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令和元年８月羽島市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 令和元年８月２８日（水曜日）午後３時２８分から午後４時５８分まで 

 

○場  所 羽島市役所４階 第一会議室 

 

○議事日程 

日程第 １        会議録署名委員の指名 

日程第 ２  報第１７号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について 

日程第 ３  議第４２号 羽島市議会提出議案（平成３０年度羽島市一般会計

決算の認定（教育委員会関係分））に同意することに

ついて 

日程第 ４  議第４３号 羽島市議会提出議案（令和元年度羽島市一般会計補

正予算（第３号））に同意することについて 

日程第 ５  議第４４号 羽島市議会提出議案（羽島市立幼稚園設置条例の一

部を改正する条例）に同意することについて 

日程第 ６  議第４５号 令和元年度羽島市教育委員会点検・評価報告書（平

成３０年度実績）について 

日程第 ７  議第４６号 羽島市文化センター条例施行規則の一部を改正する

規則について 

日程第 ８  議第４７号 羽島市公民館条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて 

日程第 ９         その他 

              １ 各課の事業進捗状況 

○出席者          

教 育 長        森   嘉 長 

教 育 委 員        今井田 眞千子 

教 育 委 員        黒 田   淳 

教 育 委 員        今 枝   甫 

教 育 委 員        向 井 ゆかり 

○説明のために出席した者 

     事 務 局 長         不 破 康 彦 

教育総務課長          小 川 隆 正 

     学校教育課長        横 山 政 司 

     生涯学習課長          酒 井   茂 

     スポーツ推進課長      箕 浦 勝 博 

          図 書 館 長                 安 田 圭 祐 

北部学校給食センター所長  竹 内 弘 明 

     兼南部学校給食センター所長 
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【午後３時２８分 開会】 

 

△開会 

◎教育長 皆様、今日は。 

  開会の挨拶を兼ねまして、７月３１日に公表されました、全国・学力状況調査

の結果につきまして、報告させていただきます。 

本年度調査は、４月１８日、小学校６年生と中学校３年生（桑原学園９年生）

を対象に、実施されました。 

はじめに、学力調査について説明いたします。 

調査は、小学校で国語・算数の２教科、中学校では国語・数学・英語の３教科

で実施されました。 

中学校の英語は、本年度、初めての実施となります。 

国語と算数・数学につきましては、昨年度までは「主に知識に関する問題」で

あるＡ問題と、「主に活用に関する問題」であるＢ問題の２種類が出題されており

ましたが、本年度は区別なく出題されました。 

中学校の英語も同様です。 

小学校の結果につきまして、昨年度までは全国を下回っておりましたが、国語

は全国を上回り、算数は全国並となっております。 

続いて、中学校の結果につきまして、国語・数学・英語、いずれも全国を上回

っております。 

昨年度との比較については、出題形式や問題の難易度が異なること、また、数

値は全市的な平均値であることを踏まえると全てを捉えているものではありませ

んが、学力向上の要因として、下位層の子どもが減少し、学力の底上げが図られ

たものと思われます。 

次に、質問紙調査についてです。 

（１）の子どもたち自身のことにつきましては、小学校、中学校で様相が若干

異なります。 

小学校では「将来の夢や目標を持っている」と回答した児童の割合が、全国を

下回っています。 

中学校では「自分にはよいところがある」と回答した生徒の割合が前年度を下

回っています。 

他方、「いじめは、どんな理由があってもいけない」と回答した割合については、

小学校が全国並、中学校が全国を上回り、望ましい認識にあると思われます。 

（２）の子どもたちと地域とのかかわり関しましては、昨年度と質問内容が変

わりましたが、地域行事への参加姿勢や地域社会への働きかけをしようとする意

識について、小中学校ともに、良好な結果がでていると捉えております。 

今後、学力調査の結果と質問紙調査の結果を踏まえ、学力と生活状況の相関関

係も明らかにしていきたいと考えております。 
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特に、学力調査の結果につきましては、教育委員会事務局の指導主事と市内各

学校の教員で構成する「学力向上アクション会議」等で結果分析を行い、成果と

課題を明確にした上で、指導計画や指導方法の改善点を各学校に示していきたい

と考えております。 

全国・学力状況調査の結果については、以上でございます。 

さて、学校は先週末の８月２３日から始まっております。 

夏休み中、交通事故の報告や家出などの生徒指導上の報告はありましたが、現

在のところ、大事には至っていません。 

また、マスコミ報道にもありますように、夏休み明けは１年生で、児童生徒が

精神的に大変不安定になる傾向があることから、学校と教育委員会が連携し、配

慮や支援が必要な子どもには、カウンセラーを派遣するなど、個別に対応してお

ります。 

９月は、運動会や体育祭などの屋外の行事があり、熱中症をはじめ、子ども達

の心身の健康管理に十分に配慮して、取り組んでまいりたいと考えております。 

それでは、議事に入ります。 

 

◎教育長 本日は、教育長及び４名の委員の方が出席しており、会議は成立いたし

ます。 

本日の議題は、報告案件が１件、議案が６件となっています。 

 

△日程第１ 会議録署名委員の指名 

◎教育長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名委員は、

今井田委員さんにお願いいたします。 

 

△日程第２ 報第１７号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告について 

◎教育長 次に、日程第２ 報第１７号 羽島市教育委員会の後援等承認の報告に

ついてを議題といたします。順に説明願います。 

 

◎学校教育課長 以下の後援事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明報告する。 

（令和元年度解釈学会全国大会） 

 

◎生涯学習課長 以下の後援事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明報告する。 

（第 57回全日本吹奏楽コンクール岐阜西濃地区大会） 

（第 57回全日本吹奏楽コンクール岐阜県大会） 

（スコーレ家庭教育講座） 

（チェ・ソンエ氏 講演会） 

（第 21回楽しい民謡の集い） 

（第 27回市民観月会） 

（千水秋の茶会） 



 4 

（劇団風の子中部 10周年記念「ギャング・エイジ」公演） 

 

◎スポーツ推進課長 以下の後援事業の申請者、目的、事業開催内容等を説明報告

する。 

（テニスラウンジ岐阜テニス祭り） 

（第 31回羽島若獅子駅伝競走大会） 

（初心者向き健康ボウリング教室） 

（第 11回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会） 

（第 13回全日本学生テコンドー選手権大会） 

 

△日程第３ 議第４２号 羽島市議会提出議案（平成３０年度羽島市一般会計決算

の認定（教育委員会関係分））に同意することについて 

 

◎教育長 次に、議第４２号 羽島市議会提出議案（平成３０年度羽島市一般会計

決算の認定（教育委員会関係分））に同意することについてを議題といたします。

事務局から説明を願います。 

   

◎教育総務課長 こちらにつきましては、羽島市議会提出議案について、市長から

意見を求められたことによるものです。 

 まず、歳入について主だったものを中心に説明をさせていただきます。 

１１款１項３目 教育費負担金は、調定額３億１，４９８万２，３２０円です。 

１節の学校給食費については、収入済額が３億１，０９５万７，４３０円で、収

入未済額が４０２万４，８９０円でございます。 

１２款１項６目 教育使用料は、調定額７６３万２,４７４円です。 

１節から３節までの使用料については、中部電力、ＮＴＴの電柱等の占用料で、

４節の幼稚園使用料は西部幼稚園の保育料等、５節の保健体育使用料は、学校体

育施設開放使用料・スポーツジム使用料等でございます。 

１３款２項７目 教育費国庫補助金は、調定額７,２３３万２,０００円です。 

 １節の教育総務費補助金は、Ｗｉｆｉ整備による無線システム普及支援事業費等

補助金等で、２節の小学校費補助金・３節の中学校補助金は、学校施設のトイレ

改修に伴う学校施設環境改善交付金等によるもので、３節の社会教育費補助金は、

イタセンパラ関係の生物多様性推進補助金によるものでございます。 

１３款３項５目 教育費委託金は、調定額２，０７２万４，０９７円です。 

  保健体育費委託金のみで、ＮＴＣ強化拠点施設事業に対するナショナルトレー

ニングセンター競技別強化拠点施設活用事業委託費でございます。 

１４款２項７目 教育費県補助金は、調定額１，５８８万８,１２９円です。 

 １節の中学校費補助金は、竹鼻中学校武道場整備に対する木の香る快適な公共施

設等整備事業補助金で、２節の社会教育費補助金は、文化財保護費補助金及び放

課後子ども教室推進事業費補助金によるもので、３節の保健体育費補助金は、特
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別支援学校給食交付金等によるものでございます。 

１４款３項５目 教育費委託金は、調定額１０２万８,９６２円で、学校におけ

るカリキュラム・マネジメント充実事業委託金、清流の国ふるさと魅力体験事業

委託金等によるものでございます。 

１５款１項１目 財産貸付収入は、調定額４２万４，４５０円で、文化センタ

ー、運動公園、柔剣道道場等の部屋の貸付によるものでございます。 

１６款１項６目 教育費寄附金は、調定額３,９０７万円で、保健体育費寄附金、

社会教育費寄附金、図書購入費寄附金、修学事業寄附金によるものでございます。 

１７款２項１目 基金繰入金は、調定額７６５万９，６８８円で、修学助成事

業基金繰入金、スポーツ振興基金繰入金の繰入によるものでございます。 

１８款１項１目 繰越金は、調定額２，５０９万２千円です。 

１９款５項２目 雑入は、調定額８５３万７，６４９円で、日本スポーツ振興

センター掛金、文化センター、運動公園及び竹鼻町屋ギャラリーのネーミングラ

イツ料等によるものでございます。 

２０款１項５目 教育債は、調定額１億４，８３０万円で、小中学校のトイレ

改修工事及び竹鼻中学校の武道場新築工事等の地方債によるものでございます。 

これらの歳入の合計額が、６億６,１６７万１，７６９円でございます。 

 続いて、歳出を説明させていただきます。 

１０款 教育費 １項 教育総務費の支出済額は、３億３，６９７万８，３０

８円です。 

１目の教育委員会費は、支出済額１９３万６，１０２円、２目の事務局費は、

支出済額１億９，３９４万６，３１３円、３目の教育研修費は、支出済額９，４

４５万１，９４６円、４目の研究推進費は、支出済額３６万５，３６６円、５目

の教育支援センター費は、支出済額４，６２７万８，５８１円です。 

２項 小学校費の支出済額は、３億３,６１７万７，７３０円です。 

１目の学校管理費は、支出済額３億６０８万８，４３３円です。 

なお、補正予算で計上した、トイレ改修についての９，９２０万６,０００円は、

令和元年度へと繰越されております。 

２目の教育振興費は、支出済額３,００８万９，２９７円です。 

３項中学校費の支出済額は、３億９，６５５万９，１３９円です。 

１目の学校管理費は、支出済額３億７，０３７万４，１６１円です。 

なお、補正予算で計上した、トイレ改修についての３，９９５万８千円は、令

和元年度へと繰越されております。 

２目の教育振興費は、支出済額２，６１８万４，９７８円です。 

４項 義務教育学校費の支出済額は、２,８５１万６,１６４円です。 

１目の学校管理費は、支出済額２,３０７万３３１円、２目の教育振興費は、支

出済額５４４万５，８３３円です。 

５項 幼稚園費の支出済額は、６，３４３万６，３１２円で、１目の西部幼稚

園費のみです。 
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６項 社会教育費の支出済額は、４億８，２７０万３，１０４円です。 

１目の社会教育総務費は、支出済額９，６０１万９，７９３円、２目の家庭教

育学級費は、支出済額５万４，３４０円、３目の文化振興費は、支出済額１,７６

１万９，２８６円、４目の文化財保護費は、支出済額６２５万８，２８５円、５

目の中央公民館費は、支出済額３５万２，０９６円、６目の青少年教育費は、支

出済額２８２万７，４８２円、７目の図書館費は、支出済額８,４５６万５，９２

０円、８目の歴史民俗資料館費は、支出済額２,４２６万１，６０２円、９目の生

涯学習促進事業費は、支出済額２３９万２，０１２円、１０目の文化センター費

は、支出済額２億４，８３５万２，２８８円です。 

７項 保健体育費の支出済額は、８億６４７万９，９９５円です。 

  １目の保健体育総務費は、支出済額１億５，３０５万１，１０２円、２目の道

場費は、支出済額１３８万６，７２０円、３目の屋外運動場費は、支出済額１,

７１５万９，２６９円、４目の教育保健費は、支出済額２,９４４万９,９７０円、 

 ５目の給食センター費は、支出済額６億５４３万２，９３４円です。 

これらの歳出の合計額が、教育費の支出済額の合計２４億５，０８５万７５２

円になります。 

  以上、ご審議のほど、お願いいたします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

◎黒田委員 学校給食費の収入未済額は、払ってもらえなかったものですか。 

 

◎給食センター所長 はい、そうです。 

 

◎黒田委員 どのような状況ですか。 

 

◎給食センター所長 毎月の口座引落後に落ちなかった分について、督促を行って

います。 

  定期的にこれまでも未納だった分についても催告を行っています。 

  収納率は、おおよそ９８．７パーセントですが、口座引落の際は、約９５％し

かありません。 

  督促や催告を行った結果、その数字になったものです。 

 

◎向井委員 年数が経過して、未納が増えても、配食できなくなりませんか。 

 

◎給食センター所長 公会計になったことによって、市の予算に繰入れられたので、

配食できなくなることはなくなりました。 

  収納率は、他市町でも９９％前後のところが多いですが、公会計になることに

よって炙り出されたものです。 
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  税金と債権の質が異なるため難しい面もありますが、徴収課との連携や徴収方

法の検討を今後進めたいと思います。 

 

◎教育長 他にご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第４２号について、原案のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第４２号は原案のとおり可決することといたしま

す。 

 

△日程第４ 議第４３号 羽島市議会提出議案（令和元年度羽島市一般会計補正予

算（第３号））に同意することについて 

 

◎教育長 次に、議第４３号 羽島市議会提出議案（令和元年度羽島市一般会計補

正予算（第３号））に同意することについてを議題といたします。事務局から説

明を願います。 

   

◎教育総務課長 それでは、歳出からご説明させていただきます。 

  １０款６項９目生涯学習促進事業費につきましては、８３万６千円を増額させ

ていただくものでございます。 

これにつきましては、国立大学法人岐阜大学との共同研究負担金によるもので

ございます。 

  次に、１０款７項１目保健体育総務費につきましては、３４１万円を増額させ

ていただくものでございます。 

これにつきましては、東京２０２０オリンピック聖火リレー負担金によるもの

でございます。 

 以上が、歳出でございます。 

  続きまして、歳入をご説明させていただきます。 

  １８款２項１目１９節スポーツ振興基金繰入金につきましては、３４１万円を

増額し、スポーツイベント開催事業に充当するものでございます。 

以上、ご審議のほど、お願いいたします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 



 8 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第４３号について、原案のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第４３号は原案のとおり可決することといたしま

す。 

 

△日程第５ 議第４４号 羽島市議会提出議案（羽島市立幼稚園設置条例の一部を

改正する条例）に同意することについて 

 

◎教育長 次に、議第４４号 羽島市議会提出議案（羽島市立幼稚園設置条例の一

部を改正する条例）に同意することについてを議題といたします。事務局から説

明を願います。 

   

◎学校教育課長 それでは、ご説明させていただきます。 

  この条例改正につきましては、西部幼稚園の区画整理の本換地に伴う住所変更

と保育料の無償化に伴うものです。 

以上、ご審議のほど、お願いいたします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第４４号について、原案のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第４４号は原案のとおり可決することといたしま

す。 

 

△日程第６ 議第４５号 令和元年度羽島市教育委員会点検・評価報告書（平成３

０年度実績）について 

 

◎教育長 次に、議第４５号 令和元年度羽島市教育委員会点検・評価報告書（平

成３０年度実績）についてを議題といたします。事務局から説明を願います。 
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◎教育総務課長 それでは、ご説明させていただきます。 

  「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条の規定により、効率的

な教育行政に資すること、また、市民への説明責任を果たしていくため、教育委

員会は、毎年、その権限に属する事務の管理 及び 執行の状況について点検及び

評価を行い、その結果に関する報告書を作成するとともに、これを議会に提出し、

公表することが義務付けられております。 

 そのため、羽島市教育委員会は、教育行政の実施機関として、平成３０年度実

施事業の管理 及び 執行の状況について点検及び評価を、教育委員会の自己評価

で行ったところであり、本日、議案としてお諮りするものであります。 

 羽島市教育委員会の方針と重点で、施策の基本方向 １『子どもたちに「生き

る力」を確実に育む施策を推進する』の中には、記載されている３つの重点目標

がございます。 

 また、施策の基本方向 ２として、『市民一人一人が生涯にわたり充実した学び

ができる施策を推進する』の中には、記載されている３つの重点目標があり、計 

６つの重点目標がございます。 

  その重点目標の中に、２４の重点施策を掲げ、更に重点施策の中の１５９項目

それぞれについて点検・評価を行っております。 

 評価方法は、Ａ～Ｄまでの４段階評価で、Ａが十分達成、Ｂが概ね達成、Ｃが

ある程度達成、Ｄは達成できなかったとなっております。 

重点目標１「安全で安心して学ぶことができる学校づくり」では、３つの重点

施策があり、 点検・評価項目が計１８項目ございますが、評価の概要は、Ａが

６項目の３３．３％、Ｂが１０項目の５５．６％、Ｃが２項目の１１．１％でご

ざいました。 

重点目標２の「生きる力を確実に育む学校づくり」では、７つの重点施策があ

り、点検・評価項目が７３項目ありますが、評価の概要は、Ａが２９項目、３９．

７％、Ｂが４１項目、５６．２％、Ｃが３項目で４．１％となっております。 

 重点目標３の「豊かな心を育む家庭・地域社会の教育力の向上」では、４つの

重点施策があり、点検・評価項目が２１項目で、評価の概要は、Ａが３項目、１

４．３％、Ｂが１８項目、８５．７％でございます。 

 重点目標４「誰もが心豊かに生きることのできる生涯学習の推進」では、３つ

の重点施策があり、点検・評価項目が１１項目で、評価の概要は、Ａが２項目で

１８．２％、Ｂが６項目で５４．５％、Ｃが３項目で２７．３％でございます。 

 重点目標５の「芸術・文化活動の振興及び活用を通し、誰もが誇りを持って語

れる「ふるさと羽島」の実現」では、２つの重点施策があり、 

 点検評価項目が１４項目で、評価の概要は、Ａが３項目、２１．４％、Ｂが１０

項目、７１．４％で、Ｃが１項目、７．２％でございます。 

 重点目標６の「誰もが健康で活力ある生活を送ることのできる生涯スポーツ社

会の実現」では、５つの重点施策があり、点検・評価項目が２２項目ございます

が、評価の概要は、Ａが２項目、９．１％、Ｂが１５項目、６８．２％、Ｃが５
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項目、２２．７％でございます。 

 全体の評価結果については、先程も申し上げましたように１５９の点検・評価

項目のうち、Ａ評価は４５、Ｂ評価は１００、Ｃ評価は１４となっております。 

なお、この点検・評価報告書につきましては、本日、ご審議によりご承認をい

ただければ、議会に提出するとともに、市ＨＰにて市民の皆様に公表いたします

ので、よろしくお願いします。 

  以上、簡単ではありますが、羽島市教育委員会点検・評価報告書についての説

明とさせていただきますが、ご不明な点などについて、ご意見、ご質問を頂けた

ら幸いでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

◎向井委員 避難訓練等の学校での実践的な防災に関する対応はどうなっていま

すか。 

 

◎学校教育課長 「命を守る訓練」では、予告なしで行なったり、子どもを１人わ

ざと隠して全員いない状況を作ったり実践的な内容となるよう専門家の意見を

聞きながら実施しています。 

 

◎今井田委員 ＢとＣの評価の差が分かりにくいです。 

  Ｃであれば、課題も記述した方が良いと思います。 

 

◎教育長 Ｃの評価でもある程度の達成がみられたものですが、課題も書いた方が

良いですね。 

 

◎今枝委員 Ｃの評価の中で、継続してＣのものについて、課題の解決方法を提案

できると、同じことの繰り返しにならないと思います。 

 

◎教育長 他にご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第４５号について、原案のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第４５号は原案のとおり可決することといたしま
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す。 

 

△日程第７ 議第４６号 羽島市文化センター条例施行規則の一部を改正する規

則について 

 

◎教育長 次に、議第４６号 羽島市文化センター条例施行規則の一部を改正する

規則についてを議題といたします。事務局から説明を願います。 

   

◎生涯学習課長 それでは、ご説明させていただきます。 

  この規則改正につきましては、１０月１日からの消費税率変更に伴う備品等の

利用料金の変更及び敷地内禁煙の記述の追加についてのものです。 

以上、ご審議のほど、お願いいたします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 

 

【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第４６号について、原案のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第４６号は原案のとおり可決することといたしま

す。 

 

 

△日程第８ 議第４７号 羽島市公民館条例施行規則の一部を改正する規則につ

いて 

 

◎教育長 次に、議第４７号 羽島市公民館条例施行規則の一部を改正する規則に

ついてを議題といたします。事務局から説明を願います。 

   

◎生涯学習課長 それでは、ご説明させていただきます。 

  この規則改正につきましては、１０月１日からの消費税率変更に伴う備品等の

利用料金の変更及び敷地内禁煙の記述等の所要の変更についてのものです。 

以上、ご審議のほど、お願いいたします。 

   

◎教育長 ご意見等ございますか。 
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【意見なし】 

 

◎教育長 それでは、議第４７号について、原案のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

 

 （「異議なし」との声あり。） 

 

◎教育長 ご異議なしと認め、議第４７号は原案のとおり可決することといたしま

す。 

 

△日程第９ その他 各課の事業進捗状況について 

◎教育長 次に、日程第９ 各課の事業進捗状況についてを議題といたします。事

務局より順次説明を願います。 

 

◎教育総務課長 足近小学校・小熊小学校・福寿小学校・中島小学校及び中島中学

校のトイレ改修工事については、完了に向けて順調に進捗をしております。 

桑原学園後期課程体育館の屋上防水工事については、屋外の施工となりますの

で、施設の利用に支障はありません。 

教育総務課からのご報告は以上となります、よろしくお願いいたします。 

 

◎学校教育課長 学校は、８月２２日まで夏休み期間であったため特に報告は、あ

りません。 

学校教育課からは、以上でございます。 

 

◎生涯学習課長 ８月１７日には、イタセンパラ塾が行われました。 

  ９月７日には、市民音楽祭詩吟の部、９月１５日には、市民観月会、９月２１

日には、対象の事業が議題となっている事業仕分けが行われます。 

  生涯学習課からは、以上です。 

 

◎スポーツ推進課長 ８月２６日には、ねんりんピックぎふ羽島市運営委員会第１

回総会が行われ、１０月１６日に行われるリハーサル大会のグラウンド・ゴルフ

の実施計画と来年度行われる交流大会の実施計画について審議され、承認をうけ

ました。 

  ９月８日には、全日本学生テコンドー選手権大会が開催されます。 

以上でございます。 

 

◎図書館長 ８月９日に図書館の夏休みイベントを開催され、大変好評でした。 

   次回のイベントは、１１月２日に図書館まつりが開催されます。 

  以上で、ございます。 
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◎教育長 今後、キッズウィークや秋季期間は、イベントが目白押しとなっており

ますので、よろしくお願いします。 

 

△閉会 

◎教育長 以上をもちまして、令和元年８月定例教育委員会を閉会いたします。 

次回の定例会は、９月２６日午後１時３０分から、羽島市教育センター２階研

修室で行いますので、よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

【午後４時５８分 閉会】
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