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令和２年山武市教育委員会第８回定例会会議録 

 

１．日 時  令和２年８月20日（木）午後１時30分 

２．場 所  教育委員会会議室 

３．招集者  山武市教育委員会 教育長 嘉瀬尚男 

４．議 題 

 

議決事項 

議案第１号 代理の承認を求めることについて（市議会臨時会提出議案（請負契約の締結）

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（令和２年度山武市一般会計補正予算（第６号））に同

意することについて 

議案第３号 山武市立小中学校修学旅行等の中止に伴うキャンセル料等補助金交付要綱の制

定について 

 

協議事項 

協議第１号 要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

協議第２号 山武市教育委員会職員の勤務時間の割り振り等に関する規程の一部改正につい

て 

協議第３号 山武市ロードレース大会補助金交付要綱を廃止する告示について 

 

報告事項 

 報告第１号 日向小学校・山武西小学校 学校統合準備委員会の進捗状況について 

 報告第２号 蓮沼中学校・松尾中学校 学校統合準備委員会委員の委嘱について 

 報告第３号 蓮沼中学校・松尾中学校 学校統合準備委員会の設置について 

 報告第４号 令和３年山武市成人式開催日程の変更について 

 報告第５号 令和４年度以降の山武市成人式について 

報告第６号 オンライン会議システム等を活用した総合教育会議及び教育委員会の会議の開

催について 

 報告第７号 行事の共催・後援について 

報告第８号 ９月の行事予定について 
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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                今関 百合 

      委員                清水 新次 

      委員                木島 弘喜 

      委員                渡邊 礼子 

 

欠席委員  なし 

 

出席した職員の職及び氏名 

教育部長 小川 宏治 

教育総務課長 嘉瀬 多市 

学校教育課長              越川 幸夫 

学校教育課指導室長 髙野 隆博 

学校再編推進室長                川島 美雄 

生涯学習課長 神谷 英典 

スポーツ振興課長 大谷 広貴 

図書館長 子安 勝也 

学校給食センター所長 仲村 由美子 

子育て支援課長 藤井 浩美 

子育て支援課主幹 野口 博明 

 

   事務局 

教育総務課副主幹           鵜澤 秀己 

教育総務課総務企画係主査補      鈴木 秀一 

  教育総務課総務企画係主事       齋藤 未希 
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◎開  会  午後１時30分 

教育長  皆さん、ご苦労さまです。 

 猛暑日が続いている中、体調はいかがでしょうか。 

  この暑さに加え、新型コロナウイルス感染症も収束が見えてこない状況

の中ですが、本日小中学校では、短縮した夏休みを終えて新学期が始まり

ました。特に問題なくスタートができたと思っております。 

 それでは、ただいまから令和２年教育委員会第８回定例会を開会いたし

ます。 

                                      

◎日程第１ 会議録署名人の指名 

教育長  日程第１、会議録署名人の指名ですが、本日は木島委員を指名します。

よろしくお願いいたします。 

                                      

◎日程第２ 会議録の承認 

教育長  日程第２、会議録の承認。令和２年教育委員会第７回定例会の会議録に

ついて、事前に配付をしてありますが、皆様いかがでしょうか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

教育長  異議がないようですので、教育委員会第７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。２ページをご覧ください。 

 ７月17日から８月20日本日までとなります。主だったものを説明してま

いりますのでよろしくお願いします。 

 ７月17日、定例園長・副園長会議がございまして、出席しています。 

 ７月20日、山武西小学校訪問、ＧＡＡ打ち合わせとあります。山武西小

学校は、ライブ配信ができる設備を校長が整えてくれたということで、視

察に行ってまいりました。 

 ７月21日、庁議、人事評価調整会議、文化財審議会となっております。

文化財審議会については、新たに委嘱状の交付をさせていただきました。 

 ７月22日、第８回部内政策会議、９月補正部内ヒアリング、スポーツ推

進審議会となっております。９月補正ですが、議会が間もなく始まります

が、教育委員会からは、今回の補正案件のみとなっております。内容につ

いては、後ほどご審議いただきますので、よろしくお願いします。 

 ７月27日、事務の点検評価。今後、学識経験者、そして教育委員の皆様

に点検していただきますが、その基となる部内調整を行いました。 
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 金田氏来庁。前教育長ですが、毎年秋に行っている菊花展の開催につい

てご相談がありました。これにつきましては、屋外であること、また集中

して大勢が集まるというものではないので、今のところ、開催の予定で進

んでいます。 

 ７月28日、市議会全員協議会、市議会第２回臨時会、その後に新型コロ

ナウイルスの警戒本部会議がございました。市議会につきましては、２回

目の臨時会ということで、特別調査委員会が設置されたものです。 

 ７月29日、教育委員会の点検評価、臨時校長会議。臨時校長会議では、

修学旅行の件について、この時点での教育委員会の考え方を各校長にお示

ししたものでございます。 

 ７月30日、蓮沼中、松尾中学校の第１回統合準備委員会の事前打ち合わ

せが行われました。８月３日に全体会議があることから、その確認でござ

います。 

 ７月31日、山武地区教育長協議会。山武地区内の各学校の修学旅行の実

施状況等についての情報交換が行われたものです。 

 ８月３日、千葉県教科用図書選定会議。３回目ということで、県庁で開

催され出席してまいりました。また、蓮沼中・松尾中学校の第１回統合準

備委員会の全体会。委員の皆様にもご出席をいただいております。 

 ８月４日、庁議と死亡叙勲の伝達。石毛忠雄様につきましては、松尾の

花城医院に伝達に行ってまいりました。小関正様につきましては、委員会

庁舎までご家族に来ていただいて、伝達をいたしました。前南郷小学校の

校長のお父上ということであります。 

 教育委員会Ｗｅｂ会議。修学旅行についてのご意見を委員の皆様に伺っ

たものです。その後、新型コロナウイルス感染症の本部会議がございまし

た。 

 ８月５日、第２回社会教育委員会議。教育委員会から諮問している社会

教育施設のあり方についての答申案について協議が行われました。 

 ８月６日、東上総教育事務所中田次長来庁、近藤文子氏市長来庁。また、

新型コロナウイルス感染症対策会議等がございました。東上総教育事務所

の次長来庁につきましては、来年度以降の学校管理職についての意見でご

ざいます。また、近藤文子氏につきましては、日向小学校の校歌を作成し

ていただいている方でございます。市長にご挨拶にお見えになりましたの

で、同席させていただきました。 

 ８月11日、小野﨑校長会長来庁及び指定管理者選定委員会。小野﨑校長

会長につきましては、中学校の修学旅行を中止したいということで校長会

でのご意見をお持ちになりまして協議をいたしました。皆様にご連絡した

とおり、中学校につきましては、このときに中止の検討をいたしました。
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指定管理者選定委員会は、学童の指定管理者の変更についてでございまし

た。 

 ８月19日、総合計画審議会。会議が中止となり、書面にて意見を伺うこ

ととなりました。 

 ８月20日本日ですが、午前中に部内政策会議、そして教育委員会第８回

定例会になります。 

 以上でございます。 

 何かあればよろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

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２号、市議会定

例会提出議案（令和２年度山武市一般会計補正予算（第６号））に同意す

ることについては、市議会への提出前であることから、協議第１号、要保

護及び準要保護児童生徒の認定について、これらは氏名等の内容が含まれ

ており、公開することにより個人のプライバシーを侵害するおそれがあり

公開に適さない事項であることから、協議第２号、山武市教育委員会職員

の勤務時間の割り振り等に関する規程の一部改正について、協議第３号、

山武市ロードレース大会補助金交付要綱を廃止する告示については、意思

形成過程であり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、いかがでしょうか。 

 賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

教育長  挙手全員です。よって、議案第２号、協議第１号から協議第３号は秘密

会といたします。 

                                      

◎日程第４ 議決事項 

○議案第１号 

教育長  日程第４、議決事項です。議案第１号、代理の承認を求めることについ

て（市議会臨時会提出議案（請負契約の締結）に同意することについて）、

提案理由の説明をお願いいたします。 

 教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  議案第１号についてご説明します。 

 今回の工事は、予定価格１億 5,000万円以上の工事となります。そのため、

提案理由のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規
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定により、議会の議決を経るべき議案について教育委員会の意見を聞くこ

ととなっておりますが、この工事は開札が７月14日、仮契約が７月20日で

あり、７月の定例会では間に合わなかったため、教育委員会組織規則第４

条に基づき、教育長代理として処理させていただき、７月28日の臨時の市

議会に上程させていただきました。 

 その理由は、超大型工事の中、終わりの見えない新型コロナウイルスの

影響により、多少緩和されましたが、人員調達や人員確保が変わらず困難

なため、７月28日の市議会臨時会でご承認をいただき、仮契約での状態を

工事の開始ができる本契約とし、万全を期すためです。 

 資料は５ページから７ページとなります。初めに５ページをご覧くださ

い。 

 契約の目的は、松尾小学校校舎改築工事で、松尾小学校と豊岡小学校が

統合し、新しい学校を建設するものです。設計工事費総額25億3,000万円

に対し、契約額は25億800万円で、落札率99.1％となります。 

 続いて、７ページの開札調書をご覧ください。入札者は、辞退があった

ため１社となり、古谷建設株式会社との契約となります。 

 よろしくお願いします。 

 

教育長  ただいま説明いただきました内容について、ご質問等があればお願いし

ます。よろしいでしょうか。 

それでは、お諮りいたします。本議案に賛成する委員の挙手をお願いいた

します。 

 

 （賛成者挙手） 

教育長  挙手全員です。よって、本議案は原案のとおり承認いたします。 

                                      

○議案第２号 

（議案第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  議案第２号、市議会定例会提出議案（令和２年度山武市一般会計補正予

算（第６号））に同意することについて、ここから秘密会とします。提案

理由の説明をお願いいたします。 

 教育総務課長、お願いします。 

 

※教育総務課長から、資料に基づき内容を説明 

 

※審議結果 原案のとおり同意 
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教育長  ここで、一旦、秘密会を解きます。 

                                      

○議案第３号 

教育長  議案第３号、山武市立小中学校修学旅行等の中止に伴うキャンセル料等

補助金交付要綱の制定について、説明をお願いします。 

 学校教育課長、お願いいたします。 

 

学校教育課長  議案第３号、山武市立小中学校修学旅行等の中止に伴うキャンセル料等

補助金交付要綱の制定について。資料は９ページからとなります。 

 内容につきましては、前回、教育委員会第７回定例会にてご協議をいた

だいたところであります。10ページからの交付要綱等について修正した部

分はございません。そのときにご意見をいただきました、保護者から学校

へ提出する委任状について、その写しを教育委員会に提出することは無駄

があるのではないかというご意見をいただきました。要綱には具体的な記

載はありませんが、学校の負担にならないよう、委任状の原本を沿えて申

請し、確認後、原本を学校へ返却することとさせていただきます。 

 保護者、学校職員が負担とならないよう配慮していきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上です。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。 

 前回、協議の中で幾つかご質問がありましたが、それらも含め何かござ

いますか。よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  それでは、お諮りいたします。本議案に賛成する委員の挙手をお願いし

ます。 

 

 （賛成者挙手） 

教育長  挙手全員です。よって、本議案は原案のとおり可決いたします。 

                                      

◎日程第５ 協議事項 

○協議第１号 

（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、協議事項に移ります。協議第１号、要保護及び準要保護児童

生徒の認定について、ここから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。 
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 学校教育課長、お願いします。 

 

※学校教育課長から、資料に基づき内容を説明 

 

※審議結果 原案のとおり認定 

 

                                      

○協議第２号 

（協議第２号は、秘密会につき概要と結果のみ記載） 

教育長  協議第２号、山武市教育委員会職員の勤務時間の割り振り等に関する規

程の一部改正について、事務局の説明をお願いします。 

 指導室長、お願いします。 

 

※指導室長から、資料に基づき内容を説明 

 

※審議結果 原案のとおり了承 

 

                                      

○協議第３号  

（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、山武市ロードレース大会補助金交付要綱を廃止する告示に

ついて、説明をお願いします。 

 スポーツ振興課長、お願いします。 

 

※スポーツ振興課長から、資料に基づき内容を説明 

 

※審議結果 原案のとおり了承 

 

教育長  ここで秘密会を解きます。 

 

                                      

◎日程第６ 報告事項 

○報告第１号 

教育長  日程第６、報告事項に入ります。報告第１号、日向小学校・山武西小学

校学校統合準備委員会の進捗状況について、報告をお願いします。 

 学校再編推進室長お願いします。 
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学校再編推進室長  25ページとなります。日向小学校と山武西小学校の学校統合準備委員会

の進捗状況でございます。 

 ７月21日に第３回学校運営部会を開催いたしました。日向小学校を会場

といたしました。下段には主な議題とその内容について記載してございま

す。 

 １つ目の令和３年度の教育課程。主な行事について共有を図りました。

運動会は秋に実施予定です。修学旅行も10月頃行う予定です。遠足につい

ては、４月にさんぶの森公園に全校児童で行かせたいといった話でござい

ました。 

 ２点目の教室の配置でございますが、開校時には全11学級、児童数は約

240名となる見込みです。３年生が20人台の１クラスとなるのではないか

ということです。 

 最後、今年度の交流事業。両小学校の教員の交流事業ということで、８

月４日、旧山武南中学校で、新しい日向小学校の開校に向けた準備会を行

いました。こちらの模様も併せて報告いたします。両小学校の全教員に集

まっていただきまして、３部構成により山武南中学校で行ったものでござ

います。 

 第１部は、生徒指導班、清掃班、安全指導班、避難経路班、事務職の方、

養護教諭の方、こういった方々で、それぞれ、学校の中を歩いて確認をし

たところでございます。 

 第２部は、主な行事班、体育的行事班、文化的行事班等ついて、現地の

確認をしました。また、それぞれの行事のすり合わせをしたところでござ

います。 

 第３部は、１年生と２年生、３年生と４年生、５年生と６年生、特別支

援のグループで、事務のすり合わせを行ったところでございます。 

 また、２月には、１年生の昔遊び、10月には４年生の浄水場の見学もで

きればというところで計画をしているところです。 

 報告は以上となります。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 ただいまの報告について、何かお聞きになりたいことございますか。よ

ろしいですか。 

                                      

○報告第２号 

教育長  報告第２号、蓮沼中学校・松尾中学校学校統合準備委員会委員の委嘱に

ついて、説明をお願いします。 
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学校再編推進室長  資料25ページからとなります。蓮沼中学校・松尾中学校学校統合準備委

員会委員の委嘱について報告いたします。 

 こちらにつきましては、８月３日に委嘱状の交付式を行いました。その

際は出席をいただきありがとうございました。26ページから27ページにか

けまして、各委員、総勢28名の名簿を添付してございます。 

 委嘱の期間は令和２年８月３日から学校統合に関する事務が終了するま

での間となります。また、参考として、設置要綱の抜粋を添付してござい

ます。 

 報告は以上でございます。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 第１回目の学校統合準備委員会について、委員の皆様にも出席していた

だきました。こちらについてはよろしいかと思います。 

                                      

○報告第３号 

教育長  報告第３号、蓮沼中学校・松尾中学校学校統合準備委員会の設置につい

て、報告をお願いします。 

 再編室長、お願いします。 

 

学校再編推進室長  資料29ページとなります。８月３日午後５時30分から学校統合準備委員

会、こちら、蓮沼中学校と松尾中学校でございますが、第１回の全体会議

を行いました。その際に決定した事項等を含めて、記載したものでござい

ます。 

 当日は、委嘱状交付式に続きまして、委員長と副委員長の選出を行いま

した。委員長は小野﨑松尾中学校長、副委員長は古谷蓮沼中学校長でござ

います。また、専門部会は、総務部会、ＰＴＡ・通学部会、学校運営部会

の３つの部会で議論することとなりました。それぞれの部会長、副部会長

についてはここに記載のとおりでございます。 

 この専門部会でございますが、総務部会は８月21日、松尾ふれあい館で

行い、主な議題を校名の検討といたします。また、ＰＴＡ・通学部会につ

きましては、９月８日午後５時30分から蓮沼交流センターで、通学路につ

いて議題といたします。 

 報告は以上となります。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 ただいまの報告についてはよろしいですか。 
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○報告第４号 

教育長  報告第４号、令和３年山武市成人式開催日程の変更について、報告をお

願いします。 

 生涯学習課長、お願いします。 

 

生涯学習課長  令和３年山武市成人式開催日の日程変更について報告させていただきま

す。 

 こちらにつきましては、先月の教育委員会第７回定例会で皆様にご協議

いただいた内容を市長部局へ報告し、決裁をいただきましたのでご報告す

るものです。皆様にご協議いただいた内容からの変更はございません。  

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 これについてはいかがですか。よろしいですか。 

                                      

○報告第５号 

教育長  報告第５号、令和４年度以降の山武市成人式について、報告をお願いし

ます。 

 生涯学習課長、お願いします。 

 

生涯学習課長  報告第５号、令和４年度以降の山武市成人式についてでございます。 

 こちらにつきましても、先ほどの報告第４号同様、市長部局での決裁が

終わりました。こちらも前回ご協議いただいた内容からの変更はございま

せん。 

 報告は以上です。よろしくお願いします。 

 

教育長  ありがとうございます。 

 これにつきましてもよろしいでしょうか。 

 

小野﨑委員  式典の名称については、「成人式」とそのまま使っていきますか。 

 

生涯学習課長  式典の名称等については、今後検討していきます。 

 

木島委員  二十歳という文言は入れてほしいと思います。 

 

教育長  何かいいアイデアがあればぜひお願いします。 

                                      



－12－ 

○報告第６号 

教育長  報告第６号、オンライン会議システム等を活用した総合教育会議及び教

育委員会の会議の開催について、報告をお願いします。 

 教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  報告第６号についてご説明します。33ページをご覧ください。 

 会議の運営等に当たる文部科学省の考え方について通知がございました。

内容は34ページ、35ページに記載してあります。その中の１番から５番に

その考え方がそれぞれ記載してございます。オンライン会議システムを活

用した会議を開催するに当たり、例規改正等の準備過程の不明点について、

現在、県で取りまとめている最中でございます。そうした中、それらのＱ

＆Ａが明示された後、関係例規を整備した上で教育委員会でも進めてまい

りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上で説明を終わります。 

 

教育長  この件につきましてはいかがでしょう。 

 既にズームを使った会議を行っていますが、定例会等については見解を

待っていましたが、基本的には、記載のとおり開催することが可能である

ということです。また、今後公開する上での問題点等を解決し、整備して

いきますので、よろしくお願いします。 

                                      

○報告第７号 

教育長  報告第７号、行事の共催・後援について報告をお願いします。 

 教育総務課長、お願いします。 

 

教育総務課長  報告第７号についてご説明します。７月の行事の共催・後援についての

承認件数ですが、共催２件、後援０件です。内容につきましては、資料36

ページから40ページまでとなっておりますのでご確認をお願いします。 

 以上です。 

 

教育長  これらについてはいかがですか。書き初め作品展、技術・家庭科作品展

など、新型コロナウイルス感染症に影響されることはないかと思います。 

 よろしいですか。 

 

 （「はい」の声あり） 

教育長  ありがとうございます。 
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○報告第８号 

教育長  報告第８号、９月の行事予定について、各所属から順次報告をお願いし

ます。 

 

教育総務課長  教育総務課から、41ページになります。 

 ９月17日木曜日、午後１時から手形アートの制作を行いますので、12時

50分までに教育委員会庁舎にお集まりください。終了後、午後２時から教

育委員会第９回定例会を予定しております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

学校教育課長  学校教育課です。 

 ９月３日木曜日、午前９時30分から校長会議。 

 ９月18日金曜日、東上総教育事務所訪問、睦岡小学校。新型コロナウイ

ルス感染症関係で、通常行われていた県教育委員会東上総教育事務所の訪

問は、１学期は全て中止となり、２学期の睦岡小学校からスタートになり

ます。例年、授業参観等がありましたが、表簿の点検や管理職との概要説

明等の内容で、今後事務所訪問を実施していくことになっております。 

 また、それぞれの小学校、中学校の運動会、体育祭の日程を掲載しまし

た。詳細については、後ほど連絡させていただきます。 

 以上です。 

 

学校再編推進室長  学校再編推進室です。 

 ９月８日火曜日、蓮沼中学校・松尾中学校学校統合準備委員会、ＰＴ

Ａ・通学部会を開催いたします。23日水曜日、同じく総務部会を開催いた

します。 

 以上です。 

 

子育て支援課長  子育て支援課です。 

 ９月18日金曜日、園長・副園長会議を午後３時から第６会議室で開催い

たします。 

 以上です。 

                                      

渡邊委員  提案させてもらってもよろしいですか。 

 年々、暑さがすごく厳しくなっています。運動会についてですが、山武

市は小学校、中学校、幼稚園、こども園も９月開催です。今までやってこ

られたと思いますが、近隣市町村では春の運動会も結構実施されており、

運動会当日だけではなく、やはり仕上げるためには練習時から猛暑の中で
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やるようになるので、学校の裁量であると思いますが、一度、運動会の時

期を検討してもらえないか提案します。 

 

学校教育課長  ありがとうございます。 

 例年、猛暑で、ここ数年、秋の運動会から春の運動会に変わってきてお

り、約半々ぐらいになってきております。今年度は、新型コロナウイルス

感染症の関係で、時期を見直して秋開催になったということです。   

通常どおりですと、春に開催するという動きになります。今年度は秋に開

催ということです。 

 

渡邊委員  まだ秋開催のところも残されていますね。 

 

学校教育課長  はい。 

 

渡邊委員  そういう学校も、子ども達の熱中症など健康面を考えても、春開催とし

て推奨していってもらいたいと思います。 

 

清水委員  学力の問題ですが、新型コロナウイルス感染症の中で、 子ども達の学

力について心配しています。学力格差が各学年でも広がっていると思いま

す。３年生の現状を見ると、学力検定のようなものを１度確認のために実

施する必要があると思います。やり方はいろいろあると思いますが、しっ

かりと子ども達の学力をつけてあげることが必要です。 

 もちろん先生方の大変さというのは理解していますが、しっかりと取り

組んでいただきたいと思います。 

 

学校教育課長  今回、全国学力・学習状況調査は中止となっていますが、千葉県の標準

学力検査についても、授業時間の確保から中止というような話もありまし

た。また、教育長協議会の中でも中止という話がありましたが、山武市内

の小学校の各学校長が、どのくらいの学力差が生じているのかということ

で、指標としてやってみたいということで、山武市の小学校につきまして

は、全ての学校が標準学力テストを受けさせるということです。この新型

コロナウイルスの影響による時期があって、授業が削られている中で、ど

の程度影響があるのかという指標を取るために行うということです。これ

も各学校長が学力について意識している表れかと思います。 

 中学校については、なかなか時期が見通せなく実施が難しいというのが

現状です。 
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清水委員  休業期間がすごく長く、恐らく家庭でしっかり取り組める子はある程度

の学力がついていると思います。ところが、そうではない子ども達は、勉

強する習慣がなくなってしまっているというのが現状だと思います。その

格差が今まで以上に広がってしまっているという、そういった心配をして

います。ですから、どういう形で遅れている子どもをカバーするのかとい

う問題がありますので何か手をつくして取り組んでもらいたいと思います。 

 以上です。 

 

教育長  休んでいたときの差が現れてくるのはこれからだと思います。それぞれ

の子ども達にどういった対策を取っていくかということが新たな課題にな

ってくると思っています。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 以上で教育委員会第８回定例会を終了いたします。お疲れさまでした。 

                                      

◎閉  会  午後２時40分 


