
－1－ 

 

 

平成 30年山武市教育委員会第２回定例会会議録 

 

１．日 時  平成 30年２月８日（木）午後１時 30分 

２．場 所  山武市教育委員会庁舎 会議室 

３．招集者  山武市教育委員会 教育長 嘉瀬尚男 

４．議 題 

 

日程第４ 議決事項 

 議案第１号 市議会定例会提出議案（平成 29 年度山武市一般会計補正予算（第

５号））に同意することについて 

 議案第２号 市議会定例会提出議案（山武市防犯カメラの設置及び運用に関する

条例）に同意することについて 

 議案第３号 市議会定例会提出議案（山武市蓮沼中央会館条例を廃止する条例）

に同意することについて 

議案第４号 山武市立小中学校閉校記念事業補助金交付要綱について 

議案第５号 山武市さんぶの森管理員等の設置に関する規則の一部改正について 

 

日程第５ 協議事項 

協議第１号 山武市教育振興基本計画について  

協議第２号 山武市教育委員会組織規則の一部改正について  

協議第３号 山武市教育委員会処務規程の一部改正について  

協議第４号 山武市教育委員会の所管に係る山武市教育委員会防犯カメラ設置及

び運用に関する条例施行規則について 

 

日程第６ 報告事項 

報告第１号 山武市教職員等合同着任式について 

報告第２号 山武市教職員組合要望書の回答について 

 報告第３号 第 11 回山武市民駅伝競走大会結果について  

 報告第４号 行事の共催・後援について 

報告第５号 ３月の行事予定について 

 

出席委員  教育長      嘉瀬 尚男 

      教育長職務代理者 小野﨑 一男 

      委員       髙柳 善江 

      委員       今関 百合 

      委員       清水 新次 
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欠席委員  委員       木島 弘喜 

 

出席した職員の職及び氏名 

教育部長 小川 雅弘 

教育総務課長 伊藤 かほる 

学校再編推進室長       川島 美雄 

学校教育課長 井上 博文 

学校教育課指導室長 内田 淳一 

生涯学習課長 越川 正 

スポーツ振興課長 所田 吉泰 

文化会館長 川島 政和 

図書館長 八角 節 

成東中央公民館主査 伊藤 祥一 

松尾公民館長 鈴木 昌子 

学校給食センター所長 神谷 英典 

さんぶの森公園管理事務所長 嘉瀬 多市 

歴史民俗資料館長 山口 直人 

子育て支援課長 秋葉 絹 

子育て支援課主査 有井 實 

  事務局 

教育総務課総務企画係主査補 鈴木 秀一 

学校再編推進室長主査  鈴木 慎太郎 

 

 

◎開  会  午後１時 30分 

教育長  ただいまから、平成 30 年教育委員会第２回定例会を開会いたし

ます。 

 本日ですが、木島委員が欠席になりますため、ただいまの出席

者は５名となります。過半数が出席しておりますので、本日の会

議は成立いたしました。 

                                      

◎日程第１ 会議録署名人の指名 

教育長  それでは、日程第１、会議録署名人の指名を行います。本日、

髙柳委員を指名いたしますので、よろしくお願いします。 

 

髙柳委員  はい。 
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◎日程第２ 会議録の承認 

教育長  日程第２、会議録の承認です。平成 30年教育委員会第１回定例

会の会議録について、事前に配布してありますがいかがでしょう

か。 

 

（「はい」の声あり） 

教育総務課長  木島委員からも大丈夫だということでお電話いただきました。 

教育長  それでは、異議がないようですので、第１回定例会の会議録は

承認といたします。 

                                      

◎日程第３ 教育長報告 

教育長  日程第３、教育長報告です。私からご報告いたします。資料の

１ページ目をご覧ください。 

 １月 19 日から２月８日、本日までの内容となります。表に沿っ

て主だったものの説明をさせていただきます。 

 １月 19 日、所長・教育長・校長面接が山武教育会館で行われま

した。これは各学校の校長先生の人事に関する要望書を所長にお

伝えする会議でございます。 

 １月 20 日、日韓友好の夜ということで、東金日韓交流協会が毎

年主催しております新年の交流会です。エストーレホテルで開催

されました。これには、鳴浜小学校の交流関係者等も出席してい

ます。また、韓国からも交流協会の会長がお見えになっておりま

した。 

 １月 21 日、第 11 回山武市民駅伝競走大会、今回、成東総合運

動公園で行われました。後ほど報告があると思います。よろしく

お願いいたします。 

 １月 22 日、東上総教育事務所次長来庁とありますが、これは２

月２日にもおいでになっておりまして、次年度の管理職について

のヒアリングでございます。 

 １月 25 日、第２回山武市スポーツ推進審議会がここの会議室で

開催されました。 

 １月 26 日、議会の全員協議会、これは平成 30 年度の当初予算

についてです。このときに、以前お話ししました教育委員のスリ

ランカ視察についても説明させていただきました。 

 １月 28 日、佐千夫短歌大会、のぎくプラザで行われています。 

 １月 30 日、市長との意見交換会、これは松尾小学校と豊岡小学

校の４年生と市長との意見交換でございます。松尾小学校の体育
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館で行われまして、教育委員の皆さんにもご出席いただいたとこ

ろです。 

 ２月１日、第２回協議会、中小企業振興基本条例について皆様

とご協議したものです。その後、南房総市の教育委員会を視察研

修いたしました。これも皆さんに出席していただいておりますが、

幼・小・中の一元管理等についてです。 

 ２月２日、東上総教育事務所次長来庁、これは先ほどの件と同

じでございます。教育委員会第２回定例会事前打ち合わせ、これ

につきましては、本日の議案の確認です。 

 ２月４日、平成 29 年度山武市郷土芸能振興大会、今年度８チー

ムの方が参加しております。そのほかに芸文協から民謡など舞踏

の披露もございました。また、その後、チャリティーコンサート

も行われています。 

 ２月６日、庁議、その後、第２回教育長・教育委員研修会、茂

原市民会館で開催されました。これは、更生保護ということで、

千葉保護観察所の松川課長がおいでになってお話を伺いました。 

 ２月７日、人事評価期末面談、これは教育部長に関する面談で

市長室で市長と行ったものです。 

 そして２月８日、本日ですが、第１回定例会ということになり

ます。 

 私からの報告は以上です。よろしくお願いいたします。何かお

聞きになりたいことはありますか。よろしいですか。 

 

教育長  それでは、議事に入ります。 

 本日の議題ですが、議案第１号、市議会定例会提出議案（平成

29 年度山武市一般会計補正予算（第５号））に同意することにつ

いて、議案第２号、市議会定例会提出議案（山武市防犯カメラの

設置及び運用に関する条例）に同意することについて、議案第３

号、市議会定例会提出議案（山武市蓮沼中央会館条例を廃止する

条例）に同意することについて、これらは市議会に提出前である

こと、また協議第１号、山武市教育振興基本計画について、協議

第２号、山武市教育委員会組織規則の一部改正について、協議第

３号、山武市教育委員会処務規程の一部改正について、協議第４

号、山武市教育委員会の所管に係る山武市教育委員会防犯カメラ

設置及び運用に関する条例施行規則について、これらにつきまし

ては協議事項であるため公開に適さない事項であることから、教

育委員会会議規則第 12 条の規定により秘密会としたいのですが、
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いかがでしょうか。賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（「異議なし」の声あり） 

教育長  挙手全員です。よって、議案第１号から第３号、協議第１号か

ら第４号は秘密会とさせていただきます。 

                                      

◎日程第４ 議決事項 

○議案第１号 市議会定例会提出議案（平成 29 年度山武市一般会計補正予算（第

５号））に同意することについて 

（議案第１号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

 

教育長  日程第４、議決事項に入ります。議案第１号、市議会定例会提

出議案（平成 29 年度山武市一般会計補正予算（第５号））に同意

することについて、ここから秘密会とさせていただきます。 

 それでは、事務局からの説明をお願いいたします。 

 

※資料に基づき、補正予算の要求内容について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり同意。 

 

 

○議案第２号 市議会定例会提出議案（山武市防犯カメラの設置及び運用に関する

条例）に同意することについて 

（議案第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  続きまして、議案第２号、市議会定例会提出議案（山武市防犯

カメラの設置及び運用に関する条例）に同意することについて、

事務局からの説明をお願いいたします。 

 

※資料に基づき、教育総務課長から、内容について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり同意。 

 

 

○議案第３号 市議会定例会提出議案（山武市蓮沼中央会館条例を廃止する条例）

に同意することについて 

（議案第３号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 
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教育長  議案第３号、市議会定例会提出議案（山武市蓮沼中央会館条例

を廃止する条例）に同意することについて説明をお願いいたしま

す。 

※資料に基づき、成東中央公民館主査から、内容について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり同意。 

 

○議案第４号 山武市立小中学校閉校記念事業補助金交付要綱について 

教育長  続いて、議案第４号、山武市立小中学校閉校記念事業補助金交

付要綱について事務局からの説明をお願いします。 

 

学校再編推進室長 資料は 20 ページからとなります。ご覧ください。 

 こちらの案件につきましては、前回１月の定例会でご協議いた

だきました。ありがとうございました。 

 提案理由、条例とも変更はございません。条文につきましては、

21 ページ、22 ページとなります。 

 23 ページから 28 ページまでが、補助金の申請に伴う様式とな

ります。ここで様式に変更を加えた箇所があります。25 ページの

第３号様式をご覧ください。変更承認申請書の後に文章が来ます

が、年月日付第何号という記載がありましたが、ここに山武市指

令という伝達番号の発令の記載をいたしました。同様の修正は３

号様式、５号様式、６号様式、７号様式、８号様式という形にな

ります。 

 以上について報告します。そのほかの内容に変更はございませ

ん。どうぞご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

教育長  ありがとうございます。これにつきましても、１月で協議をさ

せていただいたものでございます。条文については変更なし、様

式で一部修正があったようですが、これについてよろしいでしょ

うか。何かご質問等はありますか。よろしいですか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

教育長  それでは、議案第４号、山武市立小中学校閉校記念事業補助金

交付要綱について、原案のとおり可決とさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 

議案第５号 山武市さんぶの森管理員等の設置に関する規則の一部改正について 
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教育長  続いて、議案第５号、山武市さんぶの森管理員等の設置に関す

る規則の一部改正について説明をお願いいたします。 

さんぶの森公園管理事務所長 議案第６号についてご説明させていただきます。資

料につきましては、29 ページから 31 ページの３ページとなりま

す。 

 本規則の改正は、条文に既に廃止済みの条例等が記載されてい

るため、それらを削除等整備するためのものです。内容としまし

ては、31 ページの新旧対照表中のさんぶの森公園条例は平成 24

年に廃止されています。さんぶの森テニスコート条例も平成 21

年に、さんぶの森スポーツ広場使用規程も平成 21 年にそれぞれ廃

止されていますが、本来ならその際一部改正すべきところですが、

現在まで残ったままになっているため、今回、改正するものです。 

 説明は以上となります。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。ただいま説明のあった改正について何

かございますか。特に問題ありませんか。 

 

小野崎委員  ありません。 

 

教育長  これも特に変更箇所はないということでございますので、山武

市さんぶの森管理員等の設置に関する規則の一部改正について原

案のとおりでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

教育長  それでは、異議ないようですので、原案のとおり可決といたし

ます。 

                                      

◎日程第５ 協議事項 

○協議第１号 山武市教育振興基本計画について 

（協議第１号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

 

教育長  日程第５、協議事項に入ります。協議第１号、山武市教育振興

基本計画についてですが、ここからまた秘密会といたします。事

務局からの説明をお願いいたします。 

 

※資料に基づき、各所属長から、修正内容等について説明。 
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※審議結果 意見をもとに修正し、次回提案するということで了承。 

 

 

○協議第２号 山武市教育委員会組織規則の一部改正について 

（協議第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  続いて、協議第２号、山武市教育委員会組織規則の一部改正に

ついて説明をお願いいたします。 

 

※資料に基づき、教育総務課長から、改正内容について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり了承。 

 

○協議第３号 山武市教育委員会処務規程の一部改正について 

（協議第３号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第３号、山武市教育委員会処務規程の一部改正について説

明をお願いします。 

 

※資料に基づき、教育総務課長から、改正内容について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり了承。 

 

 

協議第４号 山武市教育委員会の所管に係る山武市教育委員会防犯カメラ設置及

び運用に関する条例施行規則について 

（協議第４号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

 

教育長  続いて、協議第４号、山武市教育委員会の所管に係る山武市教

育委員会防犯カメラ設置及び運用に関する条例施行規則について

説明をお願いいたします。 

 

※資料に基づき、教育総務課長から、改正内容について説明。 

 

※審議結果 原案のとおり了承。 

 

 

 

◎日程第６ 報告事項 
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○報告第１号 山武市教職員等合同着任式について 

教育長  時間になりましたので、再開します。 

 日程第６、報告事項、報告第１号、山武市教職員等合同着任式に

ついて、お願いいたします。 

 

学校教育課長  それでは、資料の 46ページをご覧ください。 

 平成 29 年度末の人事異動に伴う新規転入教職員を歓迎するとい

うようなところで、合同着任式を実施させていただきます。期日、

４月３日、式典については４時から 30 分程度でございます。なお、

式典の前に、恒例で行っておりますＩＣＴについてのガイダンスを

20 分程度実施したいと思います。学校職員ついては３時からの受け

付けということで進めさせていただきます。 

 場所は、成東文化会館のぎくプラザホールでお願いします。参加

者については、ご確認ください。 

 なお、例年、開式の言葉と閉式の言葉をお願いしているわけです

が、もしこの場でお引き受けいただければ大変ありがたいと思いま

す。 

 

教育長   開会式と閉会式については、去年はどうでしたか。 

 

学校教育課長  去年は、開会式に小野﨑教育長職務代理者、閉会式を髙柳委員に

お引受けいただきました。 

 

 

教育長   今年は、開会式に今関委員、閉会式に木島委員お願いします。 

 

学校教育課長  ありがとうございます。 

 

○報告第２号 山武市教職員組合要望書の回答について 

教育長  続いて、報告第２号、山武市教職員組合要望書の回答についてお

願いします。指導室長、お願いします。 

 

指導室長  資料は次の 47ページから 52ページまでになります。 

 例年のとおり、市内小中学校の教職員が組織する職員団体から要

望書が届き、それに回答させていただきましたので、報告いたしま

す。 

 内容としましては、人事評価制度、教育課程含む研修等々でござ



－10－ 

います。法に照らし回答させていただきました。詳細につきまして

は後ほどご覧ください。 

 以上でございます。 

 

教育長   ありがとうございます。要望の回答について、ここに詳しく書い

てございますので、ご覧いただきたいと思います。 

 

髙柳委員  49ページ、タタメットについて説明をお願いします。 

 

指導室長  携帯用、折り畳み式のヘルメットです。 

 

髙柳委員  わかりました。ありがとうございます。 

 

教育長   ほかはよろしいですか。 

 

○報告第３号 第 11 回山武市民駅伝競走大会結果について 

教育長  続いて、報告第３号、第 11回山武市民駅伝競走大会結果について

お願いします。スポーツ振興課長、お願いします。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。報告第３号、第 11回山武市民駅伝競走大

会結果についてでございます。 

 資料の 53ページ、54ページとなります。 

 まず、53ページをお開きください。総合結果と、それから区間記

録ということでございます。 

 まず、総合結果ですが、今年度につきましては 13 支部のうち 12

支部参加になっております。緑海が欠場ということで、人数がそろ

わなかったということで事前に欠場し、12支部の競走となっており

ます。 

 その中で、この時期はインフルエンザが流行っており当日、大富、

鳴浜、山武北につきましては、子どもがインフルエンザで、当日、

選手がいなくてということで、オープン参加という取り扱いをさせ

ていただきました。 

 オープン参加ですが、当然、総合結果も反映はいたしません。区

間賞ですが、こちらにつきましても選手がいない、走っていないと

いう観点から区間賞なしということで、大会は運営させていただい

ております。 

 各チームの総合結果ですが、１位が日向、２位が成東、３位が松
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尾、４位が大平、５位蓮沼、それから６位南郷、７位が豊岡、８位

山武西です。 

 この中で睦岡が入っていないと思われます。睦岡につきましては、

次のページに記載してありますが、第１走者が、途中で体の不調を

訴えまして棄権になりました。オープン参加と棄権との差なんです

が、人数が 12人そろっております。そろった上でのスタートをして、

途中棄権ということで、当然、総合結果には反映されませんが、全

員そろった中での競走はしているということで、区間記録は、棄権

の場合は有効ということで、区間記録には反映しているということ

でございます。 

 区間記録ですが、今年度は６区と９区２名ずつおりました。 54

ページですが、こちらが小さくて見づらいかと思いますが、それぞ

れの区間のタイムを載せてございます。この中で大富、それから鳴

浜、山武北につきましては、区間賞がありませんが、記録だけは掲

載させていただいているということでございます。 

 その中で、大富なんかですと、区間賞をとっていますが、オープ

ン参加ということの中で、この区間の中で２位の人が区間賞をとっ

ているという逆転現象が起こっているところですが、今後そういう

ことについても、市でも改善点があろうかということで、今後課題

とさせていただければと思っています。 

 説明は以上です。 

 

教育長   ありがとうございます。駅伝競走大会の結果について何かご質問

等はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○報告第４号 行事の共催・後援について 

教育長   続いて、報告第４号、行事の共催・後援についてお願いいたしま

す。 

 

教育総務課長  55ページです。行事の共催・後援についてということで、１月４

日から 31日までの承認でございます。共催については、ございませ

んでした。後援については２件承認をいたしております。 

 資料の 50ページから載せてございますので、ご確認をよろしくお

願いいたします。 

 以上です。 
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教育長   ありがとうございます。今回、後援が２件ということでございま

す。申請書類がついておりますので、ご確認ください。 

 特によろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

教育長   ありがとうございます。 

 

○報告第５号 ３月の行事予定について 

教育長   報告第５号、３月の行事予定について、各所属長から順次お願い

いたします。 

 

教育総務課長  それでは、教育総務課です。 

 ６日、教育委員会の臨時会を予定させていただきます。１時半か

らということです。よろしくお願いします。 

 臨時会の内容は、奨学資金の貸し付けと当初予算についてご審議

いただく予定となっております。 

 続いて、15日、教育委員会第３回定例会ということで、１時半か

ら予定させていただいております。 

 もう一つ、３月20日、教育懇談会ということで、校長会との教育

懇談会を２時半から予定させていただいております。これについて

は、校長会と調整中であるため、確定し次第また皆さんにご連絡さ

せていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

学校教育課長  続いて、学校教育課です。 

 卒業式がそれぞれ入っております。９日、中学校、成東東、蓮沼、

10日、やはり中学校、成東中、山武中、松尾中、13日が山武南中の

卒業式ということで、教育委員の皆さんにはよろしくお願いします。 

 なお、小学校が16日でございます。これは全小学校でございます。

また、19日の月曜日ですが、校長会の送別会ということで、依頼が

ありました。遅い時間で申し訳ありませんが、よろしくお願いしま

す。 

 以上です。 

 

学校再編推進室長 学校再編推進室です。 

 ５日月曜日、山武中、山武南中のＰＴＡ通学部会を行います。こ

れは再編室で対応します。 
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 続いて６日です。15時半から学校のあり方検討委員会を開催した

いと思っております。のぎくプラザの視聴覚室が会場になります。

よろしくお願いいたします。 

 

生涯学習課長  生涯学習課でございます。３事業ありますが、まず３日でござい

ます。緑海子ども教室の閉級式が９時からで、そして10日土曜日、

第５回になりますが、山武スプリングフェスタを８時半から開催し

ます。蓮沼海浜公園憩いの広場で開催となります。そして、14日水

曜日でございますが、この日は第５回の社会教育委員会を開催いた

します。内容といたしましては、平成29年度実施事業の内容につい

て各所属長からの報告等をいただきます。 

 以上でございます。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興課です。３月６日にスポーツ義足体験教室を大富

小学校で２時限目、３時限目で開催予定となっております。 

 以上です。 

 

子育て支援課長 子育て支援課です。３月15日木曜日、幼稚園、こども園の卒園式

になります。委員の皆様のご出席をよろしくお願いいたします。 

 同じく20日火曜日になります。園長、副園長の会議を３時から予

定しています。 

 以上になります。 

 

成東中央公民館主査 ３月11日、先ほど部長からもありましたが、蓮沼交流センタ

ー、オープン式典がございますので、よろしくお願いします。 

 

教育部長  ３月11日10時からになります。大体11時半の終了を予定していま

す。通知文については、企画政策課から発送する予定になっていま

す。当日ですが、今回野球の鈴木孝政氏に名誉スポーツ大使という

形で委嘱することになりました。その委嘱式とあわせて30分程度の

講演会を行う予定です。 

 以上です。 

 

教育長  ありがとうございます。ほかにございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

  それでは、その他、報告すべき事項がありましたらお願いします。



－14－ 

指導室長、お願いします。 

 

指導室長  ダイアリーをご紹介させていただきたいと思います。 

 別添の資料です。いつものように裏表印刷、裏に写真が載せてあ

るものです。簡単に内容に触れますと、２番の市長との意見交換会

についてですが、先日、松尾小学校で行われました小野﨑職務代理

に参加していただきました。ありがとうございました。両校の４年

生が参加して、統合時の６年生の児童であって、初代の卒業生とい

うことになりますので、市長からも頑張ってほしいということで、

お声をかけてもらいました。 

 また、３番ですが、全国いじめ問題子どもサミットがありました。

山武南中の２年生の女子生徒が参加いたしました。大変貴重な経験

になったことと思います。その他、後ほどご覧ください。 

 以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。よろしいですか。ほかはございますか。 

 

学校教育課長  それでは、口頭でお話しさせていただきたいと思います。 

 中学校の入学に当たり、就学指定変更の届け出が既にあった児童

について報告させていただきます。 

 小学校13校中指定変更のあった児童がいる学校は８校で、児童数

は26名となります。そのうち転居、引っ越しによるものが３名おり

ますので、それを除くと学校数としては６校、児童数としては23名

の変更届がありました。 

 理由としては、部活動によるものが14名、通学距離によるものが

５名、私学への進学が３名、それから特別支援学校ということで１

名おりました。学校別で複数いる学校については、日向小学校が３

名で、これは２名が部活、距離的なもので１名、それから睦岡小が

２名で、これは私立の受験と特別支援学校に行く、それから山武西

小が４名ですが、これについては全て通学距離によるものでござい

ます。続いて、蓮沼小学校ですが、これは12名おります。部活動で

の届が10名、それから私立へ行くのが２名というような状況です。 

 なお、ほか２校については部活での変更というようなことでの現

在の私立への指定変更の届け出でございます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。変更希望者についてということでござい
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ます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 

学校再編推進室長 先ほど行事予定で、３月６日15時半から学校のあり方検討委員

会を開催するということでお話しさせていただきました。内容につ

きましては、この間の協議会の中でもお話ししたとおり、任期がこ

の３月31日までということで、総括的な意味合いを含めて休止とい

う形の提案をしたいと思っております。また、通知につきましては

別途お送りいたしますので、よろしくお願いします。 

 もう一点、先ほどチラシを２枚配布させていただきました。学校

統合の準備委員会だよりです。内容につきましては、各統合校の校

名が決定したという内容のものになります。山武地域と松尾地域に

なります。こちらにつきましては、市のホームページ、また各学校

区への回覧や生徒、児童を通じた配布などをしていきたいと思って

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

教育長   ほかはよろしいでしょうか。 

 それでは、以上で、教育委員会第２回定例会を終了といたします。

どうもお疲れさまでした。 

                                      

   ◎閉会  午後３時 40分 
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上記のとおり会議のてん末を記載し、その内容が正確であることを証するた

め、ここに署名する。 

平成   年   月   日 

 

教育長 

 

委 員 
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