15:30 開会
○沖田委員長 只今から第６回教育委員会会議を開会いたします。本日の議事日程につきまして
は、お手元に配布のとおりであります。日程第１、会期の決定についてお諮りします。本
日一日限りとすることにご異議はありませんか。
(異議なし)
○沖田委員長 会期は、本日一日限りと決しました。
次に、日程第２、会議録署名委員の指名についてであります。
本日の会議録署名委員に１番瀧本委員、５番金子委員を指名致します。
次に、日程第３、前回会議の承認でありますが、第５回教育委員会会議について別紙議事
録のとおりでご異議ありませんか。
(異議なし)
○沖田委員長 異議なしと認め、第５回教育委員会会議を承認致します。
次に日程第４、事務報告についてお願い致します。
○教育部長 事務連絡２点ございます。２点共、資料は特にございません。
まず最初に１点目でございますが職員給与費の適正執行等に関する調査についてであり
ます。前回の教育委員会会議で、幕別町の教職員 200 人に対し、４月 27 日月曜日から６月
８日金曜日までの平日、17 日間に渡り調査が行われる。と、お話をさせていただきました
が、現在、調査につきましては粛々と進んでいる所であります。日にちを前倒しして調査が
行われていることもありまして、明日５月 31 日をもって終了する予定であります。以上、
調査状況をご報告いたします。
２点目は、イースタンリーグ公式戦 日ハムと楽天イーグルスについてのチケット販売状況
であります。現在、教育委員会や忠類総合支所、札内支所などのほか、セイコーマート２店、
セブンイレブン全店５店でチケット販売しているほか、札幌に置きます日ハムの球団において
も販売しているところであります。５月 28 日月曜日現在のチケット販売状況は、日ハムの球
団の方も併せまして、約 4,700 枚のうち 607 枚 13％相当が販売されている所であります。残
すところ、公式戦まで２ヶ月余りとなりましたが、今後、人海戦術も駆使しながら、販売に力
を入れてまいりたいと考えております。以上状況報告でございます。
○沖田委員長 事務報告につきまして、何か質疑等ございませんか。
(ありません)
○沖田委員長 質疑が無いようですので、議件に入ります。日程第５、報告第 13 号修学旅行の引
率業務等に従事する幕別町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領について説明を
求めます。
○学校教育課長
報告第 13 号、修学旅行の引率業務等に従事する幕別町立学校職員の勤務時間
の割振り等に関する要領について、ご説明申し上げます。議案書は１ページでございます。
本要領を、平成 24 年５月１日に教育長決定により制定いたましたので、ご報告をするもの
であります。本要領につきましては、平成 22 年４月に制定いたしたものでありますが、今
般、道教委におきまして、道立学校職員について全面改正されたことに伴いまして、町立
学校職員についても全面的に改正し、新たに制定をするものであります。
主な改正内容についてでありますが、旧要領では、修学旅行の引率業務に限り、４週間で、
１週間当たりの平均勤務時間が 38 時間 45 分となるよう弾力的に割振る変形労働時間制が認
められておりましたが、新要領においては、その適用範囲を文化祭又は学習発表会、体育祭・
運動会の実施日とこれらの実施日の１週間前からの事前準備業務まで広げるものでありま
す。
別冊の報告第 13 号説明資料、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。条文に沿って
ご説明いたします。第１の趣旨の文中では、修学旅行の引率業務等に従事するとありますよ

うに、等という文言が追加され、対象範囲が拡大されております。
第２は文言の定義を規定しているものでありまして、１項で修学旅行の引率業務、第２項
で文化祭等の業務、第３項で体育祭、運動会等の業務、第４項では事前準備業務について定
義をしております。次のページになりますが、第３の対象職員及び対象業務については、先
ほどご説明しましたように対象業務が、拡大されております。第４の勤務日の設定から以下
は、文言の整理のみで大きな変更はございません。本要領の制定によりまして、勤務時間を
弾力的に割振ることができる業務が拡大されましたので、教職員の時間外勤務の縮減に繋が
ることを期待するものであります。報告は、以上でございます。
○沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。
(ありません)
○沖田委員長 質疑なしと認めます。報告第 13 号につきましては、報告の通りとおりといたしま
す。次に日程第６報告第 14 号平成 24 年度幕別町立小中学校及び幕別町立幼稚園運営協議
会委員の委嘱について説明を求めます。
○学校教育課長 報告第 14 号、平成 24 年度幕別町立小中学校及び幕別町幼稚園運営協議会委員
の委嘱について、ご説明を申し上げます。議案書は２ページ及び３ページであります。本
町では、平成 16 年度より、学校と地域との連携を一層深める観点から、学校教育法施行規
則の規定に基づきまして、学校評議員として、学校運営協議会を設置いたしております。
このたび、教育に関して理解と識見を有するものとして、各学校長から推薦のありました
表のとおりの 64 名の方を、幕別町立学校管理規則第８条の３第２項の規定によりまして、
平成 24 年４月１日付けで、幕別町立小中学校及び幕別町立幼稚園運営協議会委員に委嘱い
たしましたので、ご報告をするものであります。なお、わかば幼稚園の未定１名につきまし
ては、決定次第委嘱をするものであります。また、委員の定数につきましては、５名であり
ますが、複数で連携して設置する場合は１校３名となっております。報告は、以上でござい
ます。
○沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。
(ありません)
○沖田委員長 質疑なしと認めます。報告第 14 号につきましては、報告のどおりとおりといたし
ます。次に日程第７議案第 30 号幕別町私立幼稚園就園奨励費補助金等交付要綱の一部を改
正する要綱について説明を求めます
○学校教育課長 議案第 30 号、幕別町私立幼稚園就園奨励費補助金等交付要綱の一部を改正する
要綱につきまして、ご説明申し上げます。議案書は５ページであります。本補助金につき
ましては、私立幼稚園に通う子どもの保護者の経済的負担の軽減、公私間格差の是正を図
るものとして、国で定めます基準に準じて要綱を定め、交付いたしているものであります
が、今般、国の基準が改正されましたことから、本町における本要項について所要の改正
を行うものであります。改正の内容といたしましては、所得階層を区分する市町村民税の
所得割税額を引き上げるとともに、全体的に補助限度額を引き上げるものであります。以
下、条文に沿いまして、ご説明申し上げます。
別冊の議案第 30 号説明資料・新旧対照表をご覧いただきたいと思います。
まず、別表第１の改正でございますが、別表第１は、１人または同一世帯から複数人が就
園している世帯についての表でございますが、区分の部の上から４番目、「当該年度に納付
すべき市町村民税の所得割課税の額が 34,500 円以下の世帯」とありますものを、77,100 円
以下に、次の部の 183,000 円以下とありますものを 211,200 円以下に改めるものであります。
この改正につきましては、子ども手当ての創設に伴いまして、平成 24 年度市町村民税から、
中学生以下の子どもを対象とした年少扶養控除が廃止されたことにより、市町村民税所得割
額が前年より増額となることに対応するものであります。また、補助限度額につきましては、

ここに記載の通り全体的に 2,000 円から 3,000 円引き上げ、それぞれ表のように改めるもの
でございます。表の下の注１の追加につきましては、税源移譲に伴いまして、所得税におい
て控除しきれなかった住宅借入金控除分を市町村民税の所得割課税額から控除できること
となっておりますが、本補助金の区分の算定にあたっては、税額控除前の額とすることを加
えるものであります。控除前の額とすることについては、国の通知に基づきまして、平成
20 年度から適用しているところでありますが、明確にするために、今般、本要綱の様式中
にこの文言を加えるものであります。説明資料の裏面２ページ目をお開きください。別表第
２は、兄、姉が小学校１年から３年生までにいる第２子、第３子以降を対象とした区分、補
助限度額の改正でありまして、別表第１と同じく、区分欄の 34,500 円を 77,100 円に、183,000
円を 211,200 円に改めますとともに、補助限度額をそれぞれ引き上げるものであります。表
の下の注１を加えることにつきましても、別表１の追加と同様でございます。説明資料３ペ
ージの様式第２号、次のページの様式第５号の改正につきましても、いずれも、区分欄の市
町村民税所得割の額 34,500 円を 77,100 円に、183,000 円を 211,200 円に改めるものであり
ます。議案書の７ページにお戻りいただきたいと思います。附則におきまして、この要綱は
交付の日から施行し、平成 24 年４月１日から適用するものと規定するものであります。説
明は以上でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。
(ありません)
○沖田委員長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第 30 号について、原案どおり可決
することにご異議ありませんか。
(異議なし)
○沖田委員長 異議なしと認め議案第 30 号については、原案どおり可決いたしました。
次に日程第８、議案第 31 号幕別町立幼稚園入園料及び保育料減免要綱の一部を改正する
要綱について説明を求めます。
○学校教育課長 議案第 31 号、幕別町立幼稚園入園料及び保育料減免要綱の一部を改正する要綱
につきましてご説明申し上げます。議案書は８ページであります。本要綱につきましては、
町立わかば幼稚園に就園する園児の保護者で所得が低い世帯の経済的負担の軽減を図るた
め、入園料、保育料を減免するものでありまして、今回の改正は、議案第 30 号の改正と同
様に、表の下の注に注１を加えるものであります。別紙１枚ものの議案第 31 号説明資料、
新旧対照表をご覧いただきたいと思います。別表第１につきましては、１人または同一世
帯から複数人が就園している世帯についての保育料減免額の表でございますが、表の下に
注１「市町村民税の所得割課税額については、租税特別措置法による住宅借入金等特別税
額控除等で、所得税において控除しきれないため、市町村民税の所得割課税額から控除す
ることとなった税額控除の適用前の額とする。」を加えるものであります。裏面の別表２に
つきましては、小学校１年生から３年生の兄・姉がいる場合の第２子、第３子以降の減免
額の表でありますが、別表第１と同様に、表の下に注１を加えるものであります。議案書
８ページにお戻りいただきたいと思います。附則におきまして、この要綱は交付の日から
施行し、平成 24 年４月１日から適用すると定めるものであります。説明は以上であります。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。
(ありません)
○沖田委員長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第 31 号について、原案通り可決す
ることにご異議ありませんか。
(異議なし)
○沖田委員長 異議なしと認め議案第 31 号については、原案どおり可決いたしました。

次に日程第９、議案第 32 号幕別町こども支援連絡協議会要綱の一部を改正する要綱につ
いて説明を求めます。
○学校教育課長 議案第 32 号、幕別町子ども支援連絡協議会要綱の一部を改正する要綱について、
ご説明申し上げます。議案書は９ページであります。本要綱につきましては、障害を有
する幼児児童生徒に対して必要な支援体制を整備することを目的に設置されている協議
会について必要な事項を定めているものでありますが、本年４月１日付けで、障害児等
への専門的な相談、指導及び療育等を総合的に支援することを目的に発達支援センター
が新たに設置され、幼児ことばの教室が発達支援センターに改められましたことから、
本要項の所要の改正を行うものであります。別紙の議案第 32 号説明資料、新旧対照表を
ご覧いただきたいと思います。第３条は、組織について規定いたしておりますが、第２
号中の幼児ことばの教室を発達支援センターに改めるものであります。議案書にお戻り
いただきたいと思います。附則におきまして、この要綱は交付の日から施行し、平成 24
年４月１日から適用すると定めるものであります。説明は以上であります。よろしくご
審議のほどお願い申し上げます。
○沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。
(ありません)
○沖田委員長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第 32 号について、原案通り可決す
ることにご異議ありませんか。
(異議なし)
○沖田委員長 異議なしと認め議案第 32 号については、原案どおり可決いたしました。
次に日程第９、議案第 33 号平成 24 年度幕別町一般会計補正予算の要求について説明を求め
ます。
○教育部長 議案第 33 号、平成 24 年度幕別町一般会計補正予算の要求について、ご説明を申し
上げます。10 ページをご覧頂きたいと思います。今回の補正予算につきましては、10 款：
教育費の予算に 51 万１千円を追加し、総額 11 億６千 775 万１千円と定めるものでございま
す。５項：社会教育費、11 目：百年記念ホール管理費 51 万１千円の追加であります。当ホ
ールは、平成 20 年度から指定管理によって運営しているところでありますが、指定管理の
協定におきましては、「燃料費と電気量は、当初の基準額に対し５％を超える変動があった
際は、協議の上、５％を超えた部分について次年度に指定管理料を変更することができる。」
と規程しているところであります。ホールの燃料費、重油についてでありますけれども、平
成 20 年度で１リットルあたり 70 円という基準額を設定しておりましたが、年々上昇基調に
ありまして、平成 23 年度納品実績では１リットルあたり 83．88 円、19．83％の増となりま
して、基準の５％をはるかに超えている状況にあります。平成 23 年度当初予算では、一定
程度の燃料単価の上昇を見込み予算計上しておりましたが、それを超えて上昇したため、協
定に基づき、５％を超えた分で当初予算で単価差を見込んだ増額分を差し引いた残り 51 万 1
千円を今回、補正しようとするものであります。
なお、５％までの分は管理者の負担となります。また、電気料については、特に差がない
ということで補正に必要はありません。以上で説明を終わらせて頂きます。ご審議のほど、
よろしくお願い申し上げます。
○沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。
(ありません)
○沖田委員長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第 33 号について、原案通り可決す
ることにご異議ありませんか。
(異議なし)
○沖田委員長 異議なしと認め議案第 33 号については、原案どおり可決いたしました。

次に日程第 11、議案第 34 号幕別町指定文化財の指定等に係る諮問について説明を求めます。
○生涯学習課長 議案第 34 号幕別町指定文化財の指定等に係る諮問についてご説明申し上げます。
議案書の 11 ページをご覧いただきたいと思います。議案にありますとおり、３点につい
て幕別町文化財審議委員会に諮問しようとするものであります。まず、１点目であります
が、指定文化財の指定であります。指定しようとする文化財は、種別が無形文化財で、名
称といたしましては九本栄一どさんこ甚句とどさんこ舟歌であります。内容としましては、
幕別町で発祥の北海道の開拓者魂を込めた郷土民謡になります。
どさんこ甚句は、北海道の開拓初期、厳しい環境の中、未開発の荒野をどさんこ気質と
根性で苦境に打ち勝ち、今日の産業・文明の進展を築いた先人達の苦労を讃えたもので、
郷土民謡がなかった北海道内陸部に後世に伝える民謡として、昭和 48 年に創作発表され、
昭和 49 年４月に命名発表されました。昭和 60 年２月には、北海道民謡連盟に認定歌謡曲
として指定を受けたところであります。
一方、どさんこ舟歌は、蝦夷地北海道の開拓初期の入植者が夢を抱き、かけがえのない
通路でもありました河川を通じて各地に入られた苦難を偲ぶ民謡として、平成６年に創作
発表されました。いずれも、九本栄一氏が作詞作曲された民謡であり、昭和 52 年にどさん
こ甚句の第１回大会が開催されて以来、これまで、どさんこ甚句が 35 回、どさんこ舟歌が
17 回と長きに渡り全国大会が開催されているところであります。どさんこ甚句及びどさん
こ舟歌は、現在も、どさんこ甚句・舟歌保存振興会により郷土民謡として正しい伝承と保
存振興を図り、北海道の代表的民謡として定着と文化の高揚に寄与」しており、小学生か
ら高齢者まで幅広く愛唱されている民謡であります。これら、幕別町で生まれたどさんこ
甚句、どさんこ舟歌について、文化財指定の適否を、幕別町文化財審議委員会に審議して
いただこうとするものであります。
２点目保存及び活用等についてであります。議案に記載のとおり２つありまして、１つ
目には、種別が民俗文化財で、幕別町蝦夷文化考古館の収蔵品になります。収蔵の内容と
しては、図書類が 152 点、文書類が 273 点、文化財が 295 点」であります。所有者は幕別
町で、所在地は幕別町字千住 114 番地の１、幕別町蝦夷文化考古館内になります。
２つ目は、種別が有形文化財で、札内Ｎ遺跡の出土品になります。出土品の内訳は、学
術的価値が高く希少なものとして、土壙 20 番が、土器２点、石器７点、土壙 25 番が、土
偶２点、土器７点について記載しております。所有者は幕別町で、所在地は幕別町字依田
384 番地の３、幕別町ふるさと館内になります。これらの収蔵品や出土品は、先住民族であ
りますアイヌの方、あるいは開拓者の方が、日常生活や儀式において使用されたものであ
り、貴重なものとして後世に受け継いでいかなければならないものであります。現在は、
幕別町蝦夷文化考古館及び幕別町ふるさと館にて展示及び保存をしておりますが、今後の
保存及び活用のあり方について、幕別町文化財審議委員会に審議していただこうとするも
のでございます。
続きまして、３点目その他になります。各種記念碑の取り扱いについてであります。町
内には、徳源地、開拓碑、歌碑、学校閉校碑といった記念碑が数多く存在いたします。こ
れらは、文字通り記念として残すべく意味合いから建設されたものでありますが、その殆
どが地域の有志により管理運営されておりますが、近年、地域の高齢化に伴い、引き続き
管理していくことが難しくなりつつあるところであります。このような中にあって、これ
らについて、今後、文化財として指定することが馴染むものかどうかを、幕別町文化財審
議委員会に審議していただこうとするものであります。以上３点について、幕別町文化財
審議委員会に諮問させていただきたく、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。なお、
諮問書は議案書の 12 ページに示させていただいております。
○沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。

○宮沢委員 直接議案とは関係無いのですが、幕別町の指定文化財というのは、ヒカリゴケが見
つかった時に４番目の指定文化財と伺ったんですが、どさんこ甚句の指定で５つ目になり
ますか。他にもありますか。
○生涯学習課長 今現在、指定しておりますのは、蝦夷文化考古館の収蔵品、糠内の獅子舞、札
内Ｎ遺跡の出土品、ヒカリゴケということで今現在は４点ございます。１点、ムックリ奏
者の安藤ウメ子さんは、亡くなっておりますので、今は無いです。
○沖田委員長 その他ございませんか。
○瀧本委員 今回諮問して、指定文化財としての指定を受けたとして、今までと違う取り扱い、
保管方法だとか、考え方など例えば、違う形での保存の仕方だとか色々なものの考えが出
てくると思うのですが、教育委員会としてどのように考えるべきなのかというものがあり
ましたら、お答えいただきたいのですが。
○教育部長 基本的には本日の２番目の保存及び活用等という所になろうかと思っております。
保存活用と申しましてもそれをいれる器、施設がふるさと館、蝦夷文化考古館ということ
で、それぞれかなり年数もたっていまして、今後の整備のあり方というのも非常に関連し
てくることになります。そうゆう意味合いも含めまして、諮問の中にはそれらも含めたこ
とで答申をいただければと思っております。それが今までとちょっと違うところかなと思
っています。以上でございます。
○瀧本委員 保管の仕方についても、例えば出土品であれば保管の仕方によっては崩れてくるこ
とや壊れていくことや、それらを保護しなければいけないとか思います。色々な部分で手
をかけなければならない部分出てくると思います、よく形にあるものはそのまま、継承し
ていける部分もあるでしょうけれども、形あるものは壊れやすいですとか、それらの部分
も当然あるでしょうから保管の仕方というのは凄く難しくなると思います。
○沖田委員長 よろしいですか。
○瀧本委員
はい。
○沖田委員長 その他ございませんか。
(ありません)
○沖田委員長 お諮りいたします。議案第 34 号について、原案どおり可決することにご異議あり
ませんか。
(異議なし)
○沖田委員長 異議なしと認め議案第 34 号については、原案どおり可決いたしました。
次に日程第 12、議案第 35 号幕別町学校給食センター運営委員会の委嘱について説明を求
めます。
○給食センター所長
議案第 35 号幕別町学校樹給食センター運営委員会の委嘱についてご説明
をさせて頂きます。幕別町学校給食センター運営委員会委員の任期につきましては、２年
間であり本年５月 31 日をもちまして任期満了となりますことから次の 13 名の方を委嘱す
るものであります。幕別町学校給食センター条例により、委員の人数は 15 名以内とし、委
員構成につきましては、学校代表者、父母代表者、教育委員会が必要と認めた公募による
者としております。地域別では幕別地区が２名、南幕別地区が２名、西幕別地区が７名、
忠類地区が２名となっております。なお公募員の人数枠につきましては、５名であります
が、今回３名の方が応募されており本年３月 22 日に開催されました、付属機関公募委員選
考委員会におきまして決定されているところであります。以上で説明を終わらせて頂きま
すので、よろしくご審議のほどよろしくお願いいたします。
○沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。
(ありません)
○沖田委員長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第 35 号について、原案どおり可決

することにご異議ありませんか。
(異議なし)
○沖田委員長 異議なしと認め議案第 35 号については、原案どおり可決いたしました。
次に日程第 12、議案第 36 号幕別町社会教育委員会の委嘱ついて説明を求めます。
○生涯学習課長 議案第 36 号幕別町社会教育委員の委嘱につきまして提案の理由をご説明申し上
げます。議案書 14 ページになります。本件は、本年５月 29 日をもって幕別町社会教育委員
の任期が満了になりますことから、議案書にありますとおり 15 名の方について社会教育委
員として委嘱しようとするものであります。15 名のうち、今回新たに委嘱しようとする方
は２名おりまして、１番の廣田佳次さんは幕別小学校の校長先生でございます。６番の牛尾
義美さん、幕別町ＰＴＡ連合会の会長をされている方になります。他の 13 名の方につきま
しては、これまでに引き続き社会教育委員として継続して委嘱しようとするものでございま
す。これらの方の内訳といたしましては、男性が８名、女性が７名になり、地区別には、幕
別地区が４名、西幕別地区が６名、南幕別地区が２名、忠類地域が３名になります。なお、
平均年齢は 52 歳で、任期につきましては平成 24 年５月 30 日から平成 26 年５月 29 日まで
の２年間になります。以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議のほどお願
い申し上げます。
○沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。
(ありません)
○沖田委員長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第 36 号について、原案どおり可決
することにご異議ありませんか。
(異議なし)
○沖田委員長 異議なしと認め議案第 36 号については、原案どおり可決いたしました。
次に日程第 14、議案第 37 号幕別町文化財審議委員会の委嘱ついて説明を求めます。
○生涯学習課長 議案第 37 号幕別町文化財審議委員会委員の委嘱につきまして提案の理由をご説
明申し上げます。議案書の 15 ページをご覧いただきたいと思います。本件は、本年５月 31
日をもって幕別町文化財審議委員会委員の任期が満了になりますことから、議案書にあり
ますとおり５名の方について文化財審議委員会委員として委嘱しようとするものでござい
ます。５名の委員のうち、４番の福家直人さんと、５番の山田貴赦さんは、町民参加条例
に基づき、文化財審議委員会委員に公募され、承認された方になります。
１番から３番までの３名の方につきましては、これまでに引き続き文化財審議委員会委
員として継続して委嘱しようとするものであります。５名のうち１名が女性の方になりま
して、地区別には、西幕別地区が２名、南幕別地区が２名、忠類地区が１名になります。
なお、平均年齢は 50 歳で、任期につきましては平成 24 年６月１日から平成 26 年５月 31
日までの２年間になります。以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議の
ほどお願い申し上げます。
○沖田委員長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。
(ありません)
○沖田委員長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。議案第 37 号について、原案どおり可決
することにご異議ありませんか。
(異議なし)
○沖田委員長 異議なしと認め議案第 37 号については、原案どおり可決いたしました。
次に日程第 15、議案第 38 号要保護・準要保護児童生徒に対する就学援助の認定につきまし
てはプライバシー保護のため秘密会といたします。これにご異議ありませんか。
(異議なし)
○沖田委員長 異議なしと認め秘密会といたします。

○沖田委員長 秘密をときます。
○沖田委員長 それでは以上を持ちまして本日の日程の全てが終了致しましたので第６回教育委
員会会議を閉じます。どうもありがとうございます。
16:10 閉会

