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平成２９年２月教育委員会臨時会議事録 

 

１ 日時 平成２９年２月２８日（火）午前１１時から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席 教育長（玉川登美男） 

教育委員会委員（福嶋礼子，伊藤久仁子，下古谷博司，山中秀志） 

 

４ 議場に出席した職員 

教育次長（鈴木謙治），教育委員会事務局参事（廣田隆延），参事兼教育総務課長（森

川洋行），学校教育課長（山田洋一），教育指導課長（山田純生），教育支援課長（橋

本伸清），参事兼文化振興課長（澤井環），参事兼文化財課長（浅野浩）子ども育成課

長（植田依子），地域協働課長（山本浩），書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１）学校県費負担教職員の人事異動内申について         （学校教育課） 

（２）鈴鹿市教育長の辞職の同意について             （教育総務課） 

（３）平成２８年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案について      （関係各課） 

（４）鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について    （教育総務課） 

 

６ 報告事項 

（１）速報展「発掘された鈴鹿２０１６」について          （文化財課） 

（２）平成２８年度小中学校卒業証書授与式への参列及び告辞について（教育指導課） 

 

７ その他 

（１）平成２９年３月教育委員会定例会の開催について       （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 なし 

 

（教育長）皆様，おはようございます。定刻となりましたので，ただ今から平成２８年

２月教育委員会臨時会を開催します。本日の議事録署名委員は，下古谷委員にお願

いいたします。 

 

（教育長）それでは議事に入ります。まず，議案第１８０１号｢学校県費負担教職員の人

事異動内申について｣でございますが，この議案は人事に関する案件ですので，地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定に基づきまし

て，会議を非公開にいたしたいと存じます。議案第１８０１号の会議を非公開とす

ることに，御異議はございませんでしょうか。 
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（委員一同）異議なし 

 

＜＜   関係者以外退席   ＞＞ 

 

議案第１８０１号「学校県費負担教職員の人事異動内申について」審議・承認 

 

（教育長）それでは引き続き，御審議願います。昨日，私は一身上の都合により，退職願

を提出いたしました。御審議いただく議案は，その処遇についてでございます。な

お，本議案につきましては，私自身に関することでありますので退席をさせていた

だきまして，山中職務代理者に議事進行を代わることといたします。山中職務代理

者よろしくお願いいたします。 

 

（山中職務代理者）それでは，教育長に代わりまして議事を進行いたします。議案第 

１８０４号の会議を非公開とすることに，御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）それでは，御異議がございませんので全会一致で，非公開とすることにいた

します。議案第１８０４号「鈴鹿市教育長の辞職の同意について」をお諮りいたし

ます。 

 

議案第１８０４号「鈴鹿市教育長の辞職の同意について」審議・承認 

 

（山中職務代理者）それでは，教育長に入室いただき議事進行を代わります。 

 

＜＜   退室者再入室   ＞＞ 

 

（教育長）先ほど審議いたしました議案第１８０１号｢学校県費負担教職員の人事異動

内申について｣及び議案第１８０４号｢鈴鹿市教育長の辞職の同意について｣は，原

案のとおり承認されました。 

 

（教育長）次に，議案第１８０２号「平成２８年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案につ

いて」をお諮りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，平成２８年度鈴鹿市教育費第４号補正予算

案を３月市議会定例会に提出するについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委

任等に関する規則第１条第３号の規定により，この議案を提出いたします。続いて，

説明をさせていただきます。 
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（教育総務課長）それでは，議案書３ページを御覧ください。まず，１番の教育費補正

額でございますが，補正前の額は，４５億５,７０１万４千円でございます。今回の

補正は，１億５，８４２万５千円の減額補正を実施しようとするものでございまし

て，補正後の額は，４３億９，８５８万９千円となります。次に，減額補正１億 

  ５，８４２万５千円の財源内訳でございますが，国県支出金が１，１５５万円の減

額，地方債が２００万円の減額，その他財源が３万円の増額，一般財源が 

  １億４，４９０万５千円の減額でございます。次に，２番の教育費補正額内訳を御 

  覧ください。私からは，教育委員会事務局所管分の事業費と，教育費全体の人件費 

  について，説明いたします。まず，教育総務費事務局費の「人件費」，１，５９６万  

 ５千円の減額でございますが，当初，教育長を含め３２人分を計上しておりました 

 ところ，人事異動により，１名減となりましたことなどにより，減額するものでご 

 ざいます。続いて，教育振興費の「私学振興費補助金等／私立高等学校私学振興費 

 補助金」の５万４千円の減額は，各私立高等学校への補助金額の確定に伴う減額で 

 ございます。次に，小学校費学校管理費の「人件費」，１，２９４万１千円の減額で 

 ございますが，当初，小学校の給食調理員及び用務員の人件費として，４６人分を 

 計上しておりましたところ，人事異動により１名減となりましたことなどにより，  

 減額するものでございます。続いて，「学校運営費／光熱水費」の１,０００万円の 

 減額は，小学校において使用する電気及び水道使用量の減量が見込まれるため，減 

 額するものでございます。次に，中学校費学校管理費の「人件費」７４９万２千円 

 の減額は，当初，用務員の人件費として，２人分を計上しておりましたところ，人 

 事異動等に伴い，１名減となったことから，減額するものでございます。続いて， 

「木の薫る心やすらぐ空間づくり事業費」３万２千円の減額は，見積もり合わせの結 

 果，相談用の椅子，テーブルが当初予算額より安価に購入できたことから，減額す 

 るものでございます。続いて，「学校運営費／光熱水費」の３００万円の減額は，中 

 学校において使用する電気及び水道使用量の減量が見込まれるため，減額するもの 

 でございます。次に，幼稚園費の「人件費」１,２６０万４千円の減額は，人事異動 

 等に伴い，１名減となったことなどから，減額するものでございます。次に，社会 

 教育費社会教育総務費の「人件費」２，６５４万８千円の減額でございますが，教 

育支援課において，人事異動に伴い，２名減となったことと，年度間の給与等の差額

分を調整したことなどにより，減額となったものでございます。続いて，文化財保護

費と博物館費，公民館費を飛ばしまして，図書館費の「人件費」１６８万６千円の減

額でございますが，人事異動等に伴う年度間の給与等の差額分を調整したところ，

減額となったものでございます。次に，４ページを御覧ください。保健体育費保健体

育総務費の「人件費」６９４万３千円の減額でございますが，これは，人事異動によ

り，１名減となったことなどにより，減額するものでございます。次に，学校給食セ

ンター費の「人件費」３３万２千円の減額は，人事異動等に伴う年度間の給与等の差

額分を調整したところ，減額となったものでございます。続いて，「管理運営費／光

熱水費」５０８万９千円の減額は，学校給食センターで使用する，ガス料金の単価減

によるものでございます。続いて，「第二学校給食センター管理運営費／光熱水費」
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の３００万円の減額は，第二学校給食センターで使用する，ガス料金の単価減によ

るものでございます。続いて，「第二学校給食センター管理運営費／施設管理委託料」

の２，８０８万円の減額は，第二学校給食センターの各種施設管理委託業務の入札

差金と，除害施設産業廃棄物収集運搬処分業務委託において，排出量と，処分回数に

減が生じたことにより，減額するものでございます。私からの説明は，以上でござい

ます。よろしく，御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

（地域協働課長）地域振興部が所管します，平成２８年度鈴鹿市教育費第４号補正予算

についての説明をさせていただきます。この度の補正は，事業の確定によりまして

減額補正をするものでございます。資料につきましては，３ページを御覧ください。

社会教育費公民館費の「施設整備費/バリアフリー整備」４２５万５千円の減額でご

ざいますが，石薬師公民館の男女別トイレ整備におきまして，予算額と契約額に差

額が生じたため，減額補正をするものでございます。これに関連しまして４ページ

を御覧ください。３地方債補正でございますが，石薬師公民館の男女別トイレ整備

の減額に伴い，公民館施設整備事業の起債額を２，６２０万円から２，４２０万円

に２００万円減額しようとするものでございます。地域振興部所管の説明は以上に

なります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

（文化振興課長）続きまして，文化スポーツ部が所管する「平成 28 年度鈴鹿市教育費第 

  ４号補正予算案につきまして，説明申し上げます。この度の補正は，事業確定に伴 

  い，減額補正をさせていただくものでございます。３ページを御覧ください。社会 

  教育費社会教育総務費の「地域家庭教育支援事業費」４４万７千円の減額は，放課 

  後子ども教室及び土曜体験学習事業に係る国・県の補助金の減額によるものでご 

  ざいます。次に，文化財保護費の「文化の薫る歴史街道活用化事業費」１０２万円 

  の減額につきましては，平成２７年度からの継続事業として，当初，国の「地域住 

  民生活等緊急支援のための交付金」の「地方創生先行型」を活用し取り組んでおり 

  ましたが，平成２８年度から本事業が補助対象外となったため，当初予算に計上し 

  ていた交付金を減額するものでございます。次の「埋蔵文化財保護費」５０万円の 

  減額は，「みえ森と緑の県民税市町交付金」を活用した「緑と歴史にふれる古墳・城 

  館等整備補助事業」について，応募がなかったことによるものでございます。 

 続きまして，「史跡伊勢国分寺跡／保存整備事業費／補助事業分」１，８１２万円の 

 減額は，国・県補助金の減額によるものでございます。最後に，博物館費の「管理運 

 営費／事務費」３６万６千円の減額は，「みえ森と緑の県民税市町交付金」を活用し 

 て木製ベンチ等を購入いたしましたが，見積もり合わせの結果，差金が生じたこと 

 によるものでございます。説明は以上でございます。よろしく 御審議を賜りますよ 

 うお願い申し上げます。 

 

（子ども育成課長）続きまして，子ども政策部が所管する平成２８年度鈴鹿市教育費 

 第４号補正予算案につきまして説明申し上げます。引き続き３ページを御覧くださ 

 い。教育総務費教育振興費のうち，「認定こども園施設整備費補助」４１万６千円は， 
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 ２つの私立幼稚園に対する補助額の変更に伴う，減額補正でございます。 

 内訳は，白百合幼稚園については，入札差金により３１３万３千円の減額，サン幼 

 稚園については，文部科学省が「認定こども園施設整備交付金実施要領」で定める 

 交付基準額が引き上げられたため，２７１万７千円の増額となり，差し引き４１万 

 ６千円の減額となるものでございます。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）今回の減額補正であります公民館ですが，契約額の差金により，トイレを

グレードアップするようなことは可能なのでしょうか。 

 

（地域協働課長）実際に使うとなると難しくなります。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは御意見もないようですので，お諮りし

ます。議案第１８０２号「平成２８年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案について」

を原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８０２号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に，議案第１８０３号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正に

ついて」をお諮りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１８０３号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の 

  一部改正について」を説明申し上げます。まず，この度の教育委員会事務局の組織 

  改正の概要を説明いたします。新設いたします教育政策課は，本市における喫緊の 

  教育課題を解決するため，小中学校の適正規模，適正配置に向けた施策と，教育情 

  報化の推進に関する施策を，重点的かつ専門的に取り組む組織でございます。なお， 

  今後，この新設する教育政策課につきましては，社会経済情勢が不透明な中で，多 

  様化，複雑化する様々な教育行政の課題に向け，総合的に施策を推進する組織にし 

  たいと考えております。なお，次年度の教育委員会事務局の体制といたしましては， 

  それぞれの課の業務を特化し，より機動的に実施するため，教育政策課の設置とと 

  もに，学校給食に係る業務の担当課を学校教育課から教育総務課へ移し，また，学 

  校経理に係る業務を教育総務課から学校教育課に移すなど，教育委員会事務局内の 

  分掌事務を見直し，組織を再編する予定でございます。このように，組織改正を行 

  うため，規則の一部改正を行います。８ページの新旧対照表を御覧ください。第３
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条では，新しく教育総務課を設置するとともに，教育総務課と学校教育課のグルー

プを再編いたします。なお，教育政策につきましては，スタッフ制を採用いたし  

ますので，グループは空欄となっております。次に第５条では，グループの再編に 

  伴い，学校給食センターの所管課が学校教育課から，教育総務課になるものでござ 

  います。次に第６条の主管課につきましては，その表記を，市長部局の組織規則と 

  合わせるため，改正を行うものでございます。次に，第７条の分掌事務につきまし 

  ては，学校教育課のグループを再編，教育政策課の設置に伴い，それぞれ改正する 

  ものでございます。説明は以上でございます。よろしく，御審議くださいますよう 

  お願い申し上げます。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福島委員）人数の配置はどのようになるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）新設の教育政策課へは５人を配置します。 

 

（福島委員）新設の課５名分を教育委員会事務局から異動させるとなると，教育総務課

は仕事が増えて，人員が減るということですか。 

 

（教育総務課長）教育政策課５名につきましては，市長部局からの異動もございますの

で，単純に教育委員会事務局の人員が減るというわけではございません。 

 

（伊藤委員）市長部局からの異動があるということは，予算措置も講じられるという認

識でいいですか。情報政策の部分で喫緊の課題として。 

 

（書記）情報化については，主要事業として手厚く予算が分配されております。今後

も，予算編成時に要望してまいりたいと考えております。 

 

（教育長）それでは御意見もないようですので，お諮りします。議案第１８０３号「鈴

鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について」を原案のとおり承認するこ

とに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８０３号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）続きまして，報告事項に移ります。「速報展 発掘された鈴鹿２０１６」を

お願いいたします。 
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（文化財課長）それでは，私からは 報告事項の１番目，速報展「発掘された鈴鹿 

２０１６」につきまして説明させていただきます１ページを御覧ください。速報展 

「発掘された鈴鹿２０１６」を３月１１日（土）から６月１８日（日）まで開催いた 

します。この展示は，平成２８年１月から１２月までに鈴鹿市内で実施された発掘 

調査についていち早く紹介するため実施するものです。平成２８年に発掘調査が実 

施された遺跡といたしましては，木田町の磐城山遺跡，十宮四丁目の十宮古里遺跡， 

郡山町の塚腰遺跡，岡田三丁目の岡田南遺跡，国分町の伊勢国分寺跡，国府町の国 

府推定地，広瀬町の伊勢国府跡の７遺跡がございます。これら７遺跡から出土した 

土器などの遺物と竪穴住居などの遺構の写真や図面を展示することにより，市内の 

遺跡の最新情報を公開するものです。主な成果といたしましては，磐城山遺跡にお 

ける弥生時代後期の大型竪穴住居や古代の掘立柱建物の発見，岡田南遺跡における 

縄文土器や弥生時代中期の方形周溝墓の発見がありました。磐城山遺跡の大型竪穴 

住居は，東西１１ｍ，南北９．２ｍの四角い形をしています。１辺５ｍ～６ｍほど 

の竪穴住居が一般的であることと比べると大変大きなもので，三重県下でも最大級 

です。また，岡田南遺跡のように縄文土器が出土する遺跡は，市内でも少なく，貴 

重な成果が得られたといえます。開催期間中には，関連イベントといたしまして， 

  ３月２６日には，発掘体験参加者を対象に展示解説，遺物整理や収蔵庫の様子を見 

  学していただくバックヤードツアーを実施し，４月１５日には，一般向けの展示解 

  説５月２１日には，十宮古里遺跡，磐城山遺跡のスライド説明会６月１８日には伊 

  勢国分寺跡，塚腰遺跡・岡田南遺跡・伊勢国府跡のスライド説明会を実施します。 

  なお，速報展のみの観覧につきましては，無料とさせていただきますが，一般向け 

  の展示解説を行う４月１５日とスライド説明会を行う５月２１日につきましては， 

  それぞれ「三重県民の日」，「国際博物館の日」関連の行事といたしまして，常設展 

  につきましても観覧料を無料としております。以上で報告とさせていただきます。 

   

（下古谷委員）何か資料価値のあるすばらしいものが出土されたなら教えてください。 

 

（文化財課長）磐城山遺跡では，竪穴の大きさが通常１ｍから２ｍのものにくらべて大

きく，弥生時代後期の竪穴式住居，岡田南遺跡では県内でも珍しく縄文土器が出土

しております。 

 

（教育長）続きまして，「平成２８年度小中学校卒業証書授与式への参列及び告辞につ

いて」をお願いいたします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の２番目，「平成２８年度小中学校卒業 

 証書授与式への参列及び告辞」について，説明申し上げます。本年度の卒業証書授 

 与式は，小学校は，平成２９年３月１７日中学校は，平成２９年３月７日となって 

 おります。各学校における参列者につきましては，５ページの小学校と，６ページ 

 の中学校の表のとおりとなっております。なお，詳細な時間，場所等につきまして

は，後日，各学校の方から出席者に向けて連絡がくることになっておりますので，よ
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ろしくお願いいたします。次に告辞について報告させていただきます。７ページを

御覧ください。まず，小学校の告辞を読ませていただきます。 

告辞。卒業生の皆さん，御卒業おめでとうございます。皆さんは，小学校６年間 

の学びを無事終えられ，今ここに，卒業証書を受け取られました。これは，皆さん 

が周りの方々の愛情に包まれ，勉強や運動などに励み，努力されてきた結果であり 

ます。皆さんをこれまで育ててくださいました，御家族や先生方もさぞかしお喜び 

のことと，心からお祝い申し上げます。さて，４年に１度のスポーツの祭典である 

オリンピック・パラリンピックが，昨年，ブラジルのリオ･デ･ジャネイロで開催さ 

れました。そのオリンピックで日本選手団の主将を務めたのは，三重県出身の吉田 

沙保里選手です。｢霊長類最強女子｣と呼ばれ，女子レスリング界をリードしてきた 

吉田選手は，４大会連続でメダルを獲得しました。輝かしい記録をもつ吉田選手で 

すが，全てが順調だったわけではありません。１回目のオリンピックの後，向かう 

ところ敵なしでしたが，２回目のオリンピックを前にして，今までにない大きな挫 

折を味わいます。得意技の｢高速タックル｣を封じ込められ，１１９回勝ち続けた記 

録が止まってしまったのです。負けた悔しさから気力が湧かず，何も手につかない 

日々が続きました。そのような時，自宅の練習場で，必死に練習に打ち込む子ども 

達の姿を見て，この子たちの目標であるために，いつまでも落ち込んではいられな 

いと思い直します。その時から，吉田選手は再び立ち上がりました。絶対的に自信 

のあった技の弱点に向き合うのは，簡単なことではありません。しかし，もう一度 

勝つために，得意技を基本から見直したのです。技を返される恐怖と戦いながら， 

これまで以上にタックルに磨きをかけ，その種類を増やしていきました。そして迎 

えた２回目のオリンピックでは，鍛え直した技と心で，次々とライバルを打ち破り， 

再びその手に金メダルを掴みました。これは，吉田選手が自分の弱さに真正面から 

向き合い，乗り越えた証です。昨年のオリンピックでは銀メダルでしたが，彼女の 

歩んできた道が価値あることに変わりはありません。今日は，皆さんにとって夢と 

希望あふれる，旅立ちの日です。４月からは，新たな学びや未知の経験が，皆さん 

を待っていることでしょう。時には思うような結果が得られないこともあるかもし 

れません。そのような時こそ，自分を見つめ直し，自らの力を信じて努力を重ね， 

明日への扉を開いてください。最後になりましたが，今日まで，温かく御指導いた 

だきました，校長先生をはじめ，諸先生方，そして，数々の御支援をいただきまし 

た保護者の皆様や関係の方々に深く感謝申し上げますとともに，卒業生の皆さんが， 

日々，健やかに御成長されることを心からお祈りしまして，告辞といたします。 

  平成２９年３月１７日 鈴鹿市教育委員会 

次に中学校の告辞を読ませていただきます。９ページをご覧ください。 

告辞。卒業生の皆さん，御卒業おめでとうございます。皆さんは，中学校３か年 

の課程を無事終えられ，ただ今，栄えある卒業証書を手にされました。これは，皆 

さんが今日まで勉学や心身の鍛錬に励まれた賜物であり，喜びもひとしおだと思い 

ます。また，皆さんをこれまで育てていただきました，御家族や先生方のお喜びも 

さぞかしとお察し申し上げ，心からお祝いいたします。さて，昨年は，細胞におけ 

る「オートファジー」の仕組みを明らかにした大隅良典さんが，ノーベル賞を受賞 
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されました。オートファジーとは，細胞が自分自身の一部を分解し，再利用するシ 

ステムのことです。不要な物質を取り除く働きもあり，オートファジーの研究が， 

がんやパーキンソン病などの難病の解明や，治療法の開発につながると，期待が高 

まっています。大隅さんは，今から約４０年前，パンやお酒の製造に用いる微生物 

の一つである「酵母」を研究していました。その実験中，捨てるつもりの液が美し 

いことに気づき，興味をもち調べてみるとそれは酵母の中の「液胞」でした。当時 

液胞は，老廃物をためる程度のものとしか考えられておらず，ほとんど注目されて 

いませんでした。しかし，大隅さんは，液胞には何か大きな役割があるのではない 

かと考え，研究を始めます。顕微鏡観察をすべての出発点とする大隅さんは，一つ 

一つの細胞を，必ず自分の目で確かめるという姿勢を大切にし，じっくりと研究を 

続けます。そして，一人で研究室を立ち上げ，試行錯誤を繰り返していたある日， 

それまでとは異なる特殊な酵母を使って，いつものように液胞を顕微鏡でのぞきま 

した。すると，見たことのないたくさんの粒が，激しく，踊るように，動き回ってい 

るのです。大隅さんは思わず息をのみ，何かとてつもない現象が起きているにちが 

いないと，夢中になって何時間も見続けました。それが，世界で初めて「オートフ 

ァジー」を人の目で捉えた瞬間だったのです。液胞の研究を始めてから１０年余り 

の月日が流れていました。大隅さんの「知りたい」という情熱と粘り強い観察によ 

って，オートファジー研究の扉が世界中に開かれたのです。皆さんは今，期待と不 

安を抱き，新しい一歩を踏み出そうとしています。時には，先が見えず，迷うこと 

があるかもしれません。そのような時は，本当に興味のあること，熱中できること 

は何かと，自らに問いかけてください。そして，夢を追い続け，一歩一歩，着実に， 

自らの道を切り拓いてください。最後になりましたが，今日まで，温かく御指導い 

ただきました，校長先生をはじめ，諸先生方，そして，数々の御支援をいただきま 

した，保護者の皆様や関係の方々に，深く感謝申し上げますとともに，卒業生の皆 

さんが，日々，健やかに御成長されることを心からお祈りしまして，告辞といたし 

ます。平成２９年３月７日 鈴鹿市教育委員会 

以上，報告とさせていただきます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（教育長）それでは御意見もないようですので，その他事項に移ります。 

 

（教育長）｢３月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

（教育総務課長）次回の教育委員会定例会を平成２９年３月２３日，火曜日，午前１０

時からこちらの教育委員会室で開催したいと思いますが，いかがでしょうか， 

 

（教育長）ただ今の提案に，御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 
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（教育長）御異議ないようですので,３月教育委員会定例会を３月２３日，火曜日，午

前１０時から教育委員会室において開催することにいたします。 

 

（教育長）それでは，これをもちまして平成２９年２月教育委員会臨時会を終了いたし

ます。ありがとうございました。 

 

２月教育委員会臨時会終了 午後０時１５分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

教育長 玉川 登美男 

 

委 員 下古谷 博司 


