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教 育 委 員 会 定 例 会 
 

日 時：平成２９年５月１７日（水）午後 1時 30分～午後 3時 00分 

場 所：教育センター２階 ２０４会議室 

 

出席者：教育長 髙橋 正  教育委員 早藤義則、小松泰子、貴田太史、西山清和 

 

事務局及び出席者：柏木参事、冨士川課長、富田教育指導担当課長、池谷美術館長 

峯図書館副館長、鈴木副課長、植村非常勤指導主事 

 

議事録署名委員：貴田委員、西山委員 

 

 ※ 傍聴希望人  なし 

 

髙橋教育長 皆さん、こんにちは。小・中学校も無事、修学旅行が終わりまして、これからは中

学校の運動会が控えております。そういう形で夏に向かってという状況です。 

   また、こういう気候ですので、風邪などが流行っているようです。鼻炎などにお気を付け

いただきたいと思います。 

   それでは、傍聴の申し出につきましては、ございません。ただいまの出席数は５名でござ

います。定足数に達しておりますので、これより平成２９年５月教育委員会定例会を開催い

たします。本日の議事日程は、お手元に配布のとおりでございます。会議録署名委員は会議

規則第３５条の規定により、貴田委員、西山委員にお願いいたします。 

   それでは、秘密会とする案件につきまして、お諮りいたします。案件（１）議決事項議案

第３号 平成２９年度補正予算についてでございます。これにつきましては、まだ未確定な

要素もございますし、議会の方に上程される予定でございますので、ここでは秘密会とさせ

ていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

委員 全員賛成 

髙橋教育長 それでは、本件につきましては、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、秘密会とさせていただきます。 

    

   議事録の承認 

    平成２９年４月教育委員会定例会議事録の承認について 

髙橋教育長 次に、議事録の承認に入らせていただきます。平成２９年４月教育委員会定例会議

事録の承認について、事務局から説明をお願いいたします。 

鈴木副課長 それでは、４月定例会の議事録をご覧いただきたいと思います。 

  ※ 訂正箇所の説明 

髙橋教育長 説明が終わりました。質疑等はございますでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 それでは、４月定例会議事録につきまして、承認を求めたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

委員 全員異議なし 

髙橋教育長 それでは、４月定例会議事録については承認されました。 

 

  案 件 

   （１）議決事項 

    議案第４号 平成３０年度使用小学校教科用図書の採択について 

髙橋教育長 それでは、案件に入らせていただきます。（１）議決事項 議案第４号 平成３０年

度使用小学校教科用図書の採択について、事務局から提案理由の説明をお願いします。 

鈴木副課長 議案第４号をお願いします。 

  （資料に基づいて、議案第４号 教科用図書採択方針について 説明） 

   ・教科用図書の採択に当たり、公正を期し、よりすぐれたものを選定するための採択  基
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本方針を定めるため 

髙橋教育長 提案理由の説明が終わりました。質疑はございますでしょうか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 質疑がないようですから、質疑を終了いたします。これより、議案第４号について、

決することにご異議ございませんか。 

委員 全員賛成 

髙橋教育長 本案は、原案のとおり可決されました。 

 

  （２）報告事項 

   ① 平成２８年度図書館活動報告について 

髙橋教育長 次に、（２）報告事項に入らせていただきます。① 平成２８年度図書館活動報告に

ついて、事務局から説明をお願いいたします。 

峯図書館副館長 資料１をお願いします。 

  （資料に基づいて、平成２８年度図書館活動報告について 説明） 

  ・資料状況、利用状況、登録状況及びインターネット等利用状況、事業報告など 

髙橋教育長 説明が終わりました。質疑はございますか。 

早藤委員 広報周知活動について、成人式のときに、新成人におすすめ本のリスト配布をしたと

いうことで、非常にいい試みだろうなと思います。この成果について、何らかの形で表れた

ものがありますか。 

峯図書館副館長 貸し出し冊数に直に結び付いているかは、ちょっと考えにくい状況です。館内

において、おすすめ本リストに載っている本を展示して、貸し出しをしておりますが、実際

にカウンターに来られているお客様については、新成人ではなく、元新成人と言いますか、

尐しお年の方に貸し出しをすることが多いです。ですから、目に見える成果というのは、な

かなか表れていない状況でございます。 

早藤委員 その状況はわかりました。時間もかかることだと思いますが、非常にいい企画だと思

います。新成人だけでは、もったいないと思います。３歳６カ月児への絵本リストの配布も

されていますので、こういうものが保育園・幼稚園や、小・中学校などにはないのかなと思

いますが、そういうものはありますか。 

峯図書館副館長 小学校には、１・２年生用、３・４年生用、５・６年生用の「うちどくリスト」

があり、中学生・高校生にもリストがございまして、各学年の１人１冊行き渡るように、配

布をしております。 

   ただ、保育園・幼稚園に関しては、リストはありません。図書館には、３歳６カ月のおす

すめ本の「絵本が好き」というリストがありますが、それは３歳６カ月健診の対象者にお配

りするのが主なので、それ以外のリストというのはありません。 

早藤委員 いまの話ですと、小学校や中学校の児童・生徒には、学校を通して、そのリストを配

っているということですか。 

峯図書館副館長 そうです。セカンドブックの贈呈式が５月２３日・２４日・３０日にございま

すが、そのときには必ず、１年生にセカンドブックのプレゼントの本とあわせて、うちどく

のブックリストを１冊付けるようにしております。 

早藤委員 他の学年も、全部学校を通してやっているんですね。 

峯図書館副館長 そうです。新しくできたときには、学校を通してお渡ししました。 

髙橋教育長 ここでもご紹介したと思います。 

早藤委員 それは１回だけで終わってしまうものですか、それとも、毎年やっているんですか。 

峯図書館副館長 学年が上がったり、その子によって内容が変わってきます。それもあわせて、

学年が変わったら、次の段階のリストをお配りできるような形を、いま検討中です。 

早藤委員 そうだとしたら、これは２８年度の活動報告の中にも入っていてもいいのかなと思っ

たんです。 

峯図書館副館長 資料の中に、子ども読書活動推進計画や子ども読書調査を載せていますが、う

ちどくブックリストの配布というふうには記載されておりません。 

髙橋教育長 そのように書けばいいんじゃないですか。 

早藤委員 広報の部門で書かないと、意味がないです。 

髙橋教育長 確かに、推進計画の中では、「うちどくの推進」とうたっているので、実際その方法
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としてやっているわけですから、追加したらいいと思います。 

峯図書館副館長 わかりました。 

髙橋教育長 他にございますか。 

西山委員 団体貸出に関わる部分でお尋ねしたいと思います。貸出先に病院、高齢者福祉施設な

どがあり、直接図書館に出向いて利用することが困難な方に対するケア、サポートといった

部分かと思います。そういったところも含めて１４カ所、貸出回数は延べ４４回ということ

で、１つの施設に年３回ぐらいとすると、３～４カ月を１サイクルで回られていて、スタッ

フなどのことを考えると、これが限界かなと思います。回数については、今年度も例年どお

りに行われると思います。 

   そこで貸出する本の選定についてですが、介護施設などでは、入所者からの希望をとるの

は非常に困難な部分があります。入所者の声などは、直接届いていますか。それとも、施設

の担当者の方々のリクエストなのか、あるいは、このくらいの年代の方がいるから、こうい

うものだろうかと選ぶのか、どういう基準がありますか。 

峯図書館副館長 西山委員がおっしゃっている、すべての要素が入っております。施設の担当者、

たとえば湯河原老人ホームでは、昔話の本を入れてほしいという要望がございます。そして、

そこに我々が行って、図書を置くスペースで作業をしておりますと、入所者から、今度はこ

ういう本が読みたいという、そこでご希望をお聞きする場合もあります。それに加えて、図

書館内の蔵書を考えて、こういう本が施設や病院で好まれるのではないかという想像をして、

お届けしているような状況です。 

髙橋教育長 他にございますか。 

小松委員 この資料の内容からは外れてしまいますが、いま全国の図書館で、記念誌等のページ

が切り取られる事件がありますが、湯河原町ではこういう種類の蔵書については、どのよう

に管理をしていますか。 

峯図書館副館長 学校の記念誌は大変貴重なものですので、事務室保管とさせていただいており

ます。当初から、そういった形をとっておりますので、利用者から請求があったり、そうい

ったものについての調査・相談があったときだけお出ししており、それ以外には出しており

ません。 

髙橋教育長 他にございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

   ② 平成２８年度美術館事業報告について 

髙橋教育長 次に② 平成２８年度美術館事業報告について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

池谷美術館長 資料２をお願いします。 

  （資料に基づいて、平成２８年度美術館事業報告について 説明） 

  ・入館者数、事業実績（展覧会、講演会・講座等、小・中学校関係 等） 

髙橋教育長 説明が終わりました。入館者数が尐なくなった理由の中で、梅の宴の話が出ました

よね。それは確認したんですか。 

池谷美術館長 人数までは確認しておりません。 

髙橋教育長 昨日の行政運営会議では、去年は増えているという話が出ました。それは確認した

方がいいんじゃないですか。一昨年が落ち込んだんですよ。 

池谷美術館長 失礼いたしました。 

髙橋教育長 質疑はございますでしょうか。 

早藤委員 イベントのもみじライトアップの件です。実は５月１０日に、観光課が主催した、じ

ゃらんが調査した観光イメージギャップ調査の報告があって、お聞きしたところ、もみじラ

イトアップのイベントは、東京近辺の若い人たちから、認知度は低いけれども、興味対象と

しては非常に高いという調査結果でした。じゃらんの広報の人たちも、これは湯河原の観光

資源として、非常にいいものじゃないかということでした。いまのお話では、参加者が減っ

ているということがありましたけれども、いままでも庭園整備など、いろいろ工夫してやっ

てきていることは、きっと後々につながるものじゃないかと思います。 

   特にその中で出たのが、夜のイベントである、光を使うということがあると、イベントし

て人が集まるということです。全期間ではないけれども、そのとき美術館をオープンします
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よね。そういうことで認知度を高めるという意味では、宣伝方法を何とかして、これはでき

るだけ継続して、大きくしていけたらいいと思いました。 

髙橋教育長 結構カップルが来ていました。雰囲気はよかったです。 

池谷美術館長 インターネット上で結構広がっています。若い方は、そういう時期の情報を見て、

すぐその日に来るというようです。 

髙橋教育長 うまくＰＲをしていけば、早藤委員がおっしゃるように、盛り上がっていく観光資

源かも知れませんね。前年の人数は入っていませんね。 

池谷美術館長 もみじライトアップについては、入れておりません。 

髙橋教育長 じゃあ、前年は何人ぐらい来たんですか。 

池谷美術館長 ９００何十人でした。 

髙橋教育長 他にございますか。 

西山委員 小・中学校関係のところで、「② 鑑賞教室 湯河原小学校（特殊）」という表記をさ

れています。町内の小・中学校では、いまは支援級、または特別支援になっていると思いま

すので、この表現を考えていただきたいと思います。 

池谷美術館長 失礼いたしました。 

西山委員 「支援」だとわかりやすいですね。 

髙橋教育長 それは訂正してください。他にございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

   ③ 平成２８年度社会教育事業実施報告について 

髙橋教育長 次に、③ 平成２８年度社会教育事業実施報告について、事務局から説明をお願い

いたします。 

冨士川課長 資料３をお願いします。 

  （資料に基づいて、平成２８年度社会教育事業実施報告について 説明） 

  ・そよかぜ教室の実施状況について、放課後まなび教室の実施状況について 

   放課後児童健全育成事業の実施状況について、ヘルシープラザ利用状況について  等 

髙橋教育長 説明が終わりました。質疑はございますでしょうか。 

早藤委員 ヘルシープラザ開催教室一覧表ですが、指定管理者から提出されたものを、そのまま

転記したものでしょうか。 

冨士川課長 そうです。 

早藤委員 数字のトリックというか、非常にわかりにくい部分があります。たとえば、健康体操

教室のゆったりクラスの欄では、開催回数が４回、募集人員は各１０人で計４０人、参加人

数は延べで３７４人と書いてあります。つまり、４００人の募集で３７４人参加したという

ふうに読めるかと思います。 

   それから、健康体操教室のはっするクラスについては、開催回数４回、各４０人で１６０

人の募集人員になっていますが、これは４０回開催しているんですよね。４０回開催して６

４４人ですから、１回当たり１５人ぐらいとなります。つまり、１回の応募人数は、４０人

にはるかに足りないというのが、この数字を見ただけではわからないんですよね。これだけ

でなく、他もほとんどそうです。参加人数は，参加延べ人数としてやるのか、募集人員に対

してどれだけの応募があったのか、明確にされていないです。この数字はすごくわかりにく

く、説明としては悪いと思います。こんな数字を出したのでは、延べ参加人数と実際の応募

人数は半数だとか何割だったとかが、一目でわからない形です。こういう表の出し方は、非

常に悪いと思いますので、指導すべきだと思います。 

冨士川課長 わかりました。 

髙橋教育長 これはすべて自主事業ですか。 

冨士川課長 自主事業でないものも入っています。 

髙橋教育長 それの区分もしておいた方がいいと思います。収益的にはどうですか。 

冨士川課長 ２８年度は収入が２，８８８万６，３３８円でございます。そのうち、指定管理料

が１，７８９万３，０００円でございます。そうしますと、差し引き収入が２５万１，００

０円のプラスです。 

髙橋教育長 町民体育館とヘルシープラザは、だいぶ違いますよね。両方合わせてですか。 

冨士川課長 これはヘルシープラザだけの収入です。この中には、駐車場も含まれております。 



5 

 

早藤委員 指定管理は５年ごとにやるときに、こういう数字の出し方ではごまかしになっちゃう

から、きちんとした方がいいと思います。２５万の黒字にしかならない数字は出てくると思

います。 

髙橋教育長 担当のところには、収支は来ています。その状況を見ながら、次のときの参考にな

ればと思います。残念ながら、大幅な利益が出ているわけではありません。他にございます

か。 

小松委員 高齢者の健康寿命を延ばすのは、財政を助けることになると思います。こういう健康

教室などに多くの高齢者が参加されるのはいいと思いますが、ヘルシープラザに行くのがア

クセス的に難しく、参加できないという声はありますか。 

冨士川課長 あまり聞いておりません。 

髙橋教育長 パークゴルフ場を回っている車は、ヘルシープラザには来ないんですか。 

冨士川課長 指定管理者が替わったあたりから、パークゴルフ場に行くバスを出していますが、

ヘルシープラザに止まるかどうか、確認いたします。 

髙橋教育長 たしか、最初の案では回っていたような気がします。同じ企業がやっていますから。 

柏木参事 回すような形にはなっていたと思います。 

髙橋教育長 最終的にどうなったかはわかりません。確認いたします。他にございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

   ④ 湯河原町子どもフォーラムについて 

髙橋教育長 次に、④ 湯河原町子どもフォーラムについて、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

富田教育指導担当課長 資料４をお願いします。 

  （資料に基づいて、平成２９年度湯河原町こどもフォーラム実施要項 説明） 

  ・目的、日時、テーマ「笑顔あふれる最高の楽校」の実現を目指して 等 

髙橋教育長 説明が終わりました。この事業は、地方創生のまち・ひと・しごとで、民間の委員

さんに非常に興味を持っていただいております。参加もしていただきたいと思っています。

そんな関係で、事業に取り上げられている事業です。質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

    

   ⑤ 平成２８年度人権教育に係る年間計画に基づく取組報告について 

髙橋教育長 次に、⑤ 平成２８年度人権教育に係る年間計画に基づく取組報告について、事務

局から説明をお願いいたします。 

富田教育指導担当課長 資料５をお願いします。 

  （資料に基づいて、平成２８年度人権教育に係る年間計画に基づく取組報告について 説明） 

  ・年間計画策定における現状予測及びねらい・目的、学校別の主な取り組み及び振り返り・

評価 

髙橋教育長 説明が終わりました。これについては、総務文教・福祉常任委員会にご報告をさせ

ていただきます。質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

   ⑥ 平成２９年度学びづくり推進事業について 

髙橋教育長 次に、⑥ 平成２９年度学びづくり推進事業について、事務局から説明をお願いい

たします。 

富田教育指導担当課長 資料６をお願いします。 

  （資料に基づいて、平成２９年度学びづくり推進事業について 説明） 

  ・研究テーマ 「自尊感情を土台とした学びの構築～ゆがわらっこの主体的・対話的で 

   深い学びの実現～」 

髙橋教育長 説明が終わりました。質疑等はございますでしょうか。 

早藤委員 全国学習状況の分析結果を、各学校ごとにこういうことだというのを示したもらった

方がいいのかなと思います。 

髙橋教育長 ２８年度についてはやりましたよね。 

早藤委員 各学校ごとの対策・対応は、どう具体的にするかというのを、協議会でも情報交換す
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るという話までは聞いておりましたが、各学校ごとにどういう状況になったかまでは聞かな

かったと思います。 

髙橋教育長 どういうふうに動いたかということですね。それについてはいかがですか。 

富田教育指導担当課長 それにつきましては、今年度の校内意見を通して、それを踏まえ、どう

いった取り組みをしていくかということを進めることだと思います。現状では、猶予をいた

だきたいです。 

髙橋教育長 ２９年度は始まっているわけですが、２８年度の分析をした結果に基づいて、各学

校はどういう取り組みをするかという具体の話です。 

植村非常勤指導主事 その辺については、各学校で、たとえばローマ字の掲示をするとか、東台

福浦小学校では、各階段に学習内容を掲示したり、学校によって、自分たちの学校にあわせ

た活動をやっていくということで、いくつか取り組んでいるところです。 

早藤委員 各学校ごとにそういうことをやるというのを、小・中学校全体で共有していると思い

ますが、私たちには全く具体的に来ていないんです。そうすると、実際にどうなったかがわ

からないわけです。試験は今年の分は終わって、そういうものがどのように生かされる方向

になっているのかが、いままでは、わからないままになってしまいましたから、尐なくとも

２８年度が終わった時点での結果は、知らせていただきたいと思います。 

植村非常勤指導主事 それはまとめてあります。 

髙橋教育長 まとめたものがあれば、次回にでも出していただければ。それをやることによって、

２９年度に受けたということになっていますから。この結果を受けて、また夏に分析すると

いうことですね。 

植村非常勤指導主事 ２８年度で各学校で取り組んでいただいた内容について、２８年度の後半

で取り組んで、今回どうなったかというものとあわせて、検証委員会で分析をしていただく

予定でおります。 

髙橋教育長 ２８年度の取り組み内容については、まとめてあるということですね。それは次回

に。他に質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

   ⑦ 幼稚園教育要領、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領の改正について 

髙橋教育長 次に、⑦ 幼稚園教育要領、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領の改正に

ついて、事務局から説明をお願いいたします。 

富田教育指導担当課長 資料７をお願いします。 

  （資料に基づいて、幼稚園教育要領、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領の改正に

ついて 説明） 

  ・改訂のポイント 

髙橋教育長 説明が終わりました。これは新聞でも、３月３１日以降はいろいろと出ていました。

ここに出ている「我が国の教育実践の蓄積に基づく授業改善」の中で、「これまでと全く異

なる指導方法を導入しなければならないと浮足立つ必要はなく、これまでの教育実践の蓄積

を若手教員にもしっかりと引き継ぎつつ、授業を工夫・改善する」という、極めて当たり前

のことが書かれています。 

   と言って、小学校では時間数が増えますので、学校としても、そこが一番頭が痛いんじゃ

ないでしょうか。どういう意味なのか、土曜日の授業を復活させるとか、夏休みにやるとか、

そういうことまで出ています。その辺の対応が必要になってくると思います。 

   それとあわせて、コミュニティスクール、学校運営協議会のことが、また新たに再燃して

います。全国で、いま７～８％しか設置されていないので、いままでは法令で「できる規定」

だったんですが、今度は「努力義務」という形になっています。国としては、全校に設置す

るようにという意向を持っているようです。その中で、社会に開かれた教育課程等に通ずる

ものなのかなと思っております。近隣では、小田原市がモデル校を定めて始めていますので、

だんだんそういう時代になってきているのかなと思います。本町においても、研究していく

必要はあるかなと思います。 

   英語教育の充実というのは前々から言われているんですけど、ここで時間数を増やしてや

るということですね。何かご質疑はございますか。 

委員 質問、意見等なし 
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髙橋教育長 また動きがありましたら、こういう機会にご報告させていただきます。 

   それでは、先ほどのヘルシープラザの車の件について。 

冨士川課長 先ほどのヘルシープラザの件で、パークゴルフ場へのバス送迎について、ヘルシー

プラザを通るのかどうかということですが、通っておりません。バスは月・水・金で、それ

ぞれコースが違います。月曜日のコースは、湯河原老人ホーム、ケアセンターそよ風、ニュ

ーライフ湯河原、ゆうゆうの里を回って、パークゴルフ場に行きます。水曜日は、かねか湯

河原、シーサイド湯河原、ツクイ湯河原グループホームを回ってパークゴルフ場に行くとか、

金曜日はまた違うコースです。このように、老人ホームを通るコースしか運行していないと

いう状況です。 

髙橋教育長 最初の案では、ヘルシープラザが入っていたと思いますが、このような回答になっ

てしまいます。 

   それでは、秘密会の案件を除き終わりました。その他、何かございますか。 

小松委員 昨日、西湘地区連合会役員会に行ってきました。総会が６月５日（月）午後２時から、

南足柄市役所にてあるそうです。そのときの講演が笠原陽子さん、県から来られた方ですよ

ね。 

髙橋教育長 県の教育委員になっていらっしゃいます。 

小松委員 その講演の内容が、いまお願いしている内容が、県立高校改革についてだそうです。

南足柄市役所の事務局がお願いした内容かどうか、ちょっとわからないんですが、いまのと

ころそのテーマだそうです。これ以外に、テーマの希望があれば、南足柄市役所の事務局に

寄せてくださいと言われました。 

髙橋教育長 皆さん、いかがですか。いつまでに出すんでしょうか。 

小松委員 いつまでとは言われませんでしたが、６月５日ですから、早い方がいいですね。 

髙橋教育長 いま言われた、高校改革についてを主にやるんですよね。 

小松委員 希望があれば、他のテーマでもお願いできますというお話でした。それから、夏休み

中の教育講演会が８月２４日（木）午後３時から、小田原市民会館であります。仮のタイト

ルですが「弁当の日で何が育つか」、竹下和男先生です。 

髙橋教育長 これは通知をいただけるんですね。ご予定をしていただければと思います。 

小松委員 それから、ポートスティーブンス市生徒派遣事業の自己負担金について、よその自治

体ではどうしているかも聞いてきました。小田原市と真鶴町は欠席でしたが、他の市町では、

海外に派遣しているところはありませんでした。 

髙橋教育長 箱根も違いますか。 

小松委員 箱根町は北海道に派遣しています。 

早藤委員 小田原市は高校生の派遣です。 

小松委員 南足柄市では、福島県にあるブリティッシュヒルズという、海外留学模擬体験のよう

な、そこでは英語しか使わないような施設があって、そこに二泊三日しています。自己負担

金は２万円くらいです。箱根町と開成町は、北海道の姉妹都市で、２万５，０００円くらい

の負担です。開成町では、この金額が課題になっているそうです。 

髙橋教育長 他にございますか。 

委員 質問、意見等なし 

髙橋教育長 それでは、次回開催日程についてですが、６月２２日（木）午前９時３０分から、

東台福浦小学校で行います。給食の試食もここで考えております。それから、７月の定例会

ですが、事務局の希望としては、７月２１日（金）午後１時半からお願いしたいと思ってい

ます。 

鈴木副課長 教科書採択について、箱根から戻ってきた形で、いずれにしろ臨時会をやっていた

だくようになってしまうので、この定例会でよろしければと。 

早藤委員 要保護・準要保護の案件は、６月が多いんですよね。 

髙橋教育長 そうですね。この日は箱根に行って、いずれにしても戻ってきて、やらなければい

けないですね。それでは、７月２１日（金）午後１時半からお願いいたします。 

 

※ 秘密会 

  （１）議決事項 

    議案第３号 平成２９年度補正予算について 



8 

 

髙橋教育長 それでは、秘密会に入らせていただきます。議案第３号 平成２９年度補正予算に

ついて、事務局から説明をお願いいたします。 

柏木参事 議案第３号をお願いします。 

  （資料に基づいて、議案第３号 平成２９年度補正予算について 説明） 

※ 秘密会終了 

 

髙橋教育長 それでは、５月定例会を閉会いたします。 


