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平成平成平成平成２２２２４４４４年度酒々井町教育委員会年度酒々井町教育委員会年度酒々井町教育委員会年度酒々井町教育委員会４４４４月定例会議月定例会議月定例会議月定例会議    会議録会議録会議録会議録    

 

開 催 日 平成２４年４月２５日（水） 

 

開催場所 役場西庁舎２階会議室 

 

出席委員 委 員 長 坪内 東公    委 員 長 職 務 代 理 者 大谷 文男 

     委 員 小山 優子    委 員 浦壁 京子 

     委員・教育長 東條 三枝子 

出席職員 教 育 次 長 神保 弘之     こ ど も 課 長 赤地 忠勝 

     学校教育課長 池田 幸夫    生 涯 学 習 課 課 長 濱野 敏幸 

    中央公民館長 福田 和弘    給食センター所長 石渡 義隆 

    プ リ ミ エ ー ル 酒 々 井 館 長 木村 修一    こども課主幹（書記） 藤﨑 裕 

 

１ 開会時刻 午後２時６分 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 議題 

（１）報 告（公開） 

   報告第１号 教育行政について 

   報告第２号 教育委員会事務局職員の異動について 

   報告第３号 酒々井町青少年問題協議会委員の委嘱について 

  

 （２）議 案（非公開） 

   議案第１号 平成２４年度準要保護児童生徒の認定について 

   

（３）議 案 （公開） 

議案第２号 酒々井町人権教育推進協議会委員の委嘱について 

議案第３号 酒々井町同和対策集会所運営委員会委員の委嘱について 

議案第４号 酒々井町社会教育委員の委嘱について 

議案第５号 酒々井町立公民館休館日の特例に関する規則の制定について 

議案第６号 酒々井町給食センター運営委員会委員の委嘱について 

議案第７号 学校薬剤師の委嘱について 

 

 

 （４）協 議 （非公開） 

   協議第１号 平成２４年度教科用図書印旛採択地区協議会委員の   
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選出について 

 

４ 次回会議の予定 平成２４年５月２５日（金）午後２時 

               ６月２８日（木）午後２時 

 

５ 各委員の予定 

 

６ その他 

 

７ 閉会時刻 午後４時００分 

 

議議議議    事事事事    録録録録    

                                       

    

１１１１    開会の言葉開会の言葉開会の言葉開会の言葉    

坪内委員長 

  新年度が始まり２５日が経過しました。平成２４年度４月定例会議にあたり、ご

挨拶申し上げます。先程、人事異動ということで、行政のみなさん、４名の方が新

しく就任していただきました。この会は、教育委員会の議決機関としてお互いに重

要な責任を担っており、合議の場であります。委員としての発言権、決定権は私ど

もにありますが、行政のみなさんは、それぞれの役職において総括責任者という立

場にありますから町の条例、規程、規則に基づいてこの会が活発に英知を出し合っ

て進めさせていただきたいと思います。どうぞ私が委員長を仰せ付かっていますが、

皆様のご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは、平成２４年度４月酒々

井町教育委員会定例会議を開催いたします。                                

                                       

    

２２２２    会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名会議録署名委員の指名    

坪内委員長 

本日の会議録署名委員は、小山委員にお願いします。 

                                       

    

３３３３    議議議議    題題題題    

坪内委員長 

  本日の議題は報告が３件、議案が７件、協議が１件となります。 

はじめに、非公開案件についてお諮りします。 

議案第１号「平成２４年度準要保護児童生徒の認定について」は、個人の生活状

況に関わる案件、協議第１号「平成２４年度教科図書印旛採択地区協議委員会の選

出について」は、公表前の人事に関する案件ですので、地方教育行政の組織及び運
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営に関する法律第１３条第６項の規定により、非公開にしたいと思います。ご異議

ございませんか。 

（異議なし） 

  異議なしということですので、議案第１号、協議第１号は非公開といたします。 

  これより議事に入ります。報告第１号「教育行政について」教育長から説明をお 

願いします。 

東條教育長 

はい、委員長 それでは、私からは、昨年度３月２３日に開催されました定例会

議以降、今回の会議までの間の主な対外的な行事等について、報告します。 

４月１日（日） 五穀豊穣を祈願する上岩橋地区の獅子舞があり、町の職員も舞

手になっていました。獅子の様々な動作の意味を想像しながら、興味深く拝見しま

した。 

４月２日（月） 新たに副町長が着任された他、町職員の辞令交付式が行われま

した。教育委員会事務局職員にかかわる人事異動につきましては、この後の、報告

第２号で、ご説明いたします。 

  ４月３日（火） 酒々井町ライオンズクラブから、小学校新入生の交通安全を守

るため「勝胤くんのイラスト入りランドセルカバー」が贈呈されました。ライオン

ズの皆様には、小学校での稲作体験などでご協力をいただくなど、日頃から大変お

世話になっており、心から感謝申し上げる次第です。 

  ４月６日（金） 酒々井中学校で、９日（月）には酒々井小学校、大室台小学校

でそれぞれ入学式が行われ教育委員の皆様、町長・町議会関係など多くの皆様に御

出席頂きました。晴天に恵まれ、３校合せて３５０名、酒々井中１６３名、酒々井

小８８名、大室小９９名の新入生が、希望を胸に入学しました。 

４月８日（日） 東京学館高校の入学式に出席しました。酒々井中卒業生１０名

も、新しく高校生活への期待を胸に、元気に入学式に臨んでいました。 

４月１０日（火）平成２４年度市町村教育委員会教育長会議が開催されました。

鬼澤県教育委員会教育長から県教育行政の重点施策等を含めた挨拶があった後、

各課長からも具体的な説明がありました。 

４月１３日（金）印旛郡市地方教育委員会連絡協議会の第１回定例常任委員会が、

印旛合同庁舎で行われ、４月２４日（火）の定例総会に向けた協議の後、引き続き、

第１回印旛地区教育長会議が開催されました。北総教育事務所から、年度末人事異

動の概要や教職員の服装の厳正等についての説明が行われました。また、本年度の

役員を決定し、引き続き、教育長会長に印西市の小野寺教育長、副会長に白井市の

米山教育長がそれぞれ選ばれました。 

４月１８日（水） 町村教育長協議会総会がホテルプラザ菜の花で行われ、新年

度の役員、年間行事等が決定されました。 

４月２４日（火）印旛郡市地方教育委員会連絡協議会総会が、成田市役所におい

て開催され、委員長をはじめ教育委員の皆様全員が出席いたしました。この総会に

おいて、会長として佐倉市の関山委員長が再任され、平成２４年度の新役員も決定

いたしました。 
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最後になりましたが、先頃、給食食材中の放射性セシウムを測定する「ガンマ線

スペクトロメーター」が入荷しました。給食センターにおいて５月の連休明けから

測定を開始する予定ですが、測定方法等を含めた運用については、町内放射線関係

課長会議での検討を経て行うこととしております。 

私からは以上です。 

坪内委員長 

続きまして、各課長から行政報告をお願いいたします。 

赤地こども課長 

  会議資料により説明する。 

池田学校教育課長 

  会議資料により説明する。 

濱野生涯学習課長 

  会議資料により説明する。 

福田中央公民館長 

  会議資料により説明する。 

石渡給食センター所長 

  会議資料により説明する。 

木村プリミエール酒々井館長 

  会議資料により説明する。 

坪内委員長 

以上で教育長並びに事務局各担当課からの報告が終わりました。それでは、何か

ご意見ご質問ございますか。 

小山委員 

はい、委員長 公民館に伺います。４月９日の指名審査会と４月２４日の入札の

内容を教えてください。 

福田中央公民館館長 

 はい、委員長 ４月９日の指名審査会と４月２４日の入札会は同じもので、内容

は中央公民館の冷暖房設備の管理業務であります。冷暖房設備の点検、フィルター

の清掃、地下タンクの検査、煤煙濃度検査等の業務委託です。 

坪内委員長 

  予算はどのくらいですか。 

福田中央公民館館長 

  はい、委員長 税込で９０万円です。 

坪内委員長 

 冷暖房の保守管理に関する年間契約ですね。 

福田中央公民館館長 

  はい、委員長 そのとおりです。 

坪内委員長 

 生涯学習課長にお伺いします。３月２９日に行いました本佐倉城跡調査整備委員

会で今年度の基本方針が出たと思いますが、これからの根古谷の状況がどのような
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形になるのか概要を説明してください。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 基本設計につきましては、平成２２年度、２３年度で設計が終了

しています。平成２４年度、２５年度につきましては、入り口広場の土地の購入、

駐車場、トイレの整備等を単独事業として行います。基本計画に基づく城跡の整備

につきましては県等の補助金が少なくなったため、２５年度から本格的な整備は難

しい状況と思われます。 

坪内委員長 

  ありがとうございました 

大谷職務代理者 

  はい、委員長 給食センター所長にお伺いします。放射能測定器の運用はいつご

ろからですか。 

石渡給食センター所長 

  はい、委員長 現在、運用要綱を策定し、放射能対策課長会議を経て、連休明け

から運用する予定でおります。 

大谷職務代理者 

  ありがとうございました。 

坪内委員長 

  運用ができる体制が整ってから実施するんですね。 

東條教育長 

  はい、委員長 そのとおりです。 

浦壁委員 

  はい、委員長 学校教育課長にお伺いします。９日の第１回英語活動（ＡＬТ活

用）担当者会議の内容は、小学校の部分なのか、それとも保育園も含めた英語活動

なのですか。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 会議では小学校、中学校の部分と、今年度からは、保育園も含め

て見据えて話合いを行いました。 

浦壁委員 

  はい、委員長 保育園については、具体的には進んでいないんですね。 

赤地こども課長 

  はい、委員長 保育園は、６月から週１回、２つの保育園３・４・５歳児６クラ

スを対象に進めております。 

浦壁委員 

  はい、委員長 ありがとうございます。期待しております。 

坪内委員長 

  保育園、小学校、中学校の実施に伴う役割分担、町の組織的な取組はどのように

行われるのか。 

東條教育長 

  はい、委員長 英語活動につきましては、５，６年生までが英語活動で、教科書
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を使って指導するのが中学校からの内容となっています。保育園については、英語

活動としてスタートします。 

  酒々井町では、英語教育を保育園からスタートして中学３年まで途切れることな

く連結が旨くいくようにという意味で、小中連携を保小中連携に拡充し、教育委員

会が主体となって保育園からの英語教育の充実を目指します。。 

  ＡＬТにつきましては、インタラックという派遣会社から１人、直接雇用で１人

計２名のＡＬТで小学校については、２人のＡＬТをうまく組合わせてクラスに割

り当てます。中学校については直接雇用のＡＬТにやっていただき、保育園につい

ては、インタラックのＡＬТと保育士が一緒になって行っていきます。 

  担当者会議についても先生方の連携が取れるよう会議を頻繁に行い、計画を進め

るために必要な研修等を行いながら実施していきたいと思います。 

坪内委員長 

 ただいま、教育長から詳細なご説明がありました。ありがとうございました。 

 他にご質問はございませんか。 

小山委員 

 はい、委員長 採用された人は、決まっているんですか。 

東條教育長 

 はい、委員長 すでに現場に出ています。永池ノラさんです。 

坪内委員長 

  教育行政につきまして皆さん他にございませんか。 

小山委員 

  はい、委員長 英語活動について、保、小、中それぞれ授業参観をしてみたいで

す。 

東條教育長 

  はい、委員長 よろしくお願いします。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 是非、お願いします。 

坪内委員長 

  学校教育課長さんもどうぞよろしくお願いします 

坪内委員長 

  他に質問はございませんか、なければ議事を進行します。報告第２号「教育委員

会事務局の異動について」お願いします。 

赤地こども課長 

  はい、委員長 ５ページをお願いいたします。報告第２号 教育委員会事務局職

員の異動につきまして、平成２４年４月１日付け人事異動について、酒々井町教育

委員会行政組織規則第８条第１項の規定により教育長が臨時代理しましたので、同

条第３項の規定により報告します。異動者につきましては６ページから７ページの

資料のとおりです。７ページから８ページには職員配置表、９ページから２１ペー

ジにつきましてはそれぞれ組織、職員ごとの事務分掌でございます。 

坪内委員長 
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  報告第２号「教育委員会事務局職員の異動について」の説明が終わりました。ご

意見ご質問等ございますか。 

坪内委員長 

  議事を進めます。報告第３号「酒々井町青少年問題協議会委員の委嘱について」

説明をお願いします。 

 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 報告第３号 酒々井町青少年問題協議会委員の委嘱につきまして

ご説明いたします。酒々井町青少年問題協議会条例第３条第２項の規定により、下

記の者を酒々井町青少年問題協議会委員として委嘱したので報告するものです。 

  本年４月１日から学校教育課長となりました池田幸夫さんに委嘱したものです。

任期は、平成２４年４月１日から平成２５年５月９日までで、前任者の残任期間と

なります。 

坪内委員長 

  ご質問はございませんか。続きまして議案に入ります。議案第１号「平成２４年

度準要保護児童生徒の認定について」説明をお願いします。 

 

                                       

 

非公開 議案第 1 号 平成２４年度準要保護児童生徒委の認定について 

 

                                       

 

坪内委員長 

  続きまして、議案第２号「酒々井町人権教育推進協議会委員の委嘱について」説

明をお願いします。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 議案第２号 酒々井町人権教育推進協議会委員の委嘱につきまし  

て、ご説明いたします。酒々井町人権教育推進協議会規約第４条の規定により、下

記の者を酒々井町人権教育推進協議会委員として委嘱したいので、酒々井町教育委

員会行政組織規則第７条第１２号の規定により議決を求めるものです。 

  前委員の角井一郎さんが、酒々井中学校から異動となり、本年４月１日から、酒々

井中学校校長となりました齊藤喜一さんに委嘱しようとするものです。 

  任期は、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までで、前任者の残任期

間となります。よろしくお願いいたします。 

坪内委員長 

  議案第２号「酒々井町人権教育推進協議会委員の委嘱にについて」説明が終了し

ました。ご質問、ご意見はございませんか。 

  （質疑等なし） 

それでは採決をとります。原案に賛成の方の挙手を求めます。 
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  （全委員賛成） 

  全員賛成ですので、原案のとおり可決されました。 

  続きまして、議案第３号「酒々井町同和対策集会所運営委員会委員の委嘱につい

て」説明をお願いします。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 議案第３号 酒々井町同和対策集会所運営委員会委員の委嘱につ

きまして、ご説明いたします。酒々井町同和対策集会所設置及び管理に関する条例

第５条並びに酒々井同和対策集会所管理運営及び使用等に関する規則第３条の規

定により、下記の者を酒々井町同和対策集会所運営委員会委員として委嘱したいの

で、酒々井町教育委員会行政組織規則第７条第１２号の規定により議決を求めるも

のです。 

  議案第２号と同じく、前委員の角井一郎さんが、酒々井中学校校長から異動とな

り、本年４月１日から、酒々井中学校校長となりました齊藤喜一さんに委嘱しよう

とするものです。 

  任期は、平成２４年４月１日から平成２５年６月５日までで、前任者の残任期間

となります。よろしくお願いします。 

坪内委員長 

  議案第３号「酒々井町同和対策集会所運営委員会委員の委嘱について」説明が終

了しました。ご質問、ご意見はございませんか。 

 （質疑等なし） 

  質疑等がなければ、議案第３号「酒々井町同和対策集会所運営委員会委員の委嘱

について」採決をとります。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

  （全委員賛成） 

  全員賛成ですので、原案のとおり可決されました。 

  続きまして、議案第４号「酒々井町社会教育委員の委嘱について」説明をお願い

します。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 議案第４号 酒々井町社会教育委員の委嘱につきまして、ご説明

いたします。酒々井町社会教育委員条例第２条の規定により、下記の者を酒々井町

社会教育委員として委嘱したいので、酒々井町教育委員会行政組織規則第７条第１

２号の規定により議決を求めるものです。 

  議案第２号及び議案第３号と同じく、前委員の角井一郎さんが、酒々井中学校校

長から異動となり、本年４月１日から、酒々井中学校校長となりました齊藤喜一さ

んに委嘱しようとするものです。 

  任期は、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までで、前任者の残任期

間となります。よろしくお願いします。 

坪内委員長 

  議案第４号「酒々井町社会教育委員の委嘱について」説明が終了しました。ご質

問、ご意見はございませんか。 

  （質疑等なし） 
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  質疑等がなければ、議案第４号「酒々井町社会教育委員の委嘱について」採決を

とります。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

  （全委員賛成） 

  全員賛成ですので、原案のとおり可決されました。 

  続きまして、議案第５号「酒々井町立公民館定休日の特例に関する規則の制定に

ついて」説明をお願いします。 

福田中央公民館館長 

  はい、委員長 議案第５号 酒々井町立公民館休日の特例に関す規則の制定につ

きまして、ご説明いたします。酒々井町立公民館定期休館日の特例に関する規則の

制定を次のように制定したいので、酒々井町教育委員会行政組織規則第７条第３号

の規定により議決を求めるものです。 

  公民館は、休日の特例に関する規則として、酒々井町立公民館管理規則第４条第

１号の規定に定期休館日を月曜日と定めております。 

  今回の特例の規則制定は、住民の学習活動を支援するため、学習の場の提供を拡

充しようとするものです。 

期間は、平成２４年６月１日から平成２５年５月３１日までの１年間とし、開館

時間は、午前９時から午後５時まで貸館を実施するものです。 

利用がどの位あるか見込めないため、１年と定めてありますが、今後、需要が高

まれば期間の更新も考えております。よろしくお願いします。 

坪内委員長 

  議案第５号「酒々井町立公民館定期休館日の特例に関する規則の制定について｣

説明が終了しました。 

  ご説明のあった６月１日から５月３１日までとありますが、連休明けとかに早め

ることは、できなかったのでしょうか。 

福田中央公民館館長 

  はい、委員長 ４月１日の広報でお知らせはしてありますが、公民館の利用の９

割が定期利用団体あるいは、登録団体で利用の仕方が、毎年６月１日から翌年５月

３１日までとなっており、数十年定着しておりまして、５月１９（土）に利用団体

へ説明会を行ってからのほうがよいのではと思い６月１日から５月３１までの１

年間とさせていただきました。 

坪内委員長 

  利用申請が無ければ、開館しないんですね。 

福田中央公民館館長 

  はい、委員長 利用申請に基づいて開館します。 

坪内委員長 

  利用申請は、利用日の何日前から申請できるのですか。また、利用の制限はある

のですか。 

福田中央公民館館長 

  はい、委員長 特例に関する規則第３条の管理規則の準用にもありますように、

現在の管理規則を適用します。申請は使用日の５日前までに申請することとなって
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おります。 

坪内委員長 

  福田館長から運用上の補足説明がありましたが、委員の皆さん、ご質問はござい

ませんか。 

小山委員 

  はい、委員長 定期利用団体には説明会を開催するようですが、他の方の利用者

への広報は考えているのですか。 

福田中央公民館館長 

  はい、委員長 ５月号の広報に掲載しました。 

坪内委員長 

  他にご質問、ご意見ございませんか。ご質問等ないようですので、規則の制定で

すの採決をとります。議案第５号｢酒々井町立公民館定期休館日の特例に関する規

則の制定について｣原案に賛成の方の挙手を求めます。 

  （全委員賛成） 

  全員賛成ですので、原案とおり可決されました。 

  続きまして議案第６号｢酒々井町学校給食センター運営委員会委員の委嘱につい

て｣説明を願いします。 

石渡給食センター所長 

  はい、委員長 議案第６号 酒々井町学校給食センター運営委員会委員の委嘱に

つきましてご説明いたします。酒々井町学校給食センター設置条例第５条第２項の

規定により、下記の者を酒々井町学校給食センター運営委員としたいので、酒々井

町教育委員会行政組織規則第７条第１２号の規定により議決を求めるものでござ

います。 

  委員につきましては、第１号委員、酒々井中学校校長が異動しましたので、齊藤

喜一さんに、第２号委員、大室台小学校ＰＴＡ会長が代わりましたので眞々田義則

さんに委嘱しようとするものです。 

  任期につきましては、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までで、前

任者の残任期間となります。よろしくお願いします。 

坪内委員長 

  議案第６号｢酒々井町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について｣説明が

終了しました。ご質問、ご意見はございませんか。 

  （質疑等なし） 

  質疑等がなければ、議案第６号｢酒々井町学校給食センター運営委員会委員の委

嘱につて｣採決をとります。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

  （全委員賛成） 

  全員賛成ですので、原案とおり可決されました。 

  続きまして、議案第７号｢学校薬剤師の委嘱について｣説明をお願いします。 

池田学校教育課長 

  はい、委員長 議案第７号 学校薬剤師につきまして、ご説明いたします。酒々

井町学校薬剤師に１名の欠員が生じたことから、酒々井町立小学校及び中学校管理
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規則第５条の規定により、下記の者を学校薬剤師に委嘱したいので酒々井町教育委

員会行政組織規則第７条第１２号の規定により議決を求めるものでございます。 

 前任者が、一身上の都合により辞退されましたので残任期間となります。寺苑史子

さんを委嘱しようとするものです。任期につきましては、平成２４年４月１日から

平成２５年３月３１日までとなります。よろしくお願いします。 

坪内委員長 

  議案第７号｢学校薬剤師の委嘱について｣説明が終了しました。ご質問、ご意見は

ございませんか。 

  （質疑等なし） 

  質疑等がなければ、議案第７号｢学校薬剤師の委嘱について｣採決をとります。原

案に賛成の方の挙手を求めます。 

  （全委員賛成） 

  全員賛成ですので、原案とおり可決されました。 

  続きまして、協議第１号｢平成２４年度教科用図書印旛採択地区協議会委員の選

出について｣説明をお願いします。 

 

                                       

 

非公開 協議第１号 平成２４年度教科用図書印旛採択地区協議会委員の選出につ

いて 

 

                                       

 

坪内委員長 

  以上で議題について終了いたします。 

 

                                       

 

４４４４    次回会議の予定次回会議の予定次回会議の予定次回会議の予定    

坪内委員長 

  続いて、次回会議の予定についてお願いします。 

赤地こども課長 

次回の会議予定でございますが、５月２５日金曜日、午後２時から、６月は２８

日木曜日、午後２時に予定させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

坪内委員長 

次回会議は、５月２５日の金曜日午後２時、６月は２８日木曜日、午後２時に実

施するということですが、いかがでしょうか。 

（全員了承） 
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５５５５    各委員の各委員の各委員の各委員の予定予定予定予定    

坪内委員長 

 続きまして、各委員の行事予定をお願いします。 

赤地こども課長 

  （会議資料に基づき説明する｡） 

坪内委員長 

  天笠教授のプロフィールを教えてください。 

東條教育長 

  はい、委員長 天笠教授は千葉大学教育学部教授で、御専門は学校経営学です。 

  昨年まで、千葉県教育委員会委員長３年を含む、２期８年間千葉県教育委員会委 

員を務められ、中央教育審議会をはじめ国の教育施策に係る様々な審議会の委員を 

歴任されている方です。 

坪内委員長 

  その他にございませんか。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 ここに記載されていませんが、５月２０日（日）午前１０時から 

 プリミエール酒々井の文化ホールにおいて、酒々井町文化協会主催、酒々井町教育 

委員会共催により、東日本大震災支援の「第１回チャリティ芸能発表会」を行いま 

す。 

 ５月２９日（火）午後３時から、酒々井町隣保館において、平成２４年度第１回 

人権教育セミナーを開催します。講師に千葉県人権啓発センター常務理事の鎌田行 

平さんをお迎えし、「人権思想はなぜ作られたのか」と題して、講演会を行います。 

   

坪内委員長 

  東日本大震災支援のチャリティ芸能発表会ですが、どのような支援をするのです 

 か。 

濱野生涯学習課長 

  はい、委員長 募金箱を設置する予定です。募金につきましては、東日本大震災 

 の関係に全額寄付されます。 

 

                                       

    

６６６６    その他その他その他その他    

坪内委員長 

  続きまして、その他でございませんか。 

        社会教育課から生涯学習課に課名が変わり、場所も変わりましたが現在の近況は

どうですか。    

濱野生涯学習課長 

はい、委員長 ４月号の広報でもお知らせしましたが、新しい電話番号の周知に

苦慮しております。    
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７７７７    閉閉閉閉    会会会会    

坪内委員長 

それでは、以上をもちまして平成２４年度酒々井町教育委員会４月定例会議を 

終了いたします。（１６時００分） 

 

                                       

 

会議録署名委員長 

 

 

 

      委 員 

 

 

 

会 議 録 作 成 職 員 

こ ど も 課 主 幹 


