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平成２９年１１月定例教育委員会会議録 

 

１．開会及び閉会に関する事項 

（１）日 時 平成２９年１１月１４日（火曜日） 

開 会 １６時０３分 

閉 会 １７時０３分 

（２）場 所 直方市役所 ８階 第８０８会議室 

 

２．出席者及び欠席委員の氏名 

（１）出席者 

教育長 田岡洋一 

委 員 山内 健、 委 員 松野美知子 

委 員 澁谷昌樹、 委 員 清永智教 

 

３．会議に出席した者の氏名 

（１）事務局 

教 育 部 長 秋吉恭子 

  学校教育課管理主事 右田清二、学校教育係長 松本直生 

  こども育成課長 熊井康之、家庭支援係長 塩田礼子 

  文化・スポーツ推進課長 山部福美 

 

（２）書 記 

教育総務課長 安部静子 

 

４．会議式次第 

 

○教育長（田岡洋一） 

  皆さん、こんにちは。教育委員の皆様方には、大和青藍高校の学校視察で

お疲れのところを、１１月定例教育委員会ということで、引き続き会議を始
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めさせていただきます。 

  では、教育長報告ということで、座って報告をさせていただきます。 

  教育委員会の行事報告をごらんください。 

  一覧は１０月１１日から始まってますが、その前日の１０月１０日が１０

月定例教育委員会の開催日でございました。 

  １０月１２日から１３日にかけまして、１泊２日で私は八代市でありまし

た九州都市教育長協議会に出席をさせていただきました。この協議会の中で、

文部省関係者からは、英語教育改革の動向について説明がございましたが、

特に新しい内容はありませんでした。 

  それから、そこには書いてありませんが１０月１５日には、新入ファイタ

ーズという少年野球チームが４０周年を迎えたということで、この４０周年

少年野球大会の開会式が体育センターであり、挨拶をさせていただきました。 

  そして、１０月１６日に第４回教育フォーラム実行委員会、いよいよ今週

の土曜日に教育フォーラムが実施されますが、この４回目は、一番最初に教

育委員会の取り組みということで報告がありますが、そのプレゼンの内容等

について検討を行いました。 

  そして、これもそこには書いてありませんが、１０月１７日から２０日ま

で、４日間にかけまして、校長面談を行いました。これは全国学力学習状況

調査や福岡県学力調査の結果を、校長先生方がどのように受けとめ、今後ど

のような取り組みを行うのか。さらに取り組みを徹底させるために、どのよ

うな手だてをとるのかということに関して、詳しく聞き取りを行いました。 

  １０月２５日、定例教育長会議。そして、県教育委員会との意見交換会が

実施をされました。これは県教育委員会教育長の城戸教育長を初め、県教育

委員会の幹部職員と２時間近く意見交換会を行ったわけで、テーマは３つで

した。「小中連携教育の推進」、「コミュニティスクールの推進」、「教員の働

き方改革」についてということで実施しました。 

  定例教育長会議では、人事異動や管理職候補者選考試験関係の書類の提出

等についての連絡がありました。 

  それから１０月２７日直方第三中学校区小中一貫教育研究発表会。研修主

題が「意欲的に学び、自らの考えや思いを伝えあう児童生徒を育成する小中

一貫教育」ということで、これは昨年度と違いまして、今度は第三中学校区

ですから、北小学校に直方市小中学校のほぼ全ての教職員が参集をして、大

変活気のある研究発表会になりました。松野、山内両委員にも御参加をいた

だき、ありがとうございました。 

  これ１０月２８日が鞍手高校創立１００周年記念式典ということで、これ

も多くの関係者が出席をし、また在校生の態度もすばらしく、立派な式典で
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した。 

  ２９日の日曜日。福智山ろく花公園で予定をしていました「すくすくフェ

スタ」が台風接近のため中止になりました。午後、直方市ハートフル奨学金

の審議会に出席をしまして、新規、それから継続希望者１８名の面談を実施

しまして、奨学金交付者の決定を行いました。 

  １１月に入りまして、１日、定例では、福岡県学力テストの北九州教育事

務所管内の結果を報告しまして、先月の校長会と同様、学力向上について日

常の取り組みの強化についてお願いをしました。 

  １１月２日が第５回教育フォーラム実行委員会。これはフォーラム開催前

の最後の実行委員会ということで、細部に関する詰めを行いました。 

  １１月４日が直方市子ども音楽祭。これは小中高連携推進協議会が主催の

音楽祭で、ことしで１６回目ということで保護者を初め、多くの来場者がい

らっしゃいまして、大変楽しい音楽祭となりました。 

  翌日の１１月５日、中学校英語発表会。ことしは暗唱発表部門に１４名、

意見発表部門には、初めて１０名を超す１１名、合計２５名の応募者があり

まして、これも活発な発表会になりました。 

  １１月７日、市教委の学校訪問で教育委員の皆様方と感田小学校、直方二

中を訪問しました。 

  １１月９日、１０日は、これは鹿児島市で全国学校給食研究協議会が開催

されまして、北九州教育事務所管内の代表として、参加をしました。 

  そして本日が、１４日大和青藍高等学校交流研修会で、それが終了して現

在、１１月定例教育委員会ということになっております。 

  裏をごらんください。今後の行事予定です。 

  簡単に申し上げますが、１１月１６日に、中学校・高等学校の合同懇親会

ということで、一般的に、ほかの学区では管理職の先生同士の中高の懇親会

はあるんですが、この１３学区の場合には、部活動の顧問の先生方も小中学

校に参加して、去年も１３０人ぐらい出席された、そういう懇親会になりま

した。 

  １８日土曜日、直方市教育フォーラム。 

  １９日には、部落解放同盟直方市協議会第３０回定期大会に出席の予定と

なっています。 

  それから後は、いよいよ１２月定例議会も始まるわけで、一般質問が２８

日から１２月１日までと。その最後の一般質問の日には、定例校長会が予定

をされています。 

  １２月５日、五日市の日ですが、午後、人権問題啓発商店街の直方駅街頭

啓発に参加をする予定となっています。 
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  そして１２月定例教育長会議が１２日ということで予定をされています。 

  以上、報告を終わりますが、何か御質問ございませんでしょうか。 

  次に進んでよろしゅうございますか。 

  それでは、報告事項ということで、最初に「新入学児童生徒学用品費の前

倒し支給について」ということで、これは松本係長のほうから。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  就学援助費の入学児童生徒の学用品費の支払い時期について、３０年度入

学生から前倒し支給にしたいと思いまして。 

  お手元の時系列が載っている資料ですが、小中学校の就学援助費のうちの

入学児童生徒学用品費、いわゆる入学準備金と言われている分ですが、現行

は入学した後の５月に支給していますが、入学前の３月までに支給をすると

いうことを議会のほうでも提案がありましたし、近隣の市町村でもこういう

動きが大きくありますので、直方市でも入学前に、保護者の手元に支給がで

きるようにということで、改めました。 

  ３０年度の入学する新入学生ですので、年開けて３月に支給をするんです

が、実際に支給する事務手続上の問題もありまして、１月から２月１６日ま

でに申請手続に来られた方について、３月に支払いをします。１７日以降に

申請に来られた方は、経理上の問題がありまして、今までどおりの５月支給

という形で改めたいと思っております。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  御質問、御意見等ございましたらお願いします。 

  どうぞ。 

 

○清永委員 

  以前は学校長に支払いをなさってたのが、保護者になるというのは、すご

く変わるなと思いますが、何か大きな理由があるんでしょうか。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  今までは、５月に払うという時点で、入学準備の諸費用は、もう保護者が

立て替えていたということがありましたので、それで学校長に支払いをして、

学校で入学前後にかかる経費に充てていただくのが現状多かったので、それ

で実際保護者との関係性も全く問題なく、ぜひそうしてくれという保護者が

多かったので、学校に振り込んでいたんですが、事前にお渡しするという目
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的が、手元にお金をもらってから準備をするという部分も発生してくるので、

保護者の手元に直接払うという形にしました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいですか。 

 

○山内委員 

  その件については、校長会なりに話をして、その了解はとってあるんです

ね。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  はい。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  私から補足説明をさせていただきます。 

  校長会に話してと、山内委員がおっしゃった理由は、学校が入学準備金を

学用品に充てていたと、それが学校に入らない場合に、学校が保護者から、

それをまた支払ってもらわなければいけないという事務が発生するのでとい

うことだろうと思います。 

  その点は、学用品費という毎月支払う学用品費というのが、別にありまし

て、それを学期ごとにお支払いするように、それも改正をするようにしてお

ります。 

  １学期には、全体の学用品費の一定の割合を１学期に支払うということで、

学校にできるだけ迷惑をかけないように、処理をしたいと合わせて考えてお

りますので、そこのところも学校には説明をいたしております。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいですか。 

  それでは次に参ります。 

  １２月定例議会関係につきまして。まず２９年度１２月補正予算について、

お願いします。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  きょうお届けした分の横長の冊子・資料１でございます。 

  １２月補正について御説明いたします。７ページをお開き願います。 

  ２款１項１０目男女共同参画推進費におきまして、４節共済費で２万円を
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計上いたしております。職員構成の変動に伴う増額補正でございます。 

  次ページ以降、３款こども育成課の所管分と１０款におきます１節報酬、

２節給料、３節職員手当等、４節共済費の増額減額と補正を挙げさせていた

だいておりますが、同じ理由の職員構成の変動に伴う補正となっております。 

  一括してこの部分の説明をさせていただきます。 

 

○こども育成課長（熊井康之） 

  続きまして、こども育成課所管分の説明をさせていただきます。 

  引き続き７ページ、よろしくお願いいたします。 

  ２款１項１６目諸費におきまして、過年度還付金（こども育成課）分とい

たしまして、９２３万円を計上させていただいております。これは、国・県

等に対する補助金の申請で予定より利用人数が少なかったための還付金でご

ざいます。中身について項目だけ説明させていただきます。 

  まず家庭支援係におきまして、児童扶養手当、母子父子手当等の返還金、

それと母子家庭等対策総合支援事業費、これは母子家庭の方が看護師等の資

格を取りに行くための毎月の給付金となっております。 

  それと幼稚園における一時預かり事業、保育所におきます延長保育事業、

同じく保育所におきます家庭支援推進保育事業、幼稚園におきます施設型給

付金、これの還付金が出ております。 

  また母子保健係におきましては、乳幼児の全戸訪問事業、産後ケア事業、

それと未熟児医療の事業におきまして、返還金が出ておりまして合計で９２

３万円となっておるところでございます。 

  続きまして８ページをお願いいたします。 

  ３款１項５目、母子福祉費におきまして、１６３万９千円の歳出補正を組

ませていただいております。これは、母子家庭の職業訓練、資格を取るため

の訓練費ですけれども、当初１２名で新年度予算を組んでおりましたけれど

も、これが１４名必要になりましたので、その増額に対しての補正予算でご

ざいます。 

  続きまして、９ページをお願いいたします。 

  ３款２項６目、保育事業費です。まず１１節需用費、修繕料といたしまし

て、１４６万７千円を計上いたしております。これは直方市立若草保育園の

トイレ６カ所のタイル等の修繕のための予算となっております。 

  同じく３款２項６目委託料、５，９９３万１千円を計上させていただいて

おります。これにつきましては、まず今年度、保育士の処遇改善制度、新し

く入ってきております。それに対するデータシステムの改修が必要になりま

したので、その分の予算が６７万円。それと直方市立若草保育園、中央保育
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園の運営費といたしまして、５，９２６万１千円をここで計上しているとこ

ろでございます。 

  続きまして２０節扶助費、４，０２６万５千円を計上いたしております。

これは、市内１２の私立保育所の運営費委託料となっております。 

  以上です。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  １０ページをお願いいたします。教育費１０款でございます。 

  １０款１項２目、教育総務費の事務局費のうち、１節報酬費を全額減額補

正をいたしております。これは、学校教育課にスクールソーシャルワーカー

を配置する予定でございましたけれども、社会福祉士等の資格を有するもの

の応募が極めて少なく、今年度中の採用が見込めないことから減額するもの

でございます。学校や保護者との連携など必要性は年々増加しているところ

であり、今後人材の獲得に鋭意、努力したいと考えております。 

  続きまして１１ページをお願いいたします。 

  １０款２項１目、小学校の学校管理費で１１節需用費で２００万円、修繕

料として計上させていただいております。これは、昨年、小学校に設置され

ております遊具の点検を行いました。その点検の結果、ボルトの外れ、さび

等々がございまして、補修補強が必要ということで報告を受けておりまして、

その修繕に要する経費でございます。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  １０款２項２目の教育振興費について、御説明いたします。 

  ２０節扶助費ですが、先ほど報告いたしました準要保護の新入学児童学用

品費の入学準備金ですが、これは入学前に支払うべきものとして、３０年度

より変更いたしますので、３０年度入学予定の児童保護者に対し、３月まで

に支払うために補正を行います。金額につきましては、一人当たりの額が４

万６００円になりまして、対象者数が１１０人に乗じまして、４４６万６千

円と増額しております。 

  続きまして３目教育指導費ですが、非常勤特別職職員報酬を１名減として

おりますが、この分は非常勤職員の当初見込んでおった人数よりも減員とな

り、今後、雇用見込みがありませんので、１名減としております。２節と３

節は、これに伴う諸経費になります。 

  続きまして１０款３項２目の教育振興費です。これも先ほど申し上げまし

た入学準備金の中学校分でございます。 

  ２０節扶助費、入学準備金で３０年度入学予定者の中学校生徒の保護者に
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対し、３月までに支払うための補正です。金額につきましては、一人当たり

４万７，４００円に対して、対象者数１５１名を乗じて７１５万７，４００

円としております。 

  続きまして３目教育指導費ですが、非常勤職員特別職職員の報酬、こちら

も当初見込んでおりました人数よりも１人減となり、今後の雇用見込みもご

ざいませんので、減額としております。 

  以上です。 

 

○文化・スポーツ推進課長（山部福美） 

  １３ページをお願いいたします。 

  １０款４項２目、公民館費におきまして、１９節負担金補助及び交付金の

補助金で、６０万円を計上いたしております。これは、直方市公民館類似施

設設置助成金で、同交付要綱に基づいて、古町中区公民館の改築に対し、助

成するものでございます。改修内容としましては、トイレ改修の修繕工事で

改修見積額が２１４万４千円となっております。同交付要綱に基づきまして、

２００万円以上、３００万円未満のものの助成額は６０万円となっているた

め、今回、補正予算に計上するものでございます。 

  続きまして１９目文化財費におきまして、総額で２２８万２千円を計上い

たしております。内訳といたしまして、３つの補正の件数がありまして、１

件目は、一番最初に説明しました３節と４節の職員の変動に伴う分で、３４

万７千円を計上させていただいております。 

  次に１１節需用費の修繕料で、１４ページになりますが、１３０万円を計

上させていただいております。これは、水町遺跡公園の法面等の修繕工事で

ございます。水町遺跡公園から伸びる樹木の枝が、隣接地の工場の土地に侵

入しているため、樹木の伐採と法面の除草と崩落土（落ちている土）の撤去

を行います。 

  その他のもので、植木古屋敷遺跡発掘調査にかかる経費といたしまして、

６３万６千円を計上いたしております。この発掘調査は、植木の個人住宅地

の建設予定地で試掘調査をしたところ、埋蔵文化財を確認したため、発掘調

査を実施するものでございます。 

  経費の内容といたしましては、４節、７節で発掘に従事する従業員の人件

費。１１節は、調査に伴う消耗品やスライドの現像にかかる経費。また１４

節では、水中ポンプ及び重機借り上げ料を計上いたしております。 

  続いて１５ページをお願いいたします。 

  １０款５項２目体育施設費では、１１節需用費の修繕料で直方市体育館外

壁修繕緊急工事といたしまして、１２９万４千円を計上いたしております。 
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  本年１０月中旬に体育館の東側、ＪＲ線側と、南面の外壁の爆裂箇所を確

認いたしました。このまま放置いたしますと、壁面が剝離落下する危険性が

あるため、早急な対応が必要であることから今回、応急工事を行うものでご

ざいます。現在、南面から東面にかけて立入禁止といたしております。 

  以上です。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  ５ページにお戻りください。債務負担行為補正でございます。 

  表の３段目と４段目、小学校、中学校のそれぞれの情報通信機器操作等支

援業務委託料ということで、追加で挙げております。 

  ２９年度から３１年度、実際には３０年度と３１年度の経費でございます

が、これはいずれも授業等における情報機器の利活用について、アドバイス

や不具合の調整を支援してもらうための費用でございます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  債務負担補正の変更ですが、小学校給食調理業務委託料で、金額の変更を

いたしております。これは現在、小学校１１校のうち８校を調理委託してお

りますけれども、直営の調理に従事する職員の減少に伴いまして、３０年度

から新たに福地小学校の調理委託を行うための委託料を上乗せしたところで

ございます。 

  以上１２月補正予算について、御説明を申し上げました。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  質問等ございましたら。 

 

○山内委員 

  １１ページの１０款２項３目の非常勤特別職職員報酬のこの減額、必要な

かったんですか、これはどういう職員ですか。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  特別支援教育の支援員です。 

 

○山内委員 

  支援員さん。小学校も同じですか。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  はい。そうです。今は合計で３４名雇用してるんですが、まだ不足してる
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という声はあるんですけれども、なかなか。 

 

○山内委員 

  不足してるという声があるけど減らした。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  いや、増やしたんです。当初なかなか集まらなくて、面接等はいろいろ行

ってたんですけども、募集がなかなかなくて、で、ちょっと４月に食い込ん

で、最後。 

 

○山内委員 

  予定額まで見つからなかった。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  一応、予算を立てたときには、この人数で積算してたんですけども、もう

集まらないのと学校現場と話をして、その人数に確定したというところです

が、その確定した人数にも、４月に入って少し及ばない時期が一週間ほどあ

って、それ以降で人が応募してくれたので採用したというような形です。 

 

○山内委員 

  それでその人の、報酬があって、給料がありますよね。これは同じことで

すか。１節、報酬、２節、給料、どちらもこれは減額してありますよね。こ

れ別ものですか。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  ２節給料は職員分です。正規職員分です。 

  正規職員分の給料が先ほど説明したように、人事異動による調整で当初の

予算見込みから、１６０万ぐらいこの費目の人件費が少なくなるということ

です。 

 

○山内委員 

  これは教員の分ですね。 

 

○学校教育係長（松本直生） 

  はい、給料は教員です。 
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○教育部長（秋吉恭子） 

  市が雇用している任期付教職員の分ですね。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ほかは、ございませんか。 

  それでは次に行かせていただきます。 

  その他に参ります。１２月行事について、お願いします。 

 

○管理主事（右田清二） 

  それでは１２月行事予定、Ａ３の縦です。表紙です。 

  １２月１日、金曜日、定例校長会議１５時からあります。 

  ４日、月曜日、学力向上担当者会１６時からあります。 

  ５日、火曜日、研究収録執筆説明会１５時からあります。 

  ６日、水曜日、大相撲もち吉場所、直方市体育館であります。 

  ８日、金曜日、こころの劇場、劇団四季１０時からユメニティのおがたで

あります。 

  １３日、水曜日、小中一貫教育推進本部会１５時３０分からあります。ま

た同じ日に直方市人権教育推進代表者会が１６時からあります。 

  １５日、金曜日、小中一貫教育推進委員会１５時３０分からあります。 

  １８日、月曜日、直方市人権教育推進会議が１３時３０分人権センターで

あります。 

  ２１日、木曜日、給食が終了。 

  ２２日、金曜日、終業式。 

  ２５日から冬期休業となっております。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいでしょうか。 

  それでは本市の財政状況についてということで、はい。 

 

○教育総務課長(安部静子) 

  お届けしております資料４でございます。 

  これと市報１１月号をつけてます。それには直方市の決算状況が記載され

ております。もうご覧になった委員さんもおいでかと思いますが、改めてお

渡しをさせていただきます。実は、前回、山内委員から(市庁舎)正面の外壁

工事、幾らぐらいかかってるかということで、お問い合わせをいただきまし
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て、調べましたら２，４００万程度かかっております。北側ということでご

ざいますので、南・西・東側と４面あるわけでございまして、北側が記載の

金額でございます。 

 

○山内委員 

  これ北側だけでこの金額。 

 

○教育総務課長(安部静子) 

  はい。 

  ということで、今、財政状況ということで、最後に直方市の今後の大きな

支出を伴うものということで、この庁舎の維持修繕料、総事業費１０億とい

うことです。因みにでございますが、このほど学校訪問をいただきました、

感田小学校、外壁工事をしていたと思いますけれども、この外壁工事で６，

２４０万５，６４０円でございます。このうちの３分の１は国庫補助でござ

います。 

  市庁舎の場合は、補助がございませんので全額市費という形になります。 

  それから合わせまして、そのほかに学校関係の改修で言いますと、二中も

訪問いただきまして、トイレ改修の状況も確認頂いたと思いますが、トイレ

改修が２，２４９万６，４００円でございます。 

  大体トイレが１，５００万から２千万前後のトイレ改修工事になります。 

  それから外壁工事として、もう一カ所東小学校も、外壁工事を行っており

ます。そちらの外壁工事の総額が６，３９０万２，５２０円という金額でご

ざいまして、今後、直方市学校施設の長寿命化、延命計画というものも立て

ていかないといけませんけれども、今後そういった財政状況があるというこ

とで資料をお渡しさせていただくものでございます。 

  以上でございます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  何かございませんか。 

  ここは(市庁舎は)平成２年にできたんですかね。２７、２８年経ってます

ね。 

 

○澁谷委員 

  遅いんですよ。３年前から言ってたんです。落ちてたんですよ、外壁。何

回も連絡が入ってるはずですよ。 
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○教育総務課長(安部静子) 

  いずれにしても扶助費もずっと延びてまいりますので、中学校給食も始め

ましたので、中学校給食の扶助費だけでも年間２，５００万という数字にな

ります。ということで、どうしても自由に使えるお金が少ないという現状で

ございます。 

 

○松野委員 

  これ直方市、補助費っていうのは何ですか。 

 

○教育総務課長(安部静子) 

  補助費というのは、団体や協議会に補助金を出してますが。 

 

○松野委員 

  大体、低いんですか。ここのところずっと低くなったとかですか。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  いえ、昨年補助金の要項を見直しまして。事業費にしか補助を出さないと

いうことになりましたので、運営費には出しておりませんので、そういった

ものも関係してるかと思います。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、一番最後の会議録の署名委員の指名についてと、そのことに入

る前に、一つ。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  今、各小学校で放課後学習を行っておりますけれども、放課後学習の事業

に対して、文部科学大臣表彰を受けられるということで、通知がございまし

た。１２月７日、本省で授賞式がございますので、この事業のコーディネー

トをしていただいている藤田先生、それから石松指導主事のお二方に授賞式

に出ていただくように進めております。また、来月の教育委員会の際には、

もう受賞して帰ってきてると思いますので、あらかじめ委員の皆様にお知ら

せしておきます。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  もう１点、こちらのほうの資料（全国学力学習状況調査結果）を。この前
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要望が出ました。これについて。 

 

○管理主事（右田清二） 

  これについては、委員から全国を１００にしたところの比較がわからない

ということで４領域、これは国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂのものを平均かしたも

のですね。この前のグラフに黄色の線が全国の１００になってますので、こ

れで経年変化を見たもののグラフになっております。 

  以上です。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  よろしいでしょうか。 

  特にこの取り扱いのほうを御注意をお願いします。 

  それでは、会議録の署名委員の指名についてということで。 

 

○教育総務課長（安部静子） 

  それでは今回、１１月の署名委員、清永委員にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ほかにございませんか。 

 

○清永委員 

  これ、「こころの劇場」って、劇団四季ですね。去年ここに座ったらいい

ですよという席の何かをいただいて、見たんですけど。 

○教育部長（秋吉恭子） 

  また御案内を差し上げますので。 

 

○清永委員 

  お願いします。 

 

○教育長（田岡洋一） 

  ほかに。 

 

○教育部長（秋吉恭子） 

  大相撲もち吉場所チケットをお手元にお届けしております。 
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○教育長（田岡洋一） 

  では、以上で終わらせていただきます。 

  お疲れさまでした。 

 

 

１７時０３分閉会 
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