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平成２７年本宮市教育委員会１１月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２７年１１月１８日（水） 午後１時３０分～午後２時２８分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 大会議室 

 

３ 出席委員  教   育   長      原 瀬 久美子 

        教育長職務代理者（１番）  仲 川   清 

        委      員（２番）  渡 辺 俊 之 

        委      員（３番）  谷   明 子 

        委      員（４番）  古 宮 博 文 

 

４ 出席職員  教育部長            後藤  章 

        次長兼教育総務課長       渡辺 正彦 

        次長兼第一保育所長       佐原しげ子 

        幼保学校課長          渡辺 裕美 

        生涯学習センター長       菅野 安彦 

        参事兼管理主事兼指導主事    渡辺 敏弘 

        指導主事            穐山 俊之 

        （書記）教育総務課課長補佐   渡辺 和義 

 

５ 傍聴人 なし 

 

６ 案  件 

議案第６９号  本宮市適応指導教室設置要綱の一部を改正する告示の制定について 

議案第７０号  平成２７年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第７号）につ

いて 

協議第 １ 号  平成２８年度教育委員会予算要望について 

報告第 １ 号  平成２７年度本宮市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書につい

て 

報告第 ２ 号  第２７回ふくしま駅伝大会の結果について 

報告第 ３ 号  市民のための芸術鑑賞の開催について 

 

７ 審議経過 

 

【午後 １時３０分開会】 

◇教育長 皆様こんにちは。 

  ただいまから、教育委員会１１月の定例会を開会いたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎会議録署名委員の指名 
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◇教育長 会議録署名委員の指名を行います。 

  きょうは、２番委員と３番委員にお願いいたします。 

  着座にて進めさせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第６９号 本宮市適応指導教室設置要綱の一部を改正する告示の制定について 

◇教育長 それでは、本日の審議に入ります。 

  議案第６９号 本宮市適応指導教室設置要綱の一部を改正する告示の制定について、説明をお願

いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇書記 〔議案第６９号を朗読〕 

◇教育長 はい、課長。 

◇幼保学校課長 それでは、議案第６９号 本宮市適応指導教室設置要綱の一部を改正する告示の制

定について説明いたします。 

  資料の２ページをごらんいただきたいと思います。 

  この議案につきましては、本市に住所を有しながら、特別支援学校等に通学している市内の小・

中学校に在籍しない児童・生徒などを必要に応じ対象とするため、本宮市適応指導教室設置要綱の

一部を改正するものでございます。 

  第５条の対象者でございますが、第１項第１号において、本宮市立の小学校及び中学校に在籍し

ている児童・生徒であることと規定しておりますが、第６号において、「前号に掲げるもののほか、

教育長が必要と認める者」を追加するものでございます。 

  なお、この要綱は、平成２７年１２月１日から施行いたします。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第６９号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 それでは、異議ありませんので採決を行います。 

  議案第６９号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第６９号は承認することにいたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第７０号 平成２７年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第７号）につい

           て 

◇教育長 次に、議案第７０号 平成２７年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第７号）

について、説明をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇書記 〔議案第７０号を朗読〕 

◇教育長 はい、課長。 

◇幼保学校課長 それでは、平成２７年度本宮市一般会計補正予算（第７号）について説明を申し上

げます。 
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  委員会資料の一般会計補正予算（第７号）、教育委員会所管分抜粋の２８、２９ページをごらん

いただきたいと思います。 

  まず、第３款民生費、第２項児童福祉費、３目保育所費の説明欄５、民間保育所・保育園育成費

でございますが、１３節委託料の保育委託料１，４００万円の補正増につきましては、認可保育所

であります、もとみや幼児の家の入所児童の増によるものでございます。当初３１人を見込んでお

りました入所人数が４１人となり、１０人増となったことによる補正となってございます。 

  続きまして、４４、４５ページをごらんいただきたいと思います。 

  １０款教育費、２項小学校費、２目教育振興費の説明欄１、教育振興費の１１需用費の消耗品６

９万７，０００円の補正増でございますが、こちらは本宮市版小学校社会科副読本の購入代金の補

正となってございます。 

  続きまして、同ページから４７ページにかけてごらんいただきたいと思います。 

  ４項幼稚園費、１目幼稚園費の説明欄２の幼稚園管理運営費でございますが、７節の賃金、臨時

職員の賃金の４００万円の補正減につきましては、勤務体系変更による補正となっております。当

初、通常保育の支援員として配置しておりました臨時保育士の賃金を、預かり保育に対する支援員

の賃金とするため、その下になりますが、説明欄７の預かり保育費の７賃金、臨時職員賃金４００

万円を増額し、組み替えするものでございます。 

  次に、歳入でございます。 

  資料の８ページと９ページをごらんいただきたいと思います。 

  まず、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、２節児童福祉費負担金の説

明欄１の児童措置費負担金３２０万３，０００円の増と、同ページの下から２番目になりますけれ

ども、１５款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、２節児童福祉費負担金の説明欄１の

児童措置費負担金１６０万１，０００円の増につきましては、認可保育所の委託料に対する国・県

負担金となってございます。 

  続きまして、同ページのまた上の欄に戻っていただきまして、１４款国庫支出金、２項国庫補助

金、２目民生費国庫補助金、２節の児童福祉費補助金の説明欄１５の子育て支援交付金（地域子育

て支援拠点事業）の１０２万３，０００円の補正減と、一番下の段になりますが、１５款県支出金、

２項県補助金、２目民生費県補助金、２節児童福祉費補助金の説明欄２１の子育て支援交付金（地

域子育て支援拠点事業）の１０２万３，０００円の補正減につきましては、財源調整となっており

ます。一時預かり事業における補助金のうち委託加算金について、直営事業に対する経費が補助対

象外となったことによる補正減となってございます。 

  続きまして、同ページの１４款国庫支出金、３項委託金、３目教育費委託金、１節の教育総務費

委託金の説明欄１のスクールソーシャルワーカー緊急派遣事業委託金の３９８万４，０００円の補

正増でございますが、こちらも財源調整となっております。当初、臨時スクールソーシャルワーカ

ー１名分が補助対象となっておりましたが、追加申請により臨時スクールソーシャルワーカーの補

助対象が２名となったことによる補正増となっております。 

  以上、幼保学校課が所管いたします内容についての説明を終わります。 

◇教育長 どうぞ、センター長。 

◇生涯学習センター長 １０款教育費のうち、生涯学習センターが所管いたします部分について説明

いたします。 

  資料は議案書４６、４７ページになります。 
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  初めに、歳出の部分です。 

  ５項社会教育、２目社会教育振興費、説明欄６の読書教育費の１１節需用費並びに１８節備品購

入費につきましては、中央公民館図書室の図書購入資金として寄附をいただいたものを財源といた

しまして、今回図書を購入するものです。あわせて、購入に際し、図書の装備費用を補正増するも

のであります。 

  同じく、３目文化芸術費、説明欄３の文化スポーツ振興基金積立費の２５節積立金につきまして

は、ふるさと納税寄附金を文化スポーツ振興基金に積み立てるものであります。今回は５件、１８

万円の積み立てです。 

  同じく、５目公民館費、説明欄１の中央公民館維持管理費の１５節工事請負費につきましては、

サンライズもとみやの照明設備改修工事のため、１，６２０万円の補正増をさせていただくもので

あります。 

  次に、４８、４９ページをお開きいただきたいと思います。 

  同じく、５目公民館費、説明欄２の白沢公民館維持管理費の１３節委託料につきましては、白沢

公民館の耐震診断業務委託料の補正増をさせていただくものであります。今回の補正は、当初予算

と比べ、手数料及び技術経費の単価増によるものであります。 

  次に、６項保健体育費、２目体育施設費、説明欄３の白沢体育館維持管理費の１１節需用費につ

きましては、消防設備の修繕によるものであります。 

  同じく、説明欄４のしらさわグリーンパーク維持管理費の１１節需用費につきましては、消防設

備並びに野球場内の散水栓用配管漏水修繕によるものであります。 

  同じく、説明欄６の海洋センター維持管理費の１１節需用費につきましては、プールの給水バル

ブ交換修繕によるものであります。 

  同じく、説明欄１１のシルバースポーツセンターの維持管理費の１１節需用費につきましては、

排煙窓の修繕によるものであります。 

  次に、４８ページから５１ページにかけてごらんいただきたいと思います。 

  ２目体育施設費、説明欄１６の屋内運動施設整備費の８節報償費につきましては、関下字東原地

内、神座運動場脇に来年秋に完成を予定しております屋外運動施設の愛称募集をするに当たり、採

用作品、優秀作品に対する褒賞を差し上げるために補正するものであります。予定では、最優秀賞

１点、優秀賞２点、佳作１０点で、本宮市の商品券または図書券の贈呈を考えております。 

  次に、歳入となります。 

  ページは、１０ページ、１１ページをごらんいただきたいと思います。 

  １８款繰入金、２項基金繰入金、４目文化スポーツ振興基金繰入金、説明欄１の文化スポーツ振

興基金繰入金につきましては、以前にいただいた寄附を積立金に積み立てておりましたが、今回予

算を執行するに当たりまして、財源として補正増させていただくものであります。 

  以上、生涯学習センターの所管いたします事項につきまして、説明を終わらせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第７０号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第７０号を承認することに異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第７０号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎協議第１号 平成２８年度教育委員会予算要望について 

◇教育長 次に、協議事項になります。 

  協議第１号 平成２８年度教育委員会予算要望について説明をお願いいたします。 

  はい。 

◇課長補佐 それでは、委員会資料４ページと５ページをお開き願いたいと思います。 

  事務局内で検討しました結果、２８年度の教育委員会の予算要望の原案を作成いたしましたので、

ごらんいただいて、ご協議いただきたいというふうに思います。 

  ４ページは提案書になりますけれども、去年は一番下のところが教育委員長名で市長宛てに要求

したものですけれども、今年度は制度の改正がございましたので、教育委員会ということで市長に

要望したいというふうに考えております。 

  ５ページですけれども、こちらの具体的な内容の説明は、次の６ページ、７ページに前年度と比

較した表がありますので、こちらでご説明をさせていただきたいと思います。 

  上からいきますけれども、１番の教育総務課関係につきましては、保育所の耐震化ということで、

去年と同じ項目になってございます。 

  ２番目の幼保学校課所管につきましては、（１）、（２）は同じ内容で要望したいというふうに

思っております。（３）番目の教育振興費の充実ということですけれども、ここにつきましては、

⑤番目として、「各種体験活動・大会参加指導等におけるバス利用の充実を図ること。」というこ

とで、この項目をつけ加えさせていただきたいということでございます。 

  それで、次の（４）と（７）番は削除していくということで考えております。 

  次に、生涯学習センター所管の関係ですけれども、こちらは、（１）の②のほうですけれども、

「市の代表チームのユニホームを作成すること。」ということで、ことし２７年度の要望というこ

とで上げておりましたけれども、これは作成しましたので、ここは削除するということになります。 

  それから、７ページの４番のほうですけれども、教育委員会事務局体制ということで、こちらは、

（１）の①ということで、「幼保学校課職員の増員を図ること。」を一つつけ加えさせていただき

たいというふうに思っております。 

  それから、最後、５番目、給食センター関係ですけれども、２７年度の要望では、「アレルギー

食に対応できる施設整備」ということでしたけれども、こちらは対応されましたので、２８年度に

ついては、「学校給食における児童生徒の安全・安心を確保するため、放射性物質の検査体制を維

持すること。」ということで、項目を変えて要望したいということで考えております。 

  あと、詳しい内容についてはご協議いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

◇教育長 それでは、協議第１号 平成２８年度教育委員会予算要望について、皆さんのご意見を

伺います。 

  それでは、ざっくばらんにご意見をいただきたいと思いますので、一時休議といたします。 

 

【午後 １時４６分休議】 
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【午後 ２時０８分再開】 

 

◇教育長 再開いたします。 

  協議第１号については、そのように進めることにいたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第１号 平成２７年度本宮市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書について 

◇教育長 次に、報告事項になります。 

  報告第１号 平成２７年度本宮市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書について説明をお

願いいたします。 

  次長。 

◇次長兼教育総務課長 それでは、お配りしております１１月定例会の報告第１号資料をごらんいた

だきたいと思います。 

  平成２７年度教育委員会の事務に関する点検・評価が終了いたしまして報告書を作成いたしまし

たので、ご報告いたします。資料に基づき内容の説明をさせていただきます。 

  点検・評価報告書の１ページをごらんいただきたいと思います。 

  教育事務に関する点検・評価につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づ

き、毎年行うこととされております。 

  今年度の教育事務評価は、平成２５年度に策定いたしました本宮市教育振興基本計画の施策体系

に基づき、平成２６年度における教育委員会の重点施策として位置づけいたしました事務事業を対

象としてございます。 

  点検・評価の実施方法につきましては、対象事業ごとに事業の成果と課題、改善点を検証しまし

て、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階での自己評価を行ってございます。 

  次に、２ページをお開きいただきたいと思います。 

  学識経験者の知見の活用につきましては、外部評価機関となる本宮市教育事務評価委員会を設置

しまして、３回の委員会を開催する中で、教育委員会の自己評価及びその評価方法に対する評価や

今後の教育行政に向けたご意見をいただきました。評価委員会の構成は、福島大学の荻路特任教授

を委員長とする、資料に記載されてございます５名の方々となってございます。 

  次に、３ページ、４ページは、評価対象事業の一覧となります。 

  教育振興基本計画の施策体系に基づき分類いたしまして、昨年度と同様の４１事業を点検・評価

対象事業としまして、内部点検評価表を提出の上、点検・評価を受けてございます。 

  ５ページから１２ページにかけましては、教育事務評価委員による評価につきまして、施策別に

評価と意見とに分けて記載をしてございます。 

  施策では高い評価をいただいた事業もございますが、さらなる努力や改善を求められた事業もご

ざいました。 

  また、総括といたしましては、読書活動推進に関する各事業を対象者の成長過程と連動させ、事

業に連続性を持たせていることや、子育て支援に関する事業について高い評価をいただきました。 

  また、各事業において、広く市民や保護者、学校関係者、事業参加者からの意見の聞き取りなど

により、さらに良い事業とすることが求められてございます。 

  １３ページ以降につきましては、点検・評価対象事業の自己評価表となってございますので、ご

らんいただきたいと思います。 
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  なお、報告書につきましては、市議会に報告するとともに、市のホームページ等で公表してまい

る予定でございます。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第１号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 ちなみにこれ、Ｂ評価というのはどれとどれでしたか。 

◇次長兼教育総務課長 Ｂにつきましては、１事業ございまして、申しわけありません…… 

〔「漢検のところですか」「学力向上対策」と言う人あり〕 

◇次長兼教育総務課長 学力向上ですか。 

◇教育長 ページ数をお願いします。 

〔「３８、３９」と言う人あり〕 

◇次長兼教育総務課長 ３８、３９ページに記載されております学力向上対策事業、こちらが一応、

自己評価のほうではＢ評価と。 

◇教育長 教育長または教育部長評価ということのところで、全国学力検査偏差値目標値５４．０に

達していないんだ、だから、あともう一つ、新しい漢検等をやったときに５割であったということ

を踏まえてＢ評価としたということです。決して悪いわけではなく。 

◇１番委員 これ、私は、１０年たってもＢである可能性というのもあるんじゃないかなという感じ

はするのね。というのは、このいわゆる偏差値目標、これは、本宮市は高くしてあると言ったっけ。 

◇教育長 はい。普通は全国が５０．０なわけですから、全国はですね。 

◇１番委員 だから、このままの数値でいくと、いつまでたったって数値的にはＢクラスかＣクラス

でないかなという気がする。いずれにしろ、基本計画の中にそううたっているんだからやむを得な

いんだけれども、いずれ将来的には変えてもらわない数字でないかなという気はしますね。そうい

うことだけです。 

◇教育長 ありがとうございます。 

  これ、５３．何ぼくらいまでいっているんですよね。何ぼでしたか。５３．限りなく５４に近い

です、小学校は。ですので、設定が高かったので、Ｂと評価せざるを得ないということですかね。 

◇１番委員 目標は高いほうがいいと言うけれども、ちょっと高過ぎるかなという気がしますね。 

◇教育長 全国を超えたいというのが当面の目標ですので、全国を超えるというのは５０．０なわけ

ですから、当然全国は超えているわけですけれども、本市は高い設定をしていたということですの

で、Ｂと評価いたしました。 

  そのほかはいかがでしょうか。 

  はい、谷委員。 

◇３番委員 ちょっと１点、ざっと読ませていただきまして気になったところが、評価委員による評

価の１０ページのところで、おおむね頑張っているみたいな、頑張っているというか、現状を維持

してほしいみたいな評価だったような気がするんですが、１０ページのところの意見のところの２

つ目の段落ですね。「スポーツ推進委員活動事業では」というところで、「肝心なことは、いかに

多くの市民を参加させるかである。」というふうに、ここはもうちょっと努力したほうがいいんじ

ゃないでしょうかという評価があったような気がしたんですが、これって実際には、ちょっと見方
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がわからなくて、よく、申しわけございません。これって、基本目標３の施策２でいいんでしょう

か、見るところは。 

  なので、自分たちの自己評価としてはＡという形が出ているのだけれども、こういうご意見があ

ったということは真摯に受けとめて、ちょっと考えていくべき点があるのかなと、ちょっと感じた

ものですから、意見として申しました。 

◇教育長 いかがでしょうか。何かありますか。 

  センター長、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 こちらの意見の答えとしましては、５７ページの課題・改善点というところ

にあるんですが、スポーツ推進委員自体の本来の活動ですね。スポーツの普及とかというところが、

なかなか達成されていないのではないかという評価をいただております。自己評価Ａとしたのは、

私どものほうでつけるわけなんですが、これは評価する前に自己採点をして、Ａというふうにつけ

たんですが、協力十分にいただいているということでＡという評価にしています。そこで若干食い

違いがあるというのはありました。 

  以上です。 

◇３番委員 事前の自己評価なので、ご自分たちで評価なさった場合にはこうで、ただ、こういうご

意見があったということは真摯に受けとめて、来年度というか、次の年じゃなくて、もう来年度に

なっちゃいますけれども、結びつけていくような考え方を考えることは大事かなとちょっと思った

ものですから、申し上げました。 

◇教育長 来年ということは、ことしですよね。ことし、スポーツ推進委員のほうで上尾市とやって、

結構いい感じにできたんだよね、スポーツ推進委員の活動。いかがですか。 

◇生涯学習センター長 はい、スポーツ推進委員の活動については、自主事業としては一つだけ、市

民の体力測定会というのをやっていまして、ことしは上尾市からスポーツ推進委員の研修というこ

とで来ていただいて、合同で開催したような形もありまして、参加人数もかなり多く、それに向け

てこちらのスポーツ推進委員も、上尾市さんが来るので、やっぱり自分たちからも積極的に参加者

を募ってあれしなきゃならないということで、かなりやっぱり、そういう面では参加者もふえたの

で、そういった事業をどんどん意識を高めていきたいというような委員の評価がありました。 

◇３番委員 ありがとうございます。 

◇教育長 そのほかいかがでしょうか。 

  それでは、この件に関してはよろしいでしょうか。質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第２号 第２７回ふくしま駅伝大会の結果について 

◇教育長 それでは、報告第２号 第２７回ふくしま駅伝大会の結果について説明をお願いいたしま

す。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 資料は横長の「第２７回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会 記録一覧」と

いうのをごらんいただきたいと思います。 

  先日行われましたふくしま駅伝にご協力いただきまして、ありがとうございました。結果報告で

す。 

  １１月１５日日曜日、白河市をスタートで、県庁前ゴールということで大会が行われました。 
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  資料を開いていただきまして、本宮市チームの記録が載ってございます。若干ご説明したいと思

いますが、太枠で囲んだところが本宮市チーム。こちらに８区間まで、あと裏に１６区間まで記載

がございます。 

  見方なんですが、一番左、１７と書いてございますが、こちらが総合順位１７位ということにな

ります。市の部の順位は書いていないですが、１１位ということで、昨年から比較しますと、昨年

が１６位と１２位でしたので、総合では１つ下がったんですが、市の部では１つ上がったというよ

うな状況です。それで、タイムが５時間２４分３９秒ということで、こちらは、比較ちょっと持っ

てこなかったんですが、ごらんの記録となっております。あと、詳しくはごらんいただければと思

います。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 委員の皆様にも声援を送っていただき、ありがとうございました。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第３号 市民のための芸術鑑賞の開催について 

◇教育長 次に、報告第３号 市民のための芸術鑑賞の開催について、説明をお願いいたします。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 資料は、カラー刷りの「ピーターパンとウェンディ」という資料になります。 

  こちらは、毎年開催してございます芸術鑑賞教室です。左の上のほうに、安達地方地域振興文化

事業、こちら共催いただいています。下のほうに、主催が市民のための芸術鑑賞実行委員会という

ことで、共催が本宮市以下ということで開催をいたします。 

  日にちが１２月１９日の土曜日、場所はサンライズもとみや、１部と２部、２部構成で、午前と

午後の２回公演となっております。こちらは入場料が必要で、１人１，０００円ですね。高校生以

下は無料となっております。入場券の発売開始日なんですが、今月２６日木曜日から発売開始にな

ります。場所が中央公民館と白沢公民館です。 

  なお、このチラシにつきましては、本宮市全世帯に配布しております。１１月１１日に配布を開

始しましたので、遅くとも今週中くらいには各世帯に配布になるかと思います。ぜひごらんいただ

ければと思います。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第３号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 報告事項は以上になります。 

  次に、その他、事務局から報告等があればお願いいたします。 

〔発言する人なし〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎次回開催日程について 
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◇教育長 では、ありませんので、次回教育委員会の日時を決めたいと思います。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇教育長 では、次回の教育委員会は、今申し上げましたとおりです。１２月１６日午後１時３０分

からといたします。 

〔予算要望の日程について協議〕 

◇教育長 予算要望は、１８日、１時間余裕とって、１時半に集まっていただいて、２時半から市長

のところに行くということにいたします。資料等の準備をよろしくお願いします。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 では、以上をもちまして教育委員会定例会を閉会といたします。 

  ありがとうございました。 

【午後 ２時２８分閉会】 
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