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平成２８年度酒々井町教育委員会１１月定例会議 議事録 
 
開 催 日 平成２８年１１月２２日（火） 
 
開催場所 役場西庁舎２階第１会議室  
 
出席委員 教 育 長 木村 俊幸   教育長職務代理者 浦壁 京子 

委    員 石井 國治   委 員 村重 浩二 
     委 員 林  洋子     
出席職員 教 育 次 長   
     生涯学習課長兼務 木内 達彦   こども課 長 七夕 夕美子 

学校教育課長 猪鼻 慎二   中央公民館長 鳩貝 剛 
     給食センター所長 木村 修一   プリミエール酒々井館長 小川 公一 
     こども課副主幹 伊藤 雄三   こども課主事(書記) 渡邊 しほ 
      
１ 開会時刻 １４：０３ 
 
２ 議事録署名委員の指名 
 
３ 議 題 
（１）議 案（非公開） 
   議案第１号 平成２８年度１２月補正予算（案）について 
 
（２）報 告（公 開） 
   報告第１号 中央公民館耐震補強工事の入札結果について 
   報告第２号 行政報告について 
 
４ 次回会議の予定 １２月２１日（水）午後２時 西庁舎２階第１会議室 
 
５ 教育長・教育委員の予定 
 
６ その他 
 
７ 閉会時刻 １５：２３ 
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議 事 録 
                                       
 

１ 開会の言葉 

木村教育長 
  ただ今より、平成２８年度酒々井町教育委員会１１月定例会議を開会いたします。  
                                      
 

２ 議事録署名委員の指名 

木村教育長 
議事録署名委員の指名を行います。林委員にお願いします。 

                                       
 

３ 議 題 

木村教育長 
  これから議事に入ります。本日の議題は議案が１件、報告が２件となります。 
  はじめに、非公開案件についてお諮りいたします。 
  議案第１号「平成２８年度１２月補正予算（案）について」は、町議会に対する

意見の申し出に関する案件であり、議会上程前の補正予算（案）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項の規定により非公開にしたい

と思います。 
  これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 
  ご異議ありませんので、議案第１号は非公開とすべきものと決定しました。 

それでは、はじめに議案第１号「平成２８年度１２月補正予算（案）について」

を議題といたします。 
事務局から説明願います。 

                                       
 

非公開 平成２８年度１２月補正予算（案）について 
                                       
 

以上で、議案の審議を終了といたします。 

続きまして、報告に入ります。報告第１号「中央公民館耐震補強工事の入札結果

について」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

鳩貝中央公民館長 

はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長 
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鳩貝中央公民館長 

報告第１号「中央公民館耐震補強工事の入札結果について」ご報告させていただ

きます。 

酒々井町中央公民館講堂棟耐震補強工事及び酒々井町中央公民館研修棟耐震補

強工事、こちらの２つで入札を行いました。その結果についてご報告申し上げます。 

まず、中央公民館講堂棟耐震補強工事でございます。 

こちらにつきましては、１１月１７日に入札を行いまして、１社の入札がありま

して落札されました。 

次に、中央公民館研修棟耐震補強工事の入札結果についてでございます。 

同日なのですが、１１月１７日に入札予定でございましたが、指名業者の入札参

加辞退及び未入札のため、入札が取り止めとなったところでございます。 

今後の中央公民館研修棟の耐震補強工事についてご説明させていただきます。 

先ほど、補正予算で触れたことでございますが、早期に指名業者を替えまして、

再度指名競争入札を行う予定でございます。それでも落札されない場合、可決して

いただきました、耐震補強工事設計診断を行う等の方策を講じまして、研修棟の早

期の耐震補強工事の着手を図りたいと考えてございます。なお、公民館の貸館につ

きましては、来年１月までとなっております。２月以降については貸館業務を停止

する予定でございます。皆さんに大変ご迷惑おかけいたしますが、ご理解とご協力

をお願いしたいと思います。以上です。 

木村教育長 

  事務局の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

ご意見ご質問等ございましたらお願いいたします。 

石井委員 

はい、議長 

木村教育長 

石井委員 

石井委員 

  １月末までの貸館ということで、現在、多くの団体が利用されているかと思うの

ですが、今後の状況の周知徹底は済まれていて、休館中はそれぞれの団体で個々で

お願いします、ということは変わらないのですね。 

鳩貝中央公民館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  中央公民館長 

鳩貝中央公民館長 

  利用していただいている皆さんにつきましては、１０月の入札が不調になった時

点で皆さんに早急にご連絡してございます。また、２月以降につきましても、この

スタンスは変わっておりませんので、こちらからお知らせできるところは代替施設

等ご案内して、申し訳ないのですが、皆さんで動いていただいております。１１月

から貸館が停止するということで前回ご連絡していたのですが、それと同じような
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形でお願いしたいと考えております。 

木村教育長 

  他に、ご意見ご質問ございませんか。 

  ないようでございますので、以上で「報告第１号」を終わります。 

  次に、報告第２号「行政報告について」を議題とします。 

はじめに私からご報告いたします。会議資料５ページに記載されているとおりこ

の１ヶ月も大変多くの行事がありました。時間の関係上、数点について報告いたし

ます。 

  はじめに学校関係の行事について報告いたします。 

  １点目は、１０月２９日の酒々井中学校開校７０周年記念式典についてです。午

前は青雲祭で主として校内合唱コンクールが行われ、保護者、地域の方々など約４

００名が来校されました。午後は多数の来賓を迎え、式典等は厳粛にかつ盛会に行

われました。教育委員の皆さんも大変忙しい中ご参集いただきましてありがとうご

ざいました。 

  ２点目は、１１月１０日に佐倉市民音楽ホールで開催された一部会小学校音楽発

表会についてです。発表会には一部会管内２５校すべてが参加しておりました。小

学校は合奏･合唱のどちらか一方に参加できることになっていまして、合奏には８

校が、合唱には１７校が参加していました。酒々井小と大室台小はともに合奏の部

に出場しました。合奏の部は３校が郡の発表会に参加できるということでしたが

酒々井小、大室台小とも代表に選ばれました。誠に喜ばしく思っております。なお、

中学校の部は開催されておりますが、同日は印教連視察と重なり、参観することが

できませんでした。 

  ３点目は、１５日に行われた酒々井小学校の公開研究会についてです。参観者は

来賓を含め２２５名、酒々井小の職員を含めると２６５名に上りました。酒々井小

の先生方にはこの日を迎えるまでに大変なご労苦をおかけいたしましたが、私もこ

の２年間、先生方の指導を見させていただきましたが、格段に指導力量が向上した

と実感しております。そのことは子どもの成長にも繋がりまして、全校ふれあい集

会というものがありましたけれども、その様子を見ても子ども達が生き生きとして

非常に楽しそうにしている姿、子どもの成長の姿が見られました。講師の先生、ご

来賓や多くの参観者の方々からたくさんのお褒めの言葉をいただきました。酒々井

小の先生方にとりましては今後の教育活動への自信となり勇気がわいたことと思

っております。 

４点目は、１６日に行われた小中体連印旛支部の指定研究校である富里第一小学

校の公開研究会についてです。酒々井中が同様に小中体連印旛支部の研究指定を受

け、２年目となる来年が公開研究発表会となることから参観いたしました。会場に

は約２００名の先生方が集まっておりまして、この日はかなり時間が押して、終了

した時はだいぶ暗くなっていました。小中学校での学習内容や学習活動に違いはあ

りますが、研究会の運営について工夫する必要があると思いました。 

  以上で学校関係の行事の報告を終わります。 

  次に、１１月２日に開催されたケーブルネット２９６番組審議会に委員として出
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席いたしましたので概要を報告いたします。 

毎年、要望を申し上げているのですが、今年は１５分番組の作成について検討し

てもらえないかということを申し上げました。大体３０分番組が多いのですが、１

５分番組にしていただけるとより多くの団体や学校等を紹介できます。番組の内容

によりますが、３０分番組ばかりではなくて１５分番組も検討してはどうかという

意見を申し上げました。会社の方からは、検討させていただきますという回答があ

りました。審議前にドキュメンタリー番組を３本視聴しました。その中の１本が過

日行われた千葉氏まつりを企画した番組で、町民や役場担当職員の祭りへの思いや

取り組みを取り上げたものでした。私は映像がきれいで、内容が取り組んでいる方

の苦労話や表情も非常に良く伝わってきました。また、何を伝えようとしているの

か非常によく伝わってきて、素晴らしくよかったと感じましたが、他の審議委員の

皆さんもこの番組企画を褒めるとともに、今回酒々井の祭りがこのように立派な番

組となって放映されることをうらやましく思われておりました。なお、この番組は

１０月１６日から３１日まで放送されますので、視聴していただければと思います。 

  次に、先日行われたプロ野球ドラフト会議で広島東洋カープから４位指名され、

入団することになった酒々井中卒業生の坂倉将吾さんが、１８日に表敬訪問されま

したのでその報告をいたします。板倉さんは小学校時代は町の野球チーム、酒々井

ビッグアローズに所属し、中学校時代は硬式野球の八千代中央シニアに所属し、い

ずれもチームの中心選手としてチームの優勝に大きな貢献をしました。特に八千代

中央シニアの３年生の時には全国優勝しております。この日はお母さんと訪れ日焼

けしたたくましい姿を見せてくれました。年明け早々にチームに合流するそうです

が、体をしっかりつくり、技量を一層高めて１日も早く１軍に入って私たちに雄姿

を見せてくれるよう皆さんとともに心から期待したいと思います。 

  以上で私からの報告を終わりにさせていただきますが、このほかに印教連研修視

察や盛年式など、委員の皆様も参加された行事がたくさんありますので、それらも

含めて皆様の感想などいただければと思います。ご発言お願いいたします。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

  私は、１０月２９日に行われた酒々井中学校開校７０周年記念式典の報告をさせ

ていただきます。 

  午前中の青雲祭の合唱の部から出席させていただきました。誰が聞いても１年生

よりも２年生、２年生よりも３年生の歌声が上手く、このことに子ども達の成長の

過程を見ることができました。３年生の合唱の前に休憩が１０分ありました。３年

生はどのクラスも円陣を組んでキーを合わせたり、発声練習や声掛けをするなど合

唱コンクールにかける意気込みがすごいなと思いました。結果的に順位が付きまし

たが、３年生の合唱には差はなかったと思います。 

午後からは開校７０周年記念式典セレモニーがあり、思い出のスライドや壁画が



 6

ありました。壁画の準備は４月頃から始まったそうです。約半年かけて全生徒で作

った大空を羽ばたくクジラは圧巻でした。今後１０年間体育館に飾られるそうです

が、壁画に込めた思いを後輩たちに受け継いでいってほしいものです。壁画は大き

く重たいものですので、滑落しないように定期的に点検をお願いします。 

式典の終盤には、桜林高校の生徒さん達の少林寺拳法と和太鼓と書道の演技を拝

見しました。どの生徒さんも全国レベルの実力を持つそうです。皆輝いていました。

驚くべきは、大半の生徒さんたちは、高校に入ってから始めたそうです。素直な子

たちが良い指導者のもとで学ぶと伸びることがここでわかります。酒々井中の生徒

たちは良い刺激になったのではないでしょうか。大変良いものを見せていただきま

した。ありがとうございました。 

次の１０年に向けて、先人の伝統を引き継ぎ未来へ繋げていくには、生徒たちの

努力、先生方の良い指導、教育委員会のバックアップ、地域の方々のサポートが不

可欠です。最後にこの場を借りて、開校７０周年記念事業実行委員会の方々に感謝

申し上げます。以上です。 

石井委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  石井委員 

石井委員 

  私は、教育委員の参加を要請されていない任意の行事ですが、１１月６日、午前

中に順天堂大学佐倉キャンパスで実施された大人のスポーツテストに参加して参

りました。２０歳から６４歳までと６５歳から７９歳までの２班に分かれまして、

６種目の体力測定が行われました。順大のスポーツ健康科学部の学生の皆さんが１

５人ほど、また、町スポーツ推進委員連絡協議会及び町生涯学習課スポーツ班など、

大勢のスタッフさんの協力のもと約７０人から８０人が参加したようでございま

す。会場は、日本のトップ選手が走りました最高の順大陸上競技場で行われ、青空

のもと大変気持ちの良い測定会でした。 

文科省による新学力テスト実施要綱に基づきまして、全国規模で行い、集計結果

は再来年頃に公表すると聞いております。 

次に、酒々井千葉氏まつりポストイベント本佐倉城茶会についてご報告します。

千葉氏ゆかりの寺院にて、表千家及び裏千家それぞれ本格的なおもてなしによる茶

会に木村教育長と同席させていただきました。私にとって初めての茶会は貴重な経

験でした。また、先生のお話により、茶道というものの奥の深さを少し知ったよう

な気がします。また、お寺の寺宝をゆっくりと拝観でき、天気にも恵まれ、究極の

ひと時でした。茶会は盛況だった様子です。茶会の後、プリミエールの文化祭閉会

式にも出向きました。１日３会場巡りましたが、いずれの会場も生涯学習課の職員

全員が、それぞれ３つの会場に分かれて活動していました。季節の変わり目であり、

皆さんそれぞれの健康に留意していただきたいと思った次第です。以上です。 

浦壁職務代理者 

  はい、議長 
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木村教育長 

  浦壁職務代理者 

浦壁職務代理者 

  続きまして、１１月１１日に教育長、教育委員で印教連研修視察に行かせていた

だきましたので報告いたします。 

  午前中は成田市立下総みどり学園でした。下総地区の４つの小学校を統合し、中

学校の敷地に新校舎を構えた小中９年間の一貫校型でした。成田市の教育長からは

学校はふるさとである、そこを壊さぬように統合を着々と進めていったと歩みが報

告されました。９年間の学びを小学校の１年から４年までを前期、５年、６年と中

学１年を中期、さらに中学２年、３年を後期というブロックに分けて、３４６人の

児童生徒たちが生き生きと学ぶ様子を拝見してきました。校舎は小学校・中学校の

相互利用が図れるものでした。教室はフルオープンが可能で段差がなく、木製の間

仕切りがとても素敵に感じました。そして明るく広々としたスペースは多様な学習

に対応しており、何といっても６０インチの大型テレビが各教室の廊下にあり、目

を見張りました。３年目になる今は、学力ばかりでなく情意の面も大きく成長した

というデータから一貫型の大きなメリットを実感じてまいりました。 

午後は市川市立塩浜学園でした。２７年度に小中一貫校として開校した後、今年

度は市川市立塩浜学園として県内初の義務教育学校となりました。みどり学園と違

うところは統廃合を伴わないというところでした。小学生にあたる部分を前期、中

学生にあたる部分を後期と呼びながら、既存の校舎を利用しています。グラウンド

を挟んで、小学校区、中学校区なのですが、一部が中学校区に行って勉強している

ということです。この所在地はどこになるのか調べましたら、中学校の校舎に住所

がありました。そして、職員は、小学校５年生から出前授業という形で中学校の先

生が来てくれるということでした。特色は３．１１の被災地であるということを受

けまして、地区防災を考える独自の強化、中１ギャップや心身発達の早期化への対

応、そして、学びと育ちを義務教育６年間で捉え直し、現実に合った独自の教育課

程を行っているということでした。単に小学校と中学校の合体ではなくて、新しい

学校として、新しい価値を生み出し、歩み始めたところであると理解してきました。

現在、３１７名が学習しています。各自治体では、少子化の問題も踏まえて、この

ような形の学校がすでに検討されつつあるということも事実だと思いますが、酒々

井町に置き換えたとき、身近な問題としてどのような形があるのかな、と考える一

助にもなりました。当日は早朝の大雨の中をこども課職員に送迎をいただきまして、

ありがとうございました。以上です。 

林委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  林委員 

林委員 

  私は、１１月１５日の火曜日、酒々井小学校で行われました、文科省指定の人権

教育公開研究会に、教育長含め５人で参加させていただきました。 
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  「相手の立場に立って感じ、考え、行動し、自己有用感を高めることができる児

童の育成」を研究テーマとして、ふれあい活動と道徳を中心に全教育課程の中で、

子ども達一人ひとり活躍できる授業の展開を見せていただきました。特に道徳の時

間では、どの学級でも思いやりや相手の立場に立った発言がとてもよく感じられま

した。１年生から６年生まで６学級が展開していたのですが、発達段階に応じて子

ども達が大変よく頑張っておりました。また、ふれあい活動の時間には、児童が体

育館に集まったのですが、学年を超えて交流が深まっておりました。いくつかのグ

ループと一緒に活動してみたのですが、笑顔いっぱいで６年生の子に声をかけられ

た低学年の子が笑顔で返事をしているという場面がたくさんありまして、子ども達

の生き生きしている姿を拝見することができました。また、体育館でふれあい活動

を行う前に人権標語の発表がありました。各学年１人ずつ、５・６年生については

学級一人となっておりました。内容は、自分の活動に応じた標語ということで、大

変心が和みましたし、自分の思いをはっきりと伝えようということで、言葉の調子、

声の大きさ、とても表現力があり、感動いたしました。全国公開ということで県内

外からたくさん参加がありました。先ほど教育長のお話の中で、学校外だと２２５

名と報告がありましたけれども、多くの人たちが見ている中で、子ども達は自分の

思いをしっかりと表現していて、すばらしい成果が出ているな、と感じました。大

変充実した２年間の研究の成果であり、すばらしいと思いました。以上です。 

木村教育長 

  ありがとうございました。 

以上で、教育委員のご発言を終わりたいと思います。 

続きまして、事務局から報告いたします。 

はじめに、教育次長より報告をお願いいたします。 

木内教育次長 

  はい、議長 

木村教育長 

教育次長 

木内教育次長 

(報 告) 

木村教育長 

続いて、こども課から順に報告願います。 

七夕こども課長 

はい、議長 

木村教育長 

こども課長 

七夕こども課長 

(報 告) 

猪鼻学校教育課長 

はい、議長 

木村教育長 
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学校教育課長 

猪鼻学校教育課長 

(報 告) 

木内生涯学習課長 

はい、議長 

木村教育長 

生涯学習課長 

木内生涯学習課長 

(報 告) 

鳩貝中央公民館長 

 はい、議長 

木村教育長 

 中央公民館長 

鳩貝中央公民館長 

(報 告) 

木村給食センター所長 

  はい、議長 

木村教育長 

  給食センター所長 

木村給食センター所長 

(報 告) 

小川プリミエール酒々井館長 

  はい、議長 

木村教育長 

  プリミエール酒々井館長 

小川プリミエール酒々井館長 

(報 告) 

木村教育長 

  事務局からの報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございますか。 

では、私からご質問させていただきます。 

８０歳の青年式は何人いるのですか。 

木内生涯学習課長 

  対象者は１５０人以上だった思います。 

木村教育長 

  １５０人というと、今の中学生の１学年の人数と変わらないですね。 

  私からもう一つご質問させていただきます。 

  給食センター所長にお伺いいたしますが、給食の試食会というのは、ＰＴＡや地

区の人など色々あると思いますが、誰でも受け入れできるのですか。 

木村給食センター所長 
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  それは会としてでしょうか。それとも個人的に食べに来るということですか。 

木村教育長 

  教育委員が試食することや事務局の皆さんが試食することなど、食べたことない

というお話をよく聞くのですけれども、試食というのは可能ですか。 

木村給食センター所長 

  はい、議長 

木村教育長 

  給食センター所長 

木村給食センター所長 

  事前にご予約いただければ、試食することは可能です。先日も役場の職員が４名

ほど事前に予約して試食をして行きました。 

木村教育長 

  原材料費は負担してもらうということですね。 

木村給食センター所長 

  申し訳ないのですが、１人３００円の徴収をいたします。 

  事前予約なしで試食をするのは難しいですが、ご予約いただければ大丈夫ですの

で、お待ちしております。 

木村教育長 

  何十人と行くわけではないので、１週間くらい前でも２、３日前でも大丈夫なの

ですか。 

木村給食センター所長 

  はい、問題ありません。 

七夕こども課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  こども課長 

七夕こども課長 

  先ほど、お話に出ました８０歳の青年式について、人数を調べさせていただきま

した。対象の方は２１１人で、出席が８１名とのことでございます。 

木村教育長 

  調べてくださり、ありがとうございました。 

浦壁職務代理者 

  はい、議長 

木村教育長 

  浦壁職務代理者 

浦壁職務代理者 

  学校教育課にお伺いいたします。１１月８日の第３回心の教育推進会議について

報告がございました。今、中学生の自殺などいろいろ出ておりますけれども、そう

いうことも含めたことが議題に上がったのではないかと思うのですが、私たちが普

段の生活で心がけるようなことや特徴のある子ども達の様子などがありましたら
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教えてください。 

猪鼻学校教育課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  学校教育課長 

猪鼻学校教育課長 

  父子家庭なのですが、アルコール中毒のお父さんがおりまして、子どもにお酒を

買って来させたり、飲酒運転をしそうになることがある場合、お父さんに指導とい

うか注意するように公共の機関から言ってあります。ネグレクトのようなことも含

めて、事情はそれぞれ違いますが、親の育て方が子どもに対する影響を及ぼしてい

る傾向がいくつかあります。 

浦壁職務代理者 

  ありがとうございました。そのような事例の場合は、民生委員・児童委員の方な

どが親に直接ということは難しいですよね。 

猪鼻学校教育課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  学校教育課長 

猪鼻学校教育課長 

  その都度、集まるメンバーは違いますが、集まったメンバーでどこに話を通すか

ということを相談する会議です。放っておくことはしません。 

浦壁職務代理者 

  大変だと思いますが、よろしくお願いします。 

村重委員 

  はい、議長 

木村教育長 

  村重委員 

村重委員 

  学校教育課に要望いたします。社会科副読本編集会議は今回が最終回ということ

ですが、成果物が出来上がりましたら、閲覧させていただきたいです。 

猪鼻学校教育課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  学校教育課長 

猪鼻学校教育課長 

  予定では、年内に変更するところは決めて、１月に印刷に回すような形ですので、

年度末ギリギリにならないように、見ていただけるよう予定しております。 

石井委員 

  はい、議長 

木村教育長 
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  石井委員 

石井委員 

  学校教育課にお伺いいたしますが、就学支援ということで、新入生の就学支援の

人数は何人なのでしょうか。 

猪鼻学校教育課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  学校教育課長 

猪鼻学校教育課長 

  大室台小学校、酒々井小学校ともに審議にかかったのは６名です。 

木村教育長 

  これは、小学校の入学児童を対象に６名ずつということですが、中学校はまた別

の日に行うのですね。 

猪鼻学校教育課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  学校教育課長 

猪鼻学校教育課長 

  中学校についても審議は行いましたが、まだ決定はしていないので、次回の審議

で決まる予定です。 

木村教育長 

  他にご意見ご質問ございませんか。 

 ご質問等ないようでございますので、以上で「報告第２号」を終わります。 

以上をもちまして、議題については、すべて終了しました。 

                                       
 
４ 次回会議の予定 

木村教育長 

続きまして次回会議の予定について事務局より説明願います。 

七夕こども課長 

  はい、議長  

木村教育長 
  こども課長 

七夕こども課長 

  次回会議の予定ですが、平成２８年１２月２１日（水）１４時から役場西庁舎２

階第１会議室で予定させていただいております。 

併せまして１月の予定ですが、１月２０日（金）１４時から役場西庁舎２階第１

会議室で予定させていただいております。 

木村教育長 
次回会議は、１２月２１日（水）１４時から、１月は１月２０日（金）１４時か
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ら実施するということですがいかがでしょうか。 
（全員了承） 

木村教育長 
  それでは、そのようにご予定願います。 
                                       
 
５ 教育長、教育委員の予定 

木村教育長 
 続きまして、教育長、教育委員の行事予定をお願いします。 

七夕こども課長 

  はい、議長 

木村教育長 
  こども課長 

七夕こども課長 

(報 告) 

                                       
 
６ その他 

木村教育長 
  続きましてその他ございませんか。 

七夕こども課長 

  はい、議長 

木村教育長 

  こども課長 

七夕こども課長 

（配付資料の確認） 

木村教育長 

  事務局からのその他は以上です。委員の皆さんからその他はございませんか。 

  なければ、その他を終わります。 

 

 

                                        
 

７ 閉 会 

木村教育長 
それでは、以上をもちまして平成２８年度酒々井町教育委員会１１月定例会議を 

終了いたします。（１５：２３） 
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