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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 令和４年９月８日（木） 

 白井市役所東庁舎３階会議室３０３・３０４ 

 １．教育長開会宣言 

 ２．会議録署名人の指名 

 ３．前回会議録の承認 

 ４．委員報告 

 ５．教育長報告 

 ６．議決事項 

    議案第１号 白井市教育支援委員会委員の任命及び委嘱について 

    議案第２号 白井市文化財審議会委員の委嘱について 

 ７．協議事項 

    協議第１号 白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会の提言書について 

 ８．委員質疑 

 ９．その他 

                                              

○出席委員等 

   教育長  井上 功 

   委 員  川嶋 之絵 

   委 員  齊藤 豊 

   委 員  中里 敏康 

   委 員  松田 加奈子 

○欠席委員等 

   な し 

                                              

○出席職員 

   教育部長          本間 賢一 

   教育部参事         宗政 隆雄 

   教育総務課長        金井 早苗 

   生涯学習課長        寺田 豊 

   文化センター長       髙花 宏行 

   書   記         中村 妃佐 

午後２時００分 開 会 

     ○教育長開会宣言 

○井上教育長 それでは、ただいまより令和４年第９回白井市教育委員会定例会を開会します。 

 本日の会議につきまして、事務局より説明をお願いします。 
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○金井教育総務課長 それでは初めに、出席者数を御報告いたします。本日の出席委員数は、５人全

員出席です。 

                                              

     ○会議録署名人の指名 

○金井教育総務課長 会議録署名人につきましては、教育長より事前に川嶋委員、松田委員との指名

がございましたので、よろしくお願いいたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりです。 

                                              

     ○前回会議録の承認 

○金井教育総務課長 続きまして、前回の会議録の承認を行います。訂正等がありましたらお願いい

たします。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

                                              

     ○委員報告 

○金井教育総務課長 続きまして、日程４、委員報告について、各委員からございましたらお願いい

たします。 

○松田委員 私から１点、御報告させていただきます。 

 ８月２３日にスクールサミットに参加いたしました。なし坊ホールで行われたのですけれども、今

回、私は初めて会場で見学させていただきました。どの学校も子どもたち、すばらしいプレゼンをし

ていて、大変私も影響を受けました。 

 特に２点ありまして、１点は、このテーマ「ＳＤＧｓなふるさと白井を」というテーマに沿って、

とても子どもらしい柔軟な発想で、素敵なアイデアを持っていたということがすばらしいなと思いま

した。 

 もう１点は、プレゼンの構成ですね。どの学校もしっかりと現状把握、問題提起、そして最後に提

案という形で、大人顔負けのプレゼンができていたと思います。 

 今回は、コロナの関係もあって、限られた人のみの参観でしたけれども、ぜひ市内の多くの人、例

えば地元の企業の方とか、梨農家さんとか、そういう方にも見ていただいて、まちの活性化に生かせ

ればと思いました。来年度も楽しみにしています。私からは以上です。 

○金井教育総務課長 ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。 

○川嶋委員 私は、９月６日に千葉県教育庁北総教育事務所の次長訪問に同行させていただきました。 

 午前中は、白井第二小学校に行ってまいりました。こちらは、二小の小規模学校の良さというのが

大変出ておりまして、授業のほうも闊達に授業が展開されていて、とても良かったです。また、とて

も生徒が明るくて、挨拶も元気よくしていただきました。 

 午後からは、七次台中学校に行ってまいりました。こちらは落ち着いた雰囲気で、大変集中して授

業を受けているという印象でした。午後の授業だったので、寝ている生徒さんなんかいるのかなと思

っていたのですが、そのような生徒は１人もおらず、また、教室の雰囲気を見ましたら、欠席数もそ

んなに多くなく、思っていたのと現場のギャップといいますか、いい意味で、本当に学校訪問させて

いただくと、現状が見られて把握できて、とてもよかったなと思います。 
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 何点か感じたところは、小学校も中学校も、この日はとても蒸し暑くて、特別教室が非常に暑かっ

たです。特別教室はマスク着用というていになっていますので、ちょっと息苦しいという感じがあり

ましたので、なるべく早く特別教室もエアコンが入るといいですねというようなことは、教育委員同

士でも、話をしておりました。 

 全体的に、とても子どもたちは落ち着いており、この時期はこんなふうに子どもたちで成長してい

くんだなということが分かって、とてもうれしく思いました。以上です。 

○金井教育総務課長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

                                              

     ○教育長報告 

○金井教育総務課長 では、続きまして日程５、教育長報告について、井上教育長お願いいたします。 

○井上教育長 それでは、私から報告をさせていただきます。 

 一つ目は、今、お話ありましたけれども、８月２３日にスクールサミットに参加しました。この事

業につきましては、来年度も続けていきたいと思っております。 

 ８月２６日に、桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会から提言書を頂きました。  

 ８月２８日、白井コミュニティセンターにおいて、ワーキング・キッズ・アドベンチャーの事業が

行われました。これはコロナで２年間中止されていたのですが、以前より３回、４回目ぐらいかなと

思うのですけれども、体育館、大ホールを使って、工業団地が中心に小さなお店を作って、それを主

に小学生ですけれども、小学生に体験させるという事業を行っております。これはコミュニティセン

ター主催事業ということであるのですけれども、仕事の内容はかなり本格的で、いろいろなものを作

らせたりしていますので、私はとてもいいイベントだなと思っています。今のところ、年に１回しか

行われていませんが、できれば、場所を変えたりして、用意するのも結構大変だと思いますけれども、

複数回、いろいろな子どもたちが参加できるようになるといいなと思って、できれば、そういうふう

にお願いしていきたいなと思っております。 

 最後ですけれども、９月４日、先日ですが、白井のスポーツ少年団の秋季交流大会の開会式に参加

させていただきました。以上です。 

○金井教育総務課長 ありがとうございました。 

 それでは、委員報告、松田委員と川嶋委員から頂戴いたしまして、教育長報告ございましたけれど

も、何か御質問等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○金井教育総務課長 それでは、御質問がないようですので、次に進みます。 

 これより議事に入ります。 

 本日の議事進行については、白井市教育委員会会議規則第２９条の規定により、教育長から事前に

中里委員との指名がございましたので、６の議決事項、７の協議事項、８の委員質疑に係る議事の進

行については、よろしくお願いいたします。それでは、中里委員、よろしくお願いいたします。 

○中里委員 ただいま指名されました中里です。 

 これより、６の議決事項、７の協議事項、８の委員質疑に係る議事の進行を行います。 
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御協力お願いいたします。 

                                              

     議案第１号 「白井市教育支援委員会委員の任命及び委嘱について」 

○中里委員 初めに、６の議決事項について。 

 議案第１号 「白井市教育支援委員会委員の任命及び委嘱について」説明をお願いします。 

○宗政教育部参事 それでは、「議案第１号 白井市教育支援委員会委員の任命及び委嘱について」

説明させていただきます。 

 白井市教育委員会は、白井市附属機関条例第４条の規定により白井市教育支援委員会委員を別紙の

とおり任命及び委嘱いたします。 

 本案は、白井市教育支援委員会委員の所属所内担当者変更により、委員を任命及び委嘱するもので

す。別紙を御覧ください。 

 令和３年４月１日に９名の委嘱をしたところですが、こども発達センター及び松戸特別支援学校の

担当者変更により、２番と６番につきまして、前任者の在任期間を引き継いで、令和５年３月３１日

まで任命及び委嘱するものです。 

 ２番は、こども発達センターの下堂薗由恵氏から関口 薫氏。６番は、松戸特別支援学校の磯山多

可子氏から平井瑞穂氏に変更となります。以上でございます。 

○中里委員 ありがとうございました。 

 議案第１号について、御質問等がありましたらお願いします。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○中里委員 御意見、御質問がないようですので、議案第１号についてお諮りします。 

 議案第１号について、原案どおり決定することに異議はございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○中里委員 それでは、議案第１号は原案のとおり決定します。 

                                              

     議案第２号 「白井市文化財審議会委員の委嘱について」 

○中里委員 続きまして、議案第２号 「白井市文化財審議会委員の委嘱について」説明をお願いし

ます。 

○寺田生涯学習課長 「白井市文化財審議会委員の委嘱について」御説明いたします。 

 白井市文化財審議会委員の委嘱につきましては、令和４年５月１日の教育委員会議で報告させてい

ただき御承認いただいたところですが、欠員が生じていることから補充するため、新たに委嘱するも

のでございます。裏面を御覧ください。 

 第２９期白井市文化財審議会委員の名簿となっております。 

 今回補充いたします委員は、８番、加藤雅大様。建造物担当となります。前任者は木村 勉様。建

造物を担当しておりました。 

 加藤様につきましては、近隣市の建造物を担当する文化財審議会委員から紹介を頂いております。  

 備考にありますとおり、株式会社文化継承建築設計事務所代表取締役でございます。  

加藤様は、奈良県の平城京の大極殿、正殿の復元工事の設計管理をはじめ、日本各地の重要文化財

の認可などの建造物の修理に携わっておられ、近年では、令和４年度に水戸市にあります重要文化財
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薬王院本堂の建造図作成業務や、令和３年度に、鎌ケ谷市にあります国登録文化財丸屋保存活用工事

の設計業務などにも加わっておりますので、白井市の文化財についても、貴重な御意見が頂けるもの

と考えております。説明につきましては、以上になります。よろしくお願いいたします。 

○中里委員 ありがとうございました。 

 議案第２号について、御質問等がありましたらお願いします。 

○齊藤委員 以前も同じような質問をしたかと思うのですが、１番目から３番目の方、在職が２６年、

２４年、２１年と、かなり長くなっていると思うのですが。任期が２年ということですが、こういっ

た方はずっとやっているのでしょうか。それとも、いない、今、欠員ということで、今回、補充とい

う形だったのですけれども、何かの委員のときも、やはり長年やっている方がいらっしゃって。 

任期が２年とか３年とあるのですが、ずっとやっていらっしゃるのは、どういう理由からなのか、

お聞かせいただければと思います。 

○寺田生涯学習課長 委員の方にもよりますけれども、団体からの推薦があったりだとか、あとは、

これまでの経験等を踏まえて、前任者の方とよく相談させてもらった上で、やっていただけるという

ようなことがありましたので、そのまま継続をさせていただいているということでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤委員 ありがとうございました。 

○中里委員 ほかにありますでしょうか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○中里委員 御意見、御質問がないようですので、議案第２号についてお諮りします。 

 議案第２号について、原案どおり決定することに異議はございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○中里委員 それでは、議案第２号は原案のとおり決定します。 

                                              

   協議第１号 「白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会の提言書について」 

○中里委員 次に、協議事項に入ります。 

 協議第１号 「白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会の提言書について」説明

をお願いします。 

○宗政教育部参事 協議第１号 「白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会の提言

書について」、説明いたします。 

 ８月２６日、市役所災害対策室におきまして、第７回の会議を終えた桜台小学校・桜台中学校給食

のあり方検討委員会の皆様同席の中、田谷委員長より井上教育長へ提言書が提出されました。 

 この検討委員会は、教育委員会が要請し、附属機関として桜台小中学校給食の今後の在り方につい

て検討をお願いしたものであり、１年８か月、７回にわたり検討いただきました。  

 提言書につきましては、事前に教育委員の皆様にお送りしておりますので、御覧いただいたかと思

います。 

 提言の骨子は、提言書６ページに記載されておりますが、桜台小学校・中学校の調理施設・設備の

老朽化や市の財源状況、市民から示されたアンケートの結果に鑑みると、公費負担の平等性や将来負

担の低減の観点から、また、将来にわたって学校給食衛生管理基準を確保する観点から、桜台小学
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校・桜台中学校の給食提供については、学校給食センターに将来的に統合することが適切であると考

えるとなっております。 

 なお、この提言は、全委員による意見の一致が見られなかったため、採決により決したものである

ことが申し添えられています。 

 また、統合後の学校給食センターの残滓率の低減、食育の充実について付言されています。 

 以上、提言の骨子を説明させていただきましたが、この内容を教育委員会の方針としてよろしいか

御協議をお願いいたします。 

○井上教育長 私から、加えて署名があったことについて説明します。 

 署名につきましても、事前に報告させていただいておりますけれども、センター給食と自校式給食

を共存させる会から、私と市長宛てに提出されています。 

 桜台小中学校の自校式給食を残し、子育て世帯を呼び込むために活かしてください。センター給食

と自校式給食を共存させ、よりよい提供と食育充実に努めてください。これを要望する内容でありま

して、３，９４５筆頂きました。 

 内訳は、市内が２，６８６筆、市外が９４７筆、インターネット署名が３１２筆となっております。  

 記載があったものにつきましては、私は全て読ませていただきましたけれども、「自校給食がある

ので桜台に引っ越してきた」「子供の教育環境を何よりも優先させるべきだ」という意見、一部あり

ましたけれども、大半は、「桜台の給食がおいしいので残してほしい」という意見が記載されており

ました。以上です。 

○中里委員 ありがとうございました。 

 協議第１号について、御質問等がありましたらお願いします。 

○齊藤委員 今、提言書ということで、第７回のあり方検討会があって、その中で提言書がまとめら

れたということで内容も今、読んでいただき、その内容について、将来にわたって統合するのが適切

であるというふうに提言されたわけでありますが。 

 それにより、今センター給食は、調理能力が６，５００食ということで、桜台がもしこのまま統合

になった場合、現在は６００弱あるわけですが、そうなると、今、白井１２校で約５，６００。そう

すると、足しますと６，２００食弱あるということで、余力があと３００食。  

 その３００食を、もしこれが、人口は増えるか減るかは分かりませんが、増えたときのこの対策と

いうか、将来増えた場合はどういう感じで、白井市と教育委員会としては思っているのかを伺います。 

○宗政教育部参事 今お話あったように、給食センターのほうでは６，５００食の調理能力があると

いうことで、現時点で５，６００名で、増えて約６，２００ということで考えておりますと、その中

では対応は十分できる。それから増えた場合も、６，５００までは十分対応できるというふうに捉え

ておりますので、今後もうちょっと増えたとしても、十分対応できると考えております。以上です。 

○齊藤委員 分かりました。それでは、白井のほうでは６，５００の食があるということで、対応の

ほうは可能だということで。 

○中里委員 すみません、私から、質問ではなくて、今後の流れによる要望なのですけれども。 

給食センターへの統合を今後なされた場合に、それによって削減される経費があると思うのですが、

その経費を今度は全学校のほうに向けていただいて、今、問題である食育、残滓率の指導強化に充て

ていただきたいと思います。 
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 今、現時点では、自校式にしろ、給食センター式にしろ、栄養士さんと共に食育授業をするのが年

１回しかないので、やはり毎日の積み重ねだと思いますので、１学期間に１回、もしくは、３か月に

１回と増やしていただきたいと思う。また、基本は家庭での食育になってくると思いますので、そう

いうところを学校側から各家庭に発信していただく、また、子どもたちがより健康になれるように、

新たな何かできないかという試みにその部分を充てて、将来の子でもたちのために役立ててほしいと

思います。以上です。 

 その他、ございますでしょうか。 

○齊藤委員 これは意見として聞いていただきたいのですが、こういう問題が１年８か月にわたって

話し合われたという大変意義のある会議だったと思います。 

 ただ、この学校給食、特にこの自校式に関しては、当時を振り返りますと、平成６年ですかね。 

桜台小中が開校したときに、そのときのキャパは、まだ白井市の給食のキャパはなくて。箱物はつく

ったけれども、結局は、給食が足りないから、取りあえず自校式つくって、そっちでという感じで始

まったのかなとは思います、私の考えでは。そういったものを、ここにきて、こういったいろいろな

人が加わって問題が起きているということは、将来の私たちが議論して、子どもたちにも負担かけて

となるので、安易に箱物をつくるのではなく、将来を考えてつくっていかなければならないというの

が、一つ、大きく感じたところであります。お金もかかりますし。六十何億というお金もかかってし

まうわけでありますので、将来を見据えた中で、よく計画を立てて、今後の事業とかは行っていって

いただければなと、一市民として思った次第であります。 

 大変長い期間、１年８か月、議論をされたと思います。その中での提言書ですので、受け止めなが

ら、今後の事業に生かしていただければなと思いますので。これは意見として捉えていただければと

思います。以上です。 

○中里委員 そのほか、大丈夫でしょうか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○中里委員 それでは、御意見、御質問等がないようですので、協議第１号についてお諮りします。 

 白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会の提言書の内容を教育委員会の方針とす

ることに異議はございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○中里委員 それでは、提言書の内容を教育委員会の方針とすることと決定します。 

○井上教育長 この決定と今、出された委員からの意見につきまして、私から市長へ報告したいと思

います。以上です。 

○中里委員 ありがとうございました。 

                                              

     ○委員質疑 

○中里委員 次に、委員質疑に入ります。 

 この委員質疑ですが、今回、議案はありませんが、８月の定例会で小中学校と教育委員会のホーム

ページについて、松田委員からの質問がありました。 

 この質問は、松田委員が欠席のところ、質問の内容を頂戴していたので、担当者より説明を頂いて

おりますが、松田委員からの御質問ですので、何か松田委員から伺いたいことなどありましたら、お
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願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○松田委員 回答ありがとうございました。コストの面というのが一番ネックだというのが分かりま

した。 

 追加の質問ですが、まず、学校のホームページの運営というか運用に当たって、何か決まり事とか、

ガイドラインなものを定めているのかということと、もう１点は、実際、業務に当たっているのは、

各学校でホームページ担当みたいな先生がいらっしゃって、その方が業務しているのか。また、ホー

ムページの更新などがどれくらいの負担になっているのか。そのような点をお聞かせください。 

○本間教育部長 それでは、今の２点、お答えさせていただきます。 

 まず、１点目のガイドラインのようなものはあるかということについて、こちらのほうは、各学校

に運用のガイドライン、または、それに代わる基準に沿って運用をしております。学校から保護者や

地域への文書と同様に、正しい情報を発信することや、個人情報の取扱いに細心の注意を払って運用

をしているところでございます。 

 ２点目の、各校の更新作業の先生は負担になっていないかというような御質問でございますけれど

も、こちらについては、ホームページについては、学校ごとに管理職でありますとか教員が、ホーム

ページの担当者として日々の更新をしているところでございます。 

 ホームページは、保護者の皆様や地域の方々に学校の教育活動を知っていただく大変よい機会と捉

えておりますので、内容の充実のほうに努めております。 

 今、結構、簡単な作業での更新が可能なブログのようなものですけど、そういうようなもので更新

しております。 

 年間で表示させる部分、例えば年間行事とか、そういう部分と、あと、毎日ニュースのように更新

する部分。そういうことを併用することで、最新の情報の提供と、負担の軽減との両立が行えるよう

にしているところでございます。 

 ちなみに、私が第三小学校で勤務していたときには、私が更新はしていたのですけれども。日々、

子供たちの様子とか先生の様子を毎日見て回るのですけれども。そのときカメラを持っていって、楽

しい授業をしているなぁ、なんていうと、パチッと撮ったり、今日はこんな行事をしているなという

と、パチッと撮ったりして。職員室に戻ってきまして、すぐ写真を加工しまして、文章を打って。 

本当に１０分もかからないで。慣れてくると、５、６分でできていたのではないでしょうか。それ

ほど負担にはなっていませんでした。以上でございます。 

○松田委員 ありがとうございます。保護者としては、ニュースのページは、例えば行事があったと

き、修学旅行に行っているとか、校外学習に行っているときなんかは現場の様子が分かるので、すご

く楽しみに、結構頻繁に、こんなことしているんだなと把握する、唯一のツールと言ってもいいほど

なので、ぜひ。 

 今は、スマホで見る方がやはり多いと思うんです。わざわざパソコン開いて見ないので、費用の面

もありますけれども、そういった情報発信は大切ですので、レスポンシブ対応を前向きに検討いただ

ければと思います。ありがとうございます。 

○中里委員 それでは、以上で本日の議決事項、報告事項、委員質疑に係る議事については終了しま

した。 

 これ以降の進行は、事務局にお願いします。 
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○金井教育総務課長 中里委員におかれましては、議事の進行を行っていただきありがとうございま

した。 

 これより、事務局が会議の進行を行います。 

                                              

     ○その他 

○金井教育総務課長 それでは、９のその他に入ります。 

 何かございましたら、お願いいたします。 

 ないようでしたら、事務局のほうから、２点御報告をさせていただきます。 

 まず、１点目です。８月に、令和４年第２回と第３回の白井市議会臨時議会がございました。  

 第２回臨時議会のほうは、８月１９日に開催をされまして、これについては、教育費補正予算（第

５号）ということで、給食センターの光熱水費等の補正の予算を出させていただきまして、審議結果

は可決となっております。 

 第３回白井市議会臨時議会のほうは８月２５日に開催されまして、教育部の議案といたしまして、

七次台中学校の校舎改修工事、こちらの契約の変更について議案を提出いたしました。こちらにつき

ましては、多くの御質問や審議をいただいた上で、審議結果は可決となっております。 

 続きまして、白井市教育委員会各課の行事予定９月、１０月、２か月分について御説明をさせてい

ただきます。 

 教育総務課です。９月１日、令和４年第３回市議会定例会開会日となっております。９月６日、７

日、明日９日が一般質問となっております。 

 戻りまして、本日、教育委員会定例会が開催されております。 

 １５日、教育福祉の常任委員会です。２４日は令和４年度の白井市敬老会。これまで中止でしたが、

本年度、開催予定です。２８日は教育部の決算審査があります。２９日、教育委員会事務事業の点検

及び評価を予定しております。３０日は決算審査の総括ということで、この日は、総務企画の予算審

査終了後に総括が行われます。 

 １０月４日、教育委員会定例会が１時半から、時間が通常より早めですが、１時半から開催予定で

す。その後、３時半から総合教育会議が予定されております。１１日、第３回議会定例会の閉会日と

なっております。 

 学校政策課です。９月６日、先ほど川嶋委員からもお話がありました教育事務所次長訪問です。８

日、管理者訪問があります。１０日、白井中学校、南山中学校の体育祭です。１３日、次長訪問。桜

台中学校です。１５日、大山口中学校の体育祭。２１日が桜台中学校の体育祭となっております。  

 １０月１日、清水口小学校、桜台小学校の運動会です。 

 ３日、ＩＣＴの学校視察を予定させていただいております。ＩＣＴの学校視察は、ほかに１４日、

１９日、２０日、２６日、２７日、２８日と、各市内の小中学校で予定をさせていただいております。  

 １０月６日、七次台中学校の体育祭です。８日につきましては、白井第一小学校、第二小学校、第

三小学校、大山口小学校、南山小学校及び池の上小学校の運動会です。１２日、北総教育事務所管理

者訪問です。桜台小学校と白井中学校が予定されています。１３日は七次台小学校の運動会です。１

７日が北総教育事務所管理者訪問。七次台小学校と白井第一小学校が予定されています。１８日は所

長訪問となります。南山中学校と大山口小学校が予定されております。 
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 教育支援課です。９月２９日、白井第一小学校指導室訪問が予定されています。 

 １０月２４日は、七次台小学校の指導室訪問。３１日は、大山口中学校の指導室訪問があります。 

 生涯学習課です。９月４日、先ほど教育長からもお話がありましたスポーツ少年団の秋季交流大会

開会式が行われました。 

 １０月２日は、第３７回白井梨マラソン大会が開催予定となっております。 

 文化センターの行事予定はございません。 

 報告を終わります。 

○髙花文化センター長 最後に、文化センターからのチラシを置かせていただいたのですけれども、

郷土資料館の企画展が９月６日から１２月１８日まで開催しておりまして、タイトルは「新四国巡礼

～人々の祈りの旅～」ということで、新四国巡礼を模した霊場を回る、そういった企画展を行ってお

りますので、ぜひ会場のほうにお越しいただければと思います。よろしくお願いします。 

○金井教育総務課長 では、その他で確認、御質問等ありましたらお願いいたします。 

 ないようでございますので、以上におきまして、本日の会議は終了いたします。 

 次回は１０月４日火曜日、午後１時半から、定例会となります。 

 本日はお疲れさまでした。 

午後２時３７分 閉 会 


