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平成３０年本宮市教育委員会９月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成３０年９月１９日（水） 午後１時３３分～午後２時０６分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 大会議室 

 

３ 出席委員  教   育   長      青 田   誠 

        教育長職務代理者（１番）  谷   明 子 

        委      員（２番）  渡 辺 俊 之 

        委      員（３番）  古 宮 博 文 

        委      員（４番）  遠 藤 傳一郎 

 

４ 出席職員  教育部長            後藤  章 

次長兼幼保学校課長       菅野 安彦 

        上席参事兼第一保育所長     遠藤 文子 

        教育総務課長          渡辺 清文 

        生涯学習センター長       鈴木 雅文 

        参事兼管理主事兼指導主事    渡辺 敏弘 

        指導主事            渡辺 博明 

（書記）教育総務課総務係長   遠藤 あけみ 

 

５ 傍聴人   なし 

 

６ 案  件 

報告第 １ 号  本宮市議会９月定例会一般質問について 

報告第 ２ 号  教育事務評価委員会について 

報告第 ３ 号  県北地区中体連駅伝競走大会の結果について 

報告第 ４ 号  第７２回安達地区小・中学校音楽祭の結果について 

報告第 ５ 号  中教研安達地区英語弁論大会の結果について 

報告第 ６ 号  ＴＢＣこども音楽コンクールについて 

報告第 ７ 号  第１２回市民体力測定大会について 

報告第 ８ 号  本宮市コミュニティ・スクール推進フォーラムについて 

報告第 ９ 号  第１２回市町村対抗福島県軟式野球大会の結果について 

報告第１０号  「冷凍県産カジキ」を活用した食育推進事業について 

 

７ 審議経過 

 

【午後１時３３分開会】 

◇教育長 ただいまから、教育委員会９月定例会を開会いたします。 

  着座にて進めさせていただきます。 
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──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎会議録署名委員の指名 

◇教育長 会議録署名委員の指名を行います。 

  今回は、１番委員と２番委員にお願いいたします。 

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

    ◎報告第１号 本宮市議会９月定例会一般質問について 

◇教育長 それでは、報告第１号 本宮市議会９月定例会一般質問について、説明をお願いします。 

◇教育部長 平成３０年第５回本宮市議会定例会が９月４日に開会いたしまして、２０日までの会期

で開催されております。このうち一般質問につきましては、９月７日と１０日の二日間行われまし

て、７名の議員から教育行政に関する質問がありましたので、主な内容を報告させていただきます。 

  資料につきましては、定例会資料の１ページから６ページが一般質問の一覧表、７ページから２

６ページまでが教育部関係の答弁資料となっておりますので、ご覧いただきますようお願いをいた

します。 

  はじめに、受付１番、橋本善壽議員からは、６月に発生した大阪府北部地震で、学校プールのブ

ロック塀が倒れ登校途中の児童が下敷きになるという事故を受けまして、学校敷地内のブロック塀

の有無と、通学路の安全点検の実施状況について質問がありました。 

  敷地内のブロック塀につきましては、市内の小・中学校、幼稚園、保育所で、以前から無いこと

を確認していること、さらに、大阪府北部地震発生後、市内全校で高さ１．２メートル以上のブロ

ック塀を含めた通学路の危険箇所点検を実施した結果、市全体で２８９カ所の危険箇所が確認され、

このうちブロック塀が６６カ所あったことを答弁いたしました。また、これらの対応として、児童・

生徒に対し、登下校時や休日など、危険箇所に近づかないよう指導の徹底を図っていることをお答

えしております。 

  次に、受付２番、渡辺秀雄議員からは、「復興ありがとうホストタウン」事業に関し、地域の活性

化にどうつなげるのか、宿泊施設の対応や大会後の取り組みについて質問がありました。 

  地域の活性化については、オリンピック・パラリンピック選手や大会関係者を本市に招待し、「プ

リンス・ウィリアムズ・パーク」や「英国庭園」を中心とした市民レベルの「おもてなし」による

交流事業を通して地域の活性化を目指していくこと、宿泊施設については、近隣自治体と連携しホ

テルや温泉地の利用を想定していること、大会終了後は、子ども交流事業をより発展させ、英国の

子供達を本市に招待し、国際性豊かな人材育成に取り組んでいきたい旨、答弁をいたしました。 

  次に、受付３番、石橋今朝夫議員からは、市内図書館ネットワークの有効活用のため、学校図書

司書の増員について、及び保育施設での事故防止のため、無呼吸アラームの導入について質問があ

りました。 

  学校図書司書については、現在２名体制で市内１０校を訪問しており、各学校週一回の訪問とな

っているが、今後、業務調整により、各学校の訪問回数を週１回から２回程度に増やし、当面は２

名体制を維持していくこと、無呼吸アラームについては、その効果が未知数であること、また、導

入により保育士の気の緩みが危惧されるなどの意見もあること、現状で市内の公立保育所では、午

睡中は５分間隔で保育士が呼吸の確認と見守りを行い事故防止を図っていることなどから、無呼吸

アラームの導入については慎重に判断していく旨答弁いたしました。 

  次に、受付４番、円谷長作議員からは、市民の安全・安心対策に関連し、通学路のブロック塀の

点検結果と対応について質問があり、受付１番、橋本善壽議員への答弁と同様のお答えをいたしま
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した。 

  続いて、受付６番、斎藤雅彦議員からも、通学路の安全点検に関し質問がありましたので、同様

の答弁をいたしております。 

  また、斎藤議員からは、全天候型ランニングコースの進捗状況と関係団体との協議内容、今後の

スケジュール等について質問がありました。このことに関しましては、実現可能な整備（案）とし

て、本宮運動公園のグラウンド外周に全天候型ランニングコースを設置することについて、陸上競

技関係団体や体育協会と協議を行っていること、関係団体からは、利用者の安全性・利便性の確保

やクロスカントリーコース整備の提案があったこと、これらの内容を踏まえ、本宮運動公園内の応

急仮設住宅撤去後、跡地利用として、全天候型クロスカントリーコースの整備を検討していること、

今後、早期に整備計画をまとめ、今年度内に実施設計を行いたい旨、答弁いたしました。 

  続いて、受付７番、川名順子議員からは、学校教育における食育と食品ロスについて質問があり

ました。 

  食育については、給食センターに栄養教諭と栄養技師の２名を、自校給食の白沢地区には白沢中

学校に栄養技師１名を配置し、給食管理や食育に取り組んでいること、郷土料理の提供や外国の文

化や国際交流の意義を考える機会としてイギリス料理を提供していること、食品ロスについては、

児童生徒一人当たりの一日平均で約２９グラム、年間で５．５キロほどの残菜が発生しており、こ

れらの対応として、給食の時間に食べ残しを減らすための指導や、校内放送での呼びかけを行って

いることをお答えいたしました。 

  次に、受付８番、渡辺忠夫議員からは、保護者送迎を基本としている幼稚園児の安全対策につい

て質問がありました。 

  対応といたしまして、職員による送迎時の屋外での見守りの継続、保護者への交通安全の啓蒙な

どにより、園児送迎の際の安心安全に努めていること、また、保護者の送迎時に不便や危険がある

場合は個別の対応をさせていただく旨を答弁いたしました。 

  以上が教育委員会関係の一般質問の概要でございますが、詳細につきましては、答弁資料をご参

照いただきますようお願いいたしまして、報告とさせていただきます。 

  以上です。 

◇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〕 

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

    ◎報告第２号 教育事務評価委員会について 

◇教育長 次に、報告第２号 教育事務評価委員会について、説明をお願いします。 

◇教育総務課長 それでは、教育事務評価委員会の開催と評価の内容についてご報告をさせていただ

きたいと思います。資料につきましては、教育委員会９月定例会報告第２号資料になります。 

  今年度の第１回目の教育事務評価委員会につきましては、８月２９日に開催いたしました。７月

の定例教育委員会において委嘱いただきました２名を含め、５人の外部評価委員の皆様にお集まり

いただき、平成２９年度の本宮市教育委員会事務事業の外部評価や今後の教育行政に向けての意見

を伺いました。別冊の資料をご覧いただきたいと思います。 

  １ページ、２ページをご覧いただきたいと思います。 
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  こちらについては、点検評価制度の目的、実施方法などが記載されております。なお、評価基準

につきましては、昨年度から変更し、最上位がＳ評価とし、目標を超えて達成しているものといた

しました。Ａ評価は目標どおりの達成、Ｂ評価は目標をやや下回っているもの、Ｃ評価は目標を大

きく下回っているものといたしました。 

  ３ページをご覧いただきたいと思います。 

  平成２９年度の教育事務評価対象事業が記載されております。教育振興基本計画の施策体系に基

づき分類をしておりますが、３８事業を点検評価対象事業といたしました。こちらについては、昨

年度と同様の事務事業となっております。これらの事業について自己評価を行ったものを、こちら

の評価委員会に提出いたしました。教育委員の皆様にもご確認をいただき、ご意見等賜ればありが

たく思います。 

  ７ページ以降が、各事業の自己評価シートとなっております。 

  自己評価の内容としましては、目標どおり達成のＡ評価につきましては３２事業、目標を超えて

達成したＳ評価が２事業、目標をやや下回っての達成が４事業となりました。なお、第２回教育事

務評価委員会を１０月９日に開催し、評価委員からのご意見を賜ることといたしております。 

  以上、ご報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 Ｂが４事業、Ｓが２事業ということですけれども、このＢとＳについて、少し詳しく説

明していただけませんか。 

◇教育総務課長 Ｓ評価が２事業なんですけれども、３ページの基本目標のⅠ、施策４、事業名が地

域子育て支援拠点事業（センター型）、もう一つが、基本目標のⅡ、施策１、事業名がキャリア教育

推進事業ということで、目標を超えて達成したものとして自己評価をしております。 

  目標をやや下回って達成したＢ評価になりますけれども、こちらにつきましては、基本目標のⅡ、

施策１の小学校読書活動推進事業、中学校読書活動推進事業、基本目標のⅡ、施策２の学力向上対

策事業、あと最後に、基本目標のⅢ、施策１の女性教育事業の４つがＢ評価ということになります。 

  Ｓ評価の２つですが、地域子育て支援拠点センターにつきましては、センターの利用者が増えて

いるということでのＳ評価です。キャリア教育推進事業につきましては、国内派遣事業が実施され

たということでＳ評価になっております。 

  Ｂ評価ですけれども、小学校と中学校の読書活動推進事業につきましては、図書の充足率が９割

程度なので、１０割目標であるためにＢ評価となっております。学力向上対策事業につきましては、

チャレンジ学習の目標値を８０％としており、実際は６０％程度なのでＢ評価となっております。

女性教育事業につきましては、参加者数が減っているということで、Ｂ評価となっております。 

  以上です。 

◇４番委員 Ｂ評価の中で、例えば、小学校読書活動推進事業というのがあって、例年、Ｂ評価とい

うか、なかなか上の評価に上がっていかないような、そういった傾向があるわけなんですけれども、

予算の中で十分努力いただいて、Ａ評価になるような、そういう予算対策も含めて努力いただきた

いと思います。 

◇次長兼幼保学校課長 小学校、中学校の読書活動推進事業につきましては、中学校のほうが若干低

いんですけれども、充足率といった部分を含めまして、財政当局に次年度予算要求のときに、こう

いう評価があるというようなことも踏まえて、さらに強く要求していきたいと考えております。 

  以上です。 
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◇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〕 

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

    ◎報告第３号 県北地区中体連駅伝競走大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第３号 県北地区中体連駅伝競走大会の結果について、説明をお願いします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 資料２７ページをお開きください。 

  去る９月５日、福島市のあづま運動公園内のコースで行われました今年度の県北地区中体連の駅

伝競走大会の結果になります。 

  市内３中学校から男女とも出場しまして、結果としては、本宮第二中学校の男子チームが第５位

ということで、来る１０月２日、３日に同じ会場で行われます県大会に出場する権利を得たという

ことになります。そのほか、本宮第一中学校の男子のほうも、県大会出場はなりませんでしたけれ

ども、第７位ということで健闘しておりますし、市内の学校は３中学校とも男女それぞれエントリ

ーして、積極的に参加しているという状況です。 

  以上、報告いたします。 

◇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〕 

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

    ◎報告第４号 第７２回安達地区小・中学校音楽祭の結果について 

◇教育長 次に、報告第４号 第７２回安達地区小・中学校音楽祭の結果について、説明をお願いし

ます。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 ２８ページの資料をご覧いただきたいと思います。 

  先日行われました平成３０年度第７２回安達地区小・中学校音楽祭は、合唱の部、合奏の部、そ

れぞれ開催されました。まず、合唱の部につきましては、８月２１日に二本松市民会館で開催され、

小学校は市内から４校、中学校は白沢中学校１校参加をいたしました。結果につきましては、記載

のとおり本宮まゆみ小学校が県大会出場権のある金賞ということで入賞いたしました。既に県大会

も開催されておりまして、８月２９日に福島市音楽堂で開催され、同じく金賞、詳しくは優良賞と

いうことで受賞をしております。ただ、この優良賞につきましては、上位大会への出場権は残念な

がら得られませんでしたけれども、それに近いところまでよく努力をしたと思われます。 

  また、中学校については白沢中学校１校で、なおかつ、奨励賞という形で、これは上位大会につ

ながるコンテスト部門とは別の形で、参加したわけですけれども、安達地区内各中学校の中で、実

質、白沢中学校と、あと二本松第一中学校しか出場していないというような現状の中で、参加した

ということだけでも学校の取り組みの積極さがうかがわれると理解しているところです。 

  次に、合奏の部ですが、こちらは９月１１日に同じ会場で開かれました。こちらにつきましても、

本宮市内からは、和田小学校、白岩小学校の２校、中学校については３校が出場しました。その結

果、小学校の部では和田小学校が県大会の出場権がある金賞ということで入賞しております。来た

る１０月４日、郡山市で行われる県大会に出場することになっております。中学校につきましても、

本宮第一中学校が、同じく県大会出場権のある金賞を受賞し、１０月５日、郡山市で開かれます県

大会のほうに出場の予定になっております。こちらも全体的に出場校が少ない中、かなりの割合で
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本宮市内の学校が参加して、大会そのものを盛り上げているという状況であります。 

  以上、ご報告いたします。 

◇教育長 それでは、報告第４号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 すばらしい結果で、教育委員会の中でも、非常に頑張ったということを先生方にお伝え

できればと思うのですけれども、いろいろ話を聞くと、楽器は、各学校で、先生方で融通し合った

りとか、いろいろ先生方も工夫されているようで、そういう話を聞いて、非常に感心しましたので、

そういったことが、教育委員会の中でも評価したらいいのではないかと思います。 

◇教育長 ありがとうございます。なお、和田小学校につきましては、例年、合奏の部は二本松北小

学校が県大会に出場していたのですが、それを超えて和田小学校が県大会出場、これは大変すばら

しいことではないかなと思ってございます。 

  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５号 中教研安達地区英語弁論大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第５号 中教研安達地区英語弁論大会の結果について、説明をお願いします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 資料２９ページから３０ページにかけて、ご覧いただきたいと思いま

す。 

  ８月２８日、白沢カルチャーセンターを会場にしまして、平成３０年度の安達地区英語弁論大会

が開催されました。市内の３中学校から、それぞれ生徒が出場いたしました。部門としては、暗唱

の部、創作の部、そして、３０ページにありますようにスキットの部ということで、３つの部門が

あります。市内の中学校からは暗唱の部と創作の部にそれぞれ出場しております。夏休み中も返上

して、英語科の教員、またＡＬＴの指導もありまして、結果としては、ご覧のように、暗唱の部で

は本宮第二中学校の生徒が金賞を１つ獲得しています。創作の部については、本宮第一中学校の生

徒が同じく金賞を獲得しています。県大会の枠については、それぞれの部門で１人だけとなってお

り、残念ながら県大会出場はなかったのですが、各中学校とも健闘したと理解をしております。結

果について、ほかの部分は資料をご覧いただきたいと思います。 

  以上、報告といたします。 

◇教育長 それでは、報告第５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〕 

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

    ◎報告第６号 ＴＢＣこども音楽コンクールについて 

◇教育長 次に、報告第６号 ＴＢＣこども音楽コンクールについて、説明をお願いします。 

◇次長兼幼保学校課長 資料３１ページになります。こちらは、本日、出場報告を子供たちが市役所

においでいただきますので、その資料となっております。コンクールの結果について報告をさせて

いただきます。９月１日、喜多方市で開催されましたラジオ放送局が主催しますＴＢＣこども音楽

コンクールに、本宮市からは本宮地区の４つの小学校が会津地区大会に出場しました。審査の結果、

本宮まゆみ小学校が、出場しました３３小学校のうち４校が選ばれた優秀賞に入賞いたしました。

その結果、本宮まゆみ小学校におきましては、１０月７日から８日にかけて、郡山市民文化センタ
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ーで開催される東北大会に出場を予定しております。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第６号に対する質疑を行います。 

◇３番委員 ＴＢＣのほか、Ｎコンには今回は市内の小学校は出なかったのでしょうか。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 先ほども説明いたしました安達地区の小・中学校音楽祭、こちらが、

最終的にはＮコンにつながる予選を兼ねているということですので、まゆみ小学校については、県

大会までは進みましたけれども、やはり、その上位の大会には、残念ながら出場はありません。 

◇３番委員 わかりました、ありがとうございました。 

◇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〕 

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

    ◎報告第７号 第１２回市民体力測定大会について 

◇教育長 次に、報告第７号 第１２回市民体力測定大会について、説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 資料３２から３３ページになっています。 

  第１２回市民体力測定会につきましては、本宮市スポーツ推進委員会が主催、教育委員会が共催

という形になります。第１２回市民体力測定会の日にちは１０月７日日曜日、午前９時から総合体

育館で行われます。参加者への周知につきましては、市内各家庭へのチラシの回覧、市内スポーツ

少年団への参加呼びかけ、これは郵送によるものでございます。また、防災行政無線、ラジオ放送

を依頼しております。参加申し込みにつきましては当日となっておりますので、まだ、何人参加と

いう状況はわかっておりません。また、本年度は、体力測定後にバブルボール、高齢者向けにスカ

ットボールなどの体験コーナーを設置いたしまして、参加者をより多く募るように考えているとこ

ろでございます。 

  以上、第１２回市民体力測定会についての説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第７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〕 

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

    ◎報告第８号 本宮市コミュニティ・スクール推進フォーラムについて 

◇教育長 次に、報告第８号 本宮市コミュニティ・スクール推進フォーラムについて、説明をお願

いします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 資料の３４ページから３７ページにかけて、さらには、別冊の資料を

２つ用意しております。そちらをご覧いただきたいと思います。 

  去る９月８日土曜日に、五百川小学校を会場にして平成３０年度の本宮市コミュニティ・スクー

ル推進フォーラムを開催いたしました。このフォーラムには、教育委員の谷職務代理者、それから

遠藤委員にも参加をしていただいたところです。内容としましては、まずは教職員、それから保護

者、地域の方々にコミュニティ・スクールというのはどういうものかということを理解していただ

くということを主たる目的に開催いたしましたので、文部科学省の担当者である専門職の相田康弘

様、それから、実際にコミュニティ・スクールの活動を積極的に行っている神奈川県の、まちと学

校のみらい代表理事の竹原和泉様に講師としておいでいただいて、それぞれ１時間程度ずつお話を
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いただき、質問等の時間を設けてコミュニティ・スクールについての勉強を進めたところでありま

す。今後、こういった取り組みを次年度以降も継続して、市内でスムーズにコミュニティ・スクー

ルが導入できるように取り組んでいきたいと思います。 

  以上、報告といたします。 

◇教育長 それでは、報告第８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〕 

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

    ◎報告第９号 第１２回市町村対抗福島県軟式野球大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第９号 第１２回市町村対抗福島県軟式野球大会の結果について、説明をお願

いします。 

◇生涯学習センター長 資料はございませんので、口頭のみで報告させていただきます。第１２回市

町村対抗軟式野球大会につきましては、９月１５日から開催されております。本宮市チームにおき

ましては、９月１５日、白沢グリーンパーク野球場におきまして会津坂下町との戦いに挑みまして、

試合は、３回表に本宮市チームがスリーランホームランを含んだ３点を奪い、８対１で５回コール

ドゲームでの勝利となりました。第２回戦、こちらは、実際にはトーナメントの関係で第３回戦に

なりますが、９月２２日、須賀川市の牡丹台野球場で午前１０時を予定といたしまして中島村との

対戦となります。なお、須賀川市の牡丹台野球場までのバスにつきましては、ご用意いたしますの

で、応援をされる場合にはご連絡いただければと思います。 

  以上、第１２回市町村対抗福島県軟式野球大会についての途中経過報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第９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〕 

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

    ◎報告第１０号 「冷凍県産カジキ」を活用した食育推進事業について 

◇教育長 次に、報告第１０号 「冷凍県産カジキ」を活用した食育推進事業について、説明をお願

いします。 

◇次長兼幼保学校課長 資料は、３８ページ、３９ページになります。 

  公益財団法人福島県学校給食会が主催しました県立いわき海星高校の生徒が航海実習で捕獲した

かじきを原料とした冷凍県産カジキを使用した食育授業が、９月１０日、本宮小学校５年生を対象

に行われました。主要な実施要項と本宮小学校のホームページからの資料になっております。 

  当日は、いわき海星高校の生徒による航海実習やカジキマグロの捕獲のお話など、漁業と食につ

いての授業を行いました。また、給食で、高校生が捕獲したカジキマグロのカツを食べ、漁業とい

う仕事や福島県沖の豊富な自然環境などを学んだところでございます。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第１０号に対する質疑を行います。 

◇３番委員 この事業のいきさつというか、本宮小学校が申し込んだのか、また調理はどこでやった

のか、お聞きしたいんですけれども。 
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◇次長兼幼保学校課長 この事業につきましては、提案方式でして、本宮小学校が、今年度応募した

という形になります。学校給食会では毎年この事業を開いておりまして、県内の各小学校でやって

いる事業です。それから、調理ですが、把握していなかったのですが、給食センターでやっていた

だいていると考えております。 

  以上です。 

◇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 次に、その他事務局から報告等があればお願いします。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 なければ、次回教育委員会の日時を決めたいと思います。 

〔次回日程協議〕 

◇教育長 次回教育委員会は、１０月１９日金曜日午後１時３０分から開会といたします。会場につ

いては白沢公民館です。 

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

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 これをもちまして教育委員会定例会を閉会いたします。 

【午後 ２時０６分閉会】 


