別支援教育の研修でも日ごろの学校で課題となっている事例

を通して、児童生徒の把握の方法や具体的な対処法について研修しま

した。ペップトーク研修では児童・生徒へのポジティブな言葉かけの
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仕方を学びました。教師側の言葉かけで、子供たちが自信を持ってプ

ラス思考で活動できることにつながる研修でした。８月 10 日に、富津

市教職員全体研修会を富津公民館大ホールで開催しました。小学校は

平成 30 年度、中学校は 31 年度から道徳が教科化されることを踏まえ、

「特別の教科・道徳」の指導と評価を考えるという演題で千葉大学教

育学部付属教員養成開発センター教授 土田雄一氏を講師に迎え研修

を行いました。教科化の背景や目指す資質・能力の育成、指導方法の

工夫・改善、評価のあり方等について講話をいただきました。これか

らの道徳教育について各校で話し合い、実践していくための貴重な時

間でした。８月 21 日富津市の再発見講座では、初任者研修の「地域の

特色ある研修」も兼ね、午前中は、社会科副読本「私たちの富津市」

を活用して富津市の概略を学び、午後は、元市社会教育指導員の岩波

正弥氏案内の下、内裏塚古墳・佐貫城址等の史跡を巡り、富津市の歴

史の奥深さを考える機会となりました。今年度の夏季研修講座も希望

制で実施しましたが、延べ 320 名（Ｈ29 年度 教職員数 279 名）の受

講者があり、有意義な研修の機会となりました。期日が前後しますが、

８月３日には、市長応接室にて、市長、副市長、教育部長等の出席の

下、関東大会出場選手の市長激励会を行いました。関東大会出場には、

佐貫中学校相撲部と富津中学校サッカー部が出場しました。佐貫中学

校相撲部は支部大会団体戦で優勝。県大会では予選リーグ７位で通過

し、関東大会出場決定戦で辰巳台中、葛城中に勝利し関東大会出場の

栄冠を勝ち取りました。富津中学校サッカー部は支部大会で優勝し、

県大会では準優勝という実績を持って関東大会出場の栄誉を勝ち取り

ました。佐貫中学校相撲部主将の田村君と富津中学校サッカー部キャ

プテンの最上君が決意表明を述べ、市長より激励の言葉をかけていた

だいた後、激励文が手渡されました。新たな決意をもって、大会に臨

みました。関東大会では佐貫中相撲部は善戦しましたが１回戦敗退。

富津中サッカー部は３位入賞し、全国大会に出場しました。全国大会

では東海大付属静岡翔洋高等学校中等部と対戦し、結果３対２で惜し

くも１回戦敗退でした。教育センターの報告は以上です。
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岡根教育長

岩名課長

岡根教育長

渡邉館長

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。生涯学習課から報告をいたします。８月５、６日の土日２日間

にわたり、富津市スポーツ少年団と友好都市である甲州市のスポーツ

少年団との交流会が行われました。この交流会は隔年で訪問と受入を

行っており、本年度は富津市が甲州市を訪問いたしました。富津市か

ら、バレーボール８名、野球７名、剣道８名の団員と本部役員・指導

者７名、事務局２名の合計 32 名が参加いたしました。５日は、大和ふ

るさと会館での歓迎会の後、大菩薩峠の登山を行いました。標高差約

300ｍ、往復２時間半程を歩き、富津市にはない自然環境とふれあう経

験をしたことは、良い思い出となったことと思います。翌６日は、甲

州市スポーツ少年団の団員と軽スポーツ大会を行い、スポーツを通じ

た団員相互の交流を図りました。スポーツを通じた交流や、自分たち

の住んでいる地域との、自然、環境、文化の違いを知ることができた

ことは大変意義深く、子供たちの健全育成にも大きな効果があるもの

と考えております。８月 13 日、20 日（日）に臨海野球場をメイン会場

に、第 36 回ＦＴＳ杯争奪少年野球大会が、富津アストロタイガースほ

か市内５チームが参加し実施されました。子供たちは真剣にプレーに

専念して素晴らしい好ゲームを見せてくれました。また、試合後には

他のチームとの交流も活発に行われ有意義な時を過ごしておりまし

た。なお、優勝した青堀少年野球クラブは、９月２日から袖ケ浦市の

百目木球場で実施される、第 33 回少年野球県選手権ブロック大会（ろ

うきん旗争奪杯）に出場いたします。８月 23 日、502 会議室におきま

して、富津市ふれあいスポーツフェスタ 2017、第５回実行委員会会議

を開催し、実施種目の確認、表彰についてほか２件の審議をいたしま

した。なお、会議終了後に実行委員の皆様にスポーツフェスタ 2017、

掲示ポスターを配布しましたので、公共施設やコンビニなどで目にす

ることがあると思います。以上でございます。

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。７月 27 日、市民会館において、『平

成 29 年度第２回富津市民文化事業「ふっつ学びの門」実行委員会』を
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開催いたしました。内容は、座席の配分（Ｓ席・Ａ席）、チラシ・ポス

ター案の確認、料金の確認、及び、今後のスケジュールについて話し

合いを行いました。チケットは、大人Ｓ席 3,500 円・子どもＳ席 2,500

円・大人Ａ席 3,000 円・子どもＡ席 2,000 円となりました。チケットの

販売は、９月 13 日（水）から、富津公民館・中央公民館・市民会館・

生涯学習課にて販売開始の予定です。チラシ、ポスターにつきまして

も、同時期にて配布開始としています。詳細につきましては、開催要

項を置かせていただきましたので後ほどご覧ください。次に、７月 28

日、中央公民館において、『富津市民文化祭 2017 実行委員会』を開催

いたしました。内容は、役員の選出、実施日程について、メインテー

マについて、参加者名簿の提出について、を議題として話し合いを行

いました。また、実行委員会終了後は、各部門別に分かれて会議を行

い、今後のスケジュールなどを話し合いました。今年度の開催は、11

月２日（木）～５日（日）までの４日間です。会場は例年どおり、富

津公民館、中央公民館、市民会館、総合社会体育館にて実施します。

役員としましては、実行委員長に宮内和男氏をはじめ、４名の役員及

び各会場の部門長・副部門長の 22 名、合計 26 名の役員体制となりま

した。次回、９月 15 日に予定している「第１回役員会議」にて、「メ

インテーマ」と「ポスター優秀作品」の選考を行います。以降、各部

門が必要に応じて、部門別会議を開催し、文化祭へ向けて取り組んで

いくこととなります。次に、８月６日、本庁 401 会議室にて『平成 30

年富津市成人式実行委員委嘱式及び第１回実行委員会』が開催されま

した。内容は、新成人 12 名で構成する実行委員へ委嘱状の交付を行い

ました。なお、委嘱状の交付は、高橋市長から直接手渡され、激励の

言葉が贈られていました。実行委員名簿を机に置かせていただきまし

たのでご覧ください。委員構成は、富津中出身から２名、大貫中出身

から３名、佐貫中出身から３名、天羽中出身から２名、天羽東中から

２名の、計 12 名です。実行委員長には 富津中出身の宮崎康平さんが

就任されました。続く、８月 27 日には、富津公民館研修室にて『第２

回成人式実行委員会』が開催され、自分たちの企画、アイデア、今後
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榎本委員

岡根教育長

髙梨参事

榎本委員

岡根教育長

小坂委員

のスケジュールなどが話し合われました。今回の成人式は、平成 30 年

１月７日（日）に開催します。今後、実行委員会は随時に開催され、

成人式へ向けて取り組むことになります。次に、８月 29 日、中央公民

館にて『平成 29 年度第２回公民館運営審議会』が開催されました。内

容は、「成人式の実施について」を議題のほか、「文化祭」「ふっつ学び

の門」についての報告、及び「旧市役所第二庁舎解体工事に伴う跡地

の利用について」の概略説明を行ないました。今回の成人式について、

新成人による実行委員会が組織されたことや、それに伴って、自分た

ちでアイデアを出して取り組んでいくことなどを説明。委員からも評

価されました。文化祭、学びの門については、先ほど説明しました内

容を報告しております。以上ご報告いたします

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。はい。榎本委員。

はい。教育センターへ伺います。研修会等で夏休みといえども大変お

忙しいと思いますが、まとまった休みを取っている方はいますか。

それは、学校教育課で答えます。

はい。まとまった休みを取るようにと指導していますけど、研修等も

ありますし、全員が全員まとまった休みを取れているのかといわれる

と、そうでない場合もあります。但し、夏季休暇の６日間というのは

完全履行をしていますし、今年度もこれから報告がくると思いますが、

完全履行できると思っています。以上です。

先生方の長時間残業というのが大変問題になっているので、子供たち

が学校にいるときは中々取りにくいと思いますが、子供たちが学校に

いないときを利用して、少し長めの休暇を取って先生方にリフレッシ

ュしていただくことで、指導にも影響が出てくると思うので、出来る

だけ長期休暇はこれからも承認してほしいです。

はい。ありがとうございました。他にございますか。はい。小坂委員。

教育センターの方で、教職員の夏季研修講座が 10 講座ありますね。そ

の他にも色々あるわけですけれども、この 10 講座の内容をお聞きしま

したところ、どれもみんな大事であるし、素晴らしい講師の方のよう
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小坂委員

岡根教育長

竹谷所長

岡根教育長

ですし、有意義な研修がされていると思いますが、実際のところ 10 講

座必要なのでしょうか。先ほど、榎本委員からもまとまった休みが取

れているのかという質問がありましたが、センターの方でも大変だと

思います。この 10 講座設けるということは、講師から、研修場所から、

研修内容から企画するのも大変だと思いますが、昔もこんなにあった

のかなと思い出したりしますが、この講座には、ノルマがありますか。

必ず１講座または２講座以上などの参加義務はありますか。

はい。10 講座は、希望制の研修になっています。開催のお知らせはし

ますが、ノルマは特に設けていません。講座によっては、参加人数が

まちまちですが、人気のある講座は 50 人以上参加希望があり、また１

番少なかった講座は他の研修と重なってしまったという原因あり 10 人

くらいの参加者でした。また 10 講座開催したと報告しましたが、以前

はもう少し多かったです。開催時期を変更することにより２講座分を

減らしました。来年度に向け、回数についても夏休みの研修は国や県

の主催も含めると非常に多いので検討していきたいと思います。

是非、お願いしたいと思います。講座の中で１番少なかった参加人数

が 10 名と聞きましたが、折角、講師になって来て下さった方にも 10

人しか集まらないというのは、残念だなという気もいたしますので、

講座数についても検討していただければと思います。

はい。10 講座ですけど、日にちは５日間ですよね。午前と午後という

ことですか。

そうです。

各課報告は、公開請求になったときに出さなければいけないので、講

座名と主な内容について書いてもらえますか。でないと市民は分から

ないので、公開する報告の中には入れた方が親切かなと感じます。今、

両委員からお話がありましたのは、先生の健康状態も含めて夏季休暇

のあり方についての意見だと思います。研修内容の充実とまとめて休

暇を取れることでのリフレッシュが根底にあるのかなと感じますの

で、それは学校教育課も含めて検討してもらいたいと思います。他に

ございますか。はい。坂部委員。
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坂部委員

渡邉館長

坂部委員

岡根教育長

鶴岡課長

はい。公民館のことで伺います。平成 30 年の富津市成人式ということ

で、成人になる方が実行委員になられていますが、以前も同じように

式典を行ったことはありますか。それとも初めての試みでしょうか。

はい。以前は市が全て段取りをして行っていました。今回から実行委

員会がどういうものやるかという検討から始めています。１例ですが、

会場も実行委員会が選定していきます。今までは富津公民館という縛

りがあったんですが、どこでも良いということで、委員からはマザー

牧場という意見もありました。ある委員からは、晴着が汚れるという

意見もあり、最終的には富津公民館になりました。以上です。

今回から成人になる方が比較検討をしながら成人式を行うということ

で平成 30 年はやってみるということですね。

はい。

私の娘もちょうど成人なんですけど。あと１点、委員になられた方の

選定方法は各学校から推薦を受けてですか。

各学校から推薦をいただいた委員と立候補が１名です。

わかりました。ありがとうございます。

他にございますか。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 29 年度富津市一般会計予算教育費９月補正予算案につ

いて』説明をお願いします。

はい。議案第１号についてご説明申し上げます。平成 29 年度富津市一

般会計補正予算教育費９月補正予算（案）についてご説明申し上げま

す。資料５ページをご覧ください。歳出、10 款、教育費、２項、小学

校費、１目、学校管理費、11 節、需用費 250 万円の補正増につきまし

ては、竹岡小学校職員室他ＰＣＢ含有照明器具交換修繕料 110 万円及

び富津小学校渡り廊下、児童ホール雨漏り修繕料 140 万円に係る増額

補正でございます。10 款、教育費、３項、中学校費、１目、学校管理

費、11 節、需用費 23 万円の補正増につきましては、天羽中学校、天羽

東中学校ＰＣＢ含有照明器具交換修繕に係る増額補正でございます。

ＰＣＢ含有照明器具の交換修繕については、平成 28 年度末に実施した

ＰＣＢ含有安定器使用調査業務において、竹岡小学校、天羽中学校、
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天羽東中学校で合計 57 箇所の使用が確認されたため、照明器具を交換

しようとするものです。なお、４ページの総括表のうち、小学校費及

び中学校費以外の補正につきましては、人事異動等による人件費の増

減に伴うものとなっています。以上で補正予算についての説明を終わ

らせていただきます。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、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。次に、報告事項に入ります。報告第１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１号『後援申請について』ご報告いたします。

６ページ、７ページをご覧ください。富津市教育委員会行政組織規則

第９条第１項の規定により、専決したので、同条第２項の規定により

報告します。平成 29 年７月 21 日から８月４日までの後援申請につき

ましては、７ページに記載のとおり、学校法人君津学園、理事長 真

板竜太郎ほか３件を承認しましたのでご報告いたします。

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、次にその他に入ります。何か

ございますか。はい。小坂委員。

はい。８月３日木曜日に富津市社会科部会、これは社会科を担当して

いる先生方の集まりの部会があります。そこの講師を依頼されまして、

富津市の戦跡めぐりを実施しました。富津公園の中にある戦跡は東京

湾の要塞になっていました。その戦跡をめぐるということで、現場の

草がすごくて入っていける状態ではなかったところを、市長、教育長、

生涯学習課長のお声がけをいただきまして、戦跡の草刈りをしていた

だけました。市教委が５台の草刈り機を用意して７月 31 日の暑い日に

実施していただきました。おかげで研修が充実できたことを報告させ

ていただきます。ありがとうございました。

ありがとうございました。その他ございますか。無いようですので、

教育総務課お願いします。
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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、９

月 28 日、木曜日、午後３時から、市役所 401 会議室にて開催を予定し

ておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。

はい。開催時間が午後３時からの理由はどうしてですか。

はい。９月議会の最終日ですので、午後３時から設定しました。

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。


