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【会議概要】

教育総務課塚本副主幹

定刻より少し早いですが皆さまおそろいですので、これより令和３年度第１回

八街市総合教育会議を開会いたします。

本日の会議の進行を務めさせていただきます教育総務課の塚本と申します。よ

ろしくお願いいたします。

本日の会議は、お配りしてあります会議次第に沿って進めさせていただきます。

はじめに、北村市長より、ご挨拶申し上げます。

よろしくお願いいたします。

北村市長

令和３年度第１回八街市総合教育会議を開催したところ、加曽利教育長をはじ

め、委員の皆さまには、お忙しいところ出席いただきまして、ありがとうござい

ます。

また、平素より、学校教育、社会教育、スポーツの振興に、ご尽力をいただき、

心から感謝申し上げます。

八街市でも新型コロナウイルス感染症の感染者が増加しております。令和４年

１月２１日から千葉県に、まん延防止等重点措置の適応を受け、手洗いマスクの

着用、感染症対策等に市民の皆さまに改めてお願いしているところです。このよ

うな中、市内小中学校におきましては、臨時休業している学校もありますが教育

委員会にてしっかり対応しているところです。先般、成人式を２部制にて開催し

たところ、新成人をはじめ多くの方々から、成人式が行われて良かったとのご意

見をいただきました。改めまして報告いたします。また、本市において高病原性

鳥インフルエンザが確認され、スポーツプラザを防疫活動の拠点として使用させ

て頂きました。スポーツプラザの職員にも応援をいただき、改めまして、お礼と

ともにご報告させて頂きます。

さて、昨年度の会議におきましては、「令和４年及び令和５年八街市成人式の

開催について｣及び「八街市いじめ防止基本方針について」について、委員の皆

さまから、貴重なご意見をいただきありがとうございました。

本年度の会議は、｢スクールバスの運行について｣及び「通学路の安全対策につ

いて」を議題としております。

本日の会議におきましては、教育委員の皆さまから、活発なご意見をいただき

たいと考えておりますので、よろしくお願い申しあげて、挨拶といたします。

教育総務課塚本副主幹

ありがとうございました。

続きまして、加曽利教育長よりご挨拶をお願いいたします。

加曽利教育長
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本日は、北村市長をはじめ関係の皆さまにご出席いただきまして誠にありがと

うございます。また、市長部局の皆さまには、日頃から教育委員会に対し、特段

のご理解、ご支援をいただいいていることに対しまして、この場をお借りしてお

礼を申し上げます。

さて、本年度は昨年度に引き続いたコロナ過での対応に苦慮することからスタ

ートいたしました。６月には朝陽小学校にて痛ましい交通事故発生いたしました。

今までも児童生徒の安心安全は、すべて最優先に行ってまいりましたが、教育委

員会といたしましては、本年度ほど児童生徒の命を守ることを強く意識した年は

ございません。２度と同じような悲しみが起きないようすべての事業や行事を見

直しているところです。この動きに市長部局の力強いご支援をいただいているこ

とに対しまして感謝申し上げます。本会議では、現在、教育委員会が最も配慮し

ている重要な議題や報告がございます。よろしくお願い申し上げあいさつといた

します。

教育総務課塚本副主幹

ありがとうございました。

続きまして議題に入る前に、昨年教育委員の改選により、９月末で本田委員が

退任され、１０月１日より新しく橋爪委員が任命されましたので、ここで、橋爪

委員よりご挨拶をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

橋爪委員

昨年１０月１日より教育委員に任命されました橋爪です。よろしくお願いいた

します。

教育総務課塚本副主幹

ありがとうございました。

続きまして、議題に入りますが、八街市総合教育会議運営要綱第３条の規定に

より、｢会議の議事進行は、市長が行う。｣となっておりますので、議事進行を北

村市長にお願いいたします。

北村市長

それでは、八街市総合教育会議運営要綱第３条の規定により、会議の議事進行

を務めさせていただきますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

議事に入ります。

はじめに、｢スクールバスの運行について｣を議題といたします。事務局より説

明をお願いします。

学校教育課石綿指導主事

それでは、スクールバスの運行についてご説明いたします。
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令和３年６月２８日に発生した朝陽小児童死傷事故を受け、本市では登下校時

の安全確保のため、スクールバスの運行をはじめとした通学時安全対策事業をは

じめました。

この事業について、本年度の検証を行った上で必要不可欠と考え、令和４年度

におきましても継続することといたします。

本年度の検証結果につきまして、１令和３年度事業における成果と課題にあり

ますように、朝陽小学校ににおいては、バスの運行が児童生徒の安全・安心につ

ながり、心のケアとなりましたが、事故後の対応として終結とはいえない状況で

あります。

二州小学校においては、自転車通学からバス通学に変わったことで、児童並び

に保護者の安心感が向上しました。しかし、路線バスを使用しているため、全員

が座ることができず、乗車時間も５０分と長く、バス内では密の状態にあるとい

う課題が見られました。そこで、これらの成果と課題を検証し、次年度において

２番にありますように、次のとおり変更しました。

朝陽小学校におきましては、ひだまりの里の発着所におけるバス警備業務とし

て１名配置いたします。これは、藤の台団地から来る児童の道路横断時の安全確

保を徹底するためであります。

二州小学校の運行については、登校便を１路線から２路線にすることといたし

ました。これにより、人数が３０人と２０人に分かれ、密が回避でき、全員着座

でき、２便にすることで時間短縮も可能となります。

別添資料をご覧ください。

１ページについては、今年度行っております朝陽小学校及び藤の台団地おける

ルートです。２ページは次年度の運行予定表及び時刻表です。３ページは現在の

二州小学校スクールバス運行経路図を示しています。乗車時間５０分をかけて運

行をしています。山田台にある停留所①二州保育園において約３０名 大部分の

児童が乗車しています。これが密状態などの課題につながっています。

これを、登校時については、４ページの山田台・沖ルート便と５ページの

上砂・四木・滝台ルートの２便に分け、下校便については、６ページにあるとお

り、これまでと同様の１便にいたします。これは、最初に下車する山田台の第１

保育園の児童が３０名近くおり、この子たちが降りますと、このあと全員が着席

でき、立ったまま乗車することがありません。
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続きまして、３の今後の動きについてですが、教育委員会では、スクールバス

の運行に係る課題と対応策について、引き続き、児童生徒や保護者、教職員及び

地域住民等へのヒアリングやアンケート等を実施するとともに、次年度、令和５

年度以降の事業の在り方について関係各課と引き続き、協議をしてまいります。

北村市長

ただ今、説明が終わりましたので、皆さまからご質問、ご意見をお願いします。

吉田委員

スクールバスの運行については、児童生徒の安全確保と心のケアへの対策とし

て、事故後の対応としては、とても素晴らしい取り組みだと思います。令和４年

度は継続して行うとの説明でしたが、その後のスクールバスの運行については、

どのようにお考えですか。

北村市長

ただいまの吉田委員の質問に対して、事務局の説明をお願いします。

学校教育課石綿指導主事

現在、千葉県警の被害者支援室や学校を通じて被害に遭われた、ご家族、ご遺

族の情報収集している状況です。その中で各家庭バス利用を巡っては非常に悩ま

れているところ、心のケアは継続的な課題であるという認識でおります。

また、道路整備の状況においてもハード面の工事が進行中であり専門家による

安全面の評価等を今後参考にしていきたいと思います。

教育委員会といたしましては、スクールバスの運行の見通しについては、中学

校卒業までの期間を目途に、少なくとも低学年の児童が被害に遭ったことを考え

ると８年ぐらいの継続事業ではないかと考えております。

北村市長

ほかに、ご質問・ご意見がございましたら、お願いします。

山田委員

スクールバスの運行については、児童生徒は安心して学校に通える大きな力に

なると思います。痛ましい事故を受けてのハード面、ソフト面の対策については

感謝いたします。八街市内でどの学区にも危険な場所はあります。今後、他の学

区のスクールバスの導入については、どのように考えておりますか。

北村市長

ただいまの山田委員の質問に対して、事務局の説明をお願いします。

学校教育課石綿指導主事

現在のところ、他の小学校からスクールバスの運行についての要望はありませ

ん。安全確保を目的としたスクールバスの補助事業は、国や県には制度化されて

いない現状があります。また、今後国、県の動向を注視し他方面の意見を聞きな

5



がら検討していきたいと思います。

北村市長

ほかに、ご質問・ご意見がございましたら、お願いします。

＜質問等なし＞

ご質問等がなければ、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

＜異議なし＞

異議なしの声がありましたので、原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。ありがとうございました。

続きまして、「通学路の安全対策について」を議題とします。事務局より説明

をお願いします。

学校教育課栗原指導主事

続きまして、通学路の安全対策についてご説明いたします。

本市では、平成２４年に関係機関と連携し、八街市小中学校の通学路における

緊急合同点検を行い、２年を１期サイクルとし、八街市通学路交通安全プログラ

ムを策定しました。このプログラムは、これまで第３期まで行われ、合同点検に

よる対策として、外側線の整備や路肩のカラー舗装、横断歩道の補修が行われて

きました。

昨年、６月２８日に発生した朝陽小児童死傷事故を受け、小学校の通学路の緊

急一斉点検が行われ、本市では対策が必要な危険箇所が１５０箇所あげられまし

た。このことについて、道路管理者・佐倉警察署・教育委員会が連携し、対策を

協議し、進めています。

では、資料についてご説明いたします。

まず、通学路の点検マップですが、実住小学校から八街北小学校まであります。

点検箇所にナンバーが①からふってあり、それぞれが点検した箇所になっており

ます。ナンバーについては、道路全体が該当している箇所もあれば、交差点やT

字路などが該当している箇所もあります。

続いて、一覧になります。先ほどの番号が、左の通し番号に対応しております。

そこから右へ、危険箇所、危険の内容、安全対策の内容が示されております。

記号については、◎印は対策済みで、既に対策が行われたところ、〇印は発注

済みで、契約や設計が行われているところ、△印は着手済みで対策を検討開始し

たところです。×は未着手で、道路拡幅などにより対策が困難であったり、これ

から設計や発注が行われる箇所になります。それを受け、左上に状況として、完

了が４０箇所、着手済みが７５箇所（ここには発注済も含まれます）、未着手が

３５箇所となっております。

それでは、会議次第の２ページに御覧ください。

１ 現在の状況についてです。（１）対策完了の４０箇所について対応を説明
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いたします。ハード面の対応として、県と市の道路管理者によるグリーンベルト

や外側線の整備、佐倉警察署による横断歩道の補修、交通指導の取り締まり強化、

八街市防災課による注意喚起等の看板設置が行われました。

ソフト面の対応としては、教育委員会及び学校により、通学路の変更や検討を

行いました。また、安全教育の充実として、朝陽小学校「自分たちで危険箇所を

考える授業」、二州小学校「聞き書きマップを活用した安全マップ作り」を、そ

れぞれ実践しました。両校の実践の詳細につきましては、資料の３ページ、４ペ

ージにそれぞれ示してあります。両校の実践は、今年度末に検証を行い、次年度

に市内小学校で実践を想定しております。

また、地域におけるボランティア等の見守り活動の充実を図っていきます。

次に、（２）着手済み…７５箇所（これは、道路管理者の発注済みを含む）に

ついてです。ハード面の対応として、県と市の道路管理者により、グリーンベル

トや外側線の発注や設計、佐倉警察署により横断歩道の設置検討 が進められて

おります。

続いて、（３）未着手 ３５箇所についてですが、ハード面の対応として、信

号機の設置や速度制限の検討、用地買収等による歩道整備や交差点改良が、関係

機関と対応を要望も含めて、協議中になっております。

２ 今後についてですが、今回の緊急点検で挙げられた箇所については、来年

度以降も、八街市通学路交通安全プログラムに第４期として位置づけ、関係部局

及び地域、関係機関と連携し継続して対策を進めてまいります。

北村市長

では、説明が終わりましたので、皆さまからご質問、ご意見をお願いします。

ご質問等は、説明にありました対策が必要な１５０箇所について、別紙「緊急一

斉点検一覧」のとおりとなっております。対策などについて小学校区ごとにご質

問等をお願いします。はじめに実住小学校区通し番号１から２０についてお願い

します。

並木委員

実住小学校区１７番については、いつ頃の対策になるのかと、印東市場とスー

パーカスミの所の変則十字路について、一部停止線が引かれましたが、その他の

対策は考えておりますか。

北村市長

ただいまの並木委員の質問に対して、事務局の説明をお願いします。

学校教育課栗原指導主事

当初の計画は短期での対応となっております。内容は道路際の除草作業の対策

を予定しておりました。その他、防災課による看板の設置がすでに完了しており

ます。変則十字路については、緊急点検の際は確認ができていなかったがハード
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面での対策は、今のところ予定されておりません。各学校による交通安全教室の

充実などをとおして安全を推進していきたいと考えております。

北村市長

中込道路河川課長、今後の対策はありますか。

中込道路河川課長

変則十字路からバイパスまで外側線を整備する予定です。

北村市長

ほかに、実住小学校区にてご質問・ご意見がございましたら、お願いします。

＜質問等なし＞

ご質問等がなければ、次に笹引小学校区、通し番号２１から４０についてご質

問等お願いします。

＜質問等なし＞

ご質問等がなければ、次に朝陽小学校区、通し番号４１から５１についてご質

問等お願いします。

吉田委員

朝陽小学校区、通し番号４６、４７、４９について、カインズホーム第２駐車

場から希望の杜に向かう道で、いわゆる抜け道となっております。止まれの標識

が見づらく、車も一旦停止しないことも見受けられます。道も狭いにもかからず

車のスピードもでている。未着手とのことですが、どのような対策が考えられま

すか。

北村市長

ただいまの吉田委員の質問に対して、事務局の説明をお願いします。

学校教育課栗原指導主事

カインズホーム第２駐車場の所については、外側線の引き直しており、この後、

路肩カラー舗装を整備する予定です。速度規制についての検討を行いましたが、

現在の交通量から考慮し、規制には至っておりません。今後の交通量次第で速度

規制の検討を行うとの回答を得ております。４９の通称ヘビ坂といわれている坂

道についても外側線の整備を行う予定ですが、今のところ未着手となっておりま

す。

吉田委員

国道４０９号線の紳士服のコナカの所から朝陽団地をとおり、最終的に国道４

０９号線に出るまでの市道ですが、結構なスピードを出して走る車が多い。その

道を横断する児童生徒は危険な思いをしている。

北村市長

スピードを出しすぎている車に対しての対策は、木下安全安心担当官いかがで

すか。
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木下安全安心担当官

速度規制に関しては、交通量などを考慮し、現状は難しいという判断ではない

かと思います。千葉県警で簡易式の取り締まり機を新たに追加で導入しました。

警察の方に要望し取り締まり強化を行うという方法で進めていくのも１つの手段

ではないかと思います。

北村市長

ほかに、朝陽小学校区にてご質問・ご意見がございましたら、お願いします。

＜質問等なし＞

ご質問等がなければ、次に交進小学校区、通し番号５２から８７についてご質

問等お願いします。

＜質問等なし＞

ご質問等がなければ、次に二州小・沖分校区、通し番号８８から１０４につい

てご質問等お願いします。

＜質問等なし＞

ご質問等がなければ、次に川上小学校区、通し番号１０５から１１７について

ご質問等お願いします。

＜質問等なし＞

ご質問等がなければ、次に八街東小学校区、通し番号１１８から１３２につい

てご質問等お願いします。

橋爪委員

八街東小学校区通し番号１３２について、児童が多いという看板を設置してい

ただき、ありがとございました。児童が歩く場所がなく、保護者が気にかけてい

るが未着手ということで、今後どのような対策があるのか教えてください。

北村市長

ただいまの橋爪委員の質問に対して、事務局の説明をお願いします。

学校教育課栗原指導主事

対策としては未着手ですが、対策案としては、道路の境界がわからないほど、

路肩に草が生えております。まず、草刈りを実施し道路の境界を確認した後に道

路整備を進め外側線、グリーンベルト、ガードパイプの整備を行っていく案がで

て検討しております。

今後具体的に対策ができるか道路河川課と検討しながら進めていきたいと思い

ます。

北村市長

中込道路河川課長いかがですか。

中込道路河川課長

この路線は、路面状態が悪いのでメイン通りから徐々に改修していきたいと思
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います。

北村市長

ほかに、八街東小学校区にてご質問・ご意見がございましたら、お願いします。

＜質問等なし＞

ご質問等がなければ、次に八街北小学校区、通し番号１３３から１５０につい

てご質問等お願いします。

山田委員

対策が必要な危険箇所が発表されてから、かなり対策が完了しており、子供た

ちの安全が確保さてたと感じます。通し番号１３６について、安全対策の内容と

して信号機設置の検討となっております。状況の欄については、完了となってお

りますが、信号機は設置されたということですか。

北村市長

ただいまの山田委員の質問に対して、事務局の説明をお願いします。

学校教育課栗原指導主事

この場所については、信号機設置の検討は行いましたが、交通量が多くないた

め、信号の設置は至らないとの回答でした。資料では検討となっておりますが検

討の結果設置不可となります。横断歩道がありますので、横断歩道の補修とスク

ールゾーンの表示の補修、看板の移動を行っており、対策完了となっております。

山田委員

将来的な信号機の設置の見通しはいかがですか。

北村市長

宮澤防災課長いかがですか。

宮澤防災課長

現状では難しいと思います。横断歩道がありますので歩行者がいた場合は、車

両は停止義務があります。今後も相談はしていきたいと思います。

北村市長

ほかに、八街北小学区にてご質問・ご意見がございましたら、お願いします。

＜質問等なし＞

ご質問等がなければ、各小学校区ごとにつきましては、ご意見等をいただきま

した。全体を通してご意見等をいただければと思います。

並木委員

今現在の進捗率と年度末までの進捗率を把握していればお願いします。

北村市長

ただいまの並木委員の質問に対して、事務局の説明をお願いします。

学校教育課栗原指導主事

現在、短期の完了は４０箇所、年度末には現在、設計、発注ものがあり、完了
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するところが増えてくると思います。また、国、県道の対策箇所については、管

理している千葉県印旛土木事務所からは、八街市を最優先にし３月までにはすべ

て完了すると説明されております。

北村市長

ほかに、ご質問・ご意見がございましたら、お願いします。

吉田委員

以前、他の教育委員会に所属していた際に通学路点検を担当していた経験があ

ります。対策には非常に時間のかかることで、国や県、警察と要望を行い、その

結果いただいた回答が、検討しますというものが多かった。八街市の対応につい

ては、素早い対応で多くの対策完了があり素晴らしいと感じます。

朝陽小学校、二州小学校で実施した安全教室、指導について小中学校を共有し

進めていく考えはありますか。

北村市長

ただいまの吉田委員の質問に対して、事務局の説明をお願いします。

学校教育課栗原指導主事

朝陽小学校での安全教室や、二州小学校での安全マップづくりを今年度検証を

かねて実施しておりますが、来年度は市内の全校で行っていきたいと思います。

また、二州小学校で安全マップづくりの際に、各校の安全主任も参加し公開授

業といたしました。活発な意見があり来年度も校長会や安全主任会議などで事業

実践の報告や、成果と課題など共有し取り組んでいきたいと思います。

北村市長

ほかに、ご質問・ご意見がございましたら、お願いします。

橋爪委員

見守り隊のボランティアはどのくらいの団体が活動していますか。

北村市長

ただいまの橋爪委員の質問に対して、事務局の説明をお願いします。

学校教育課栗原指導主事

現在８小学校区内に１４団体があり、そのほか個人や企業のボランティアで２

６２名活動されております。

北村市長

ほかに、ご質問・ご意見がございましたら、お願いします。

＜質問等なし＞

ご質問等がなければ、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

＜異議なし＞

異議なしの声がありましたので、原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。ありがとうございました。
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本日の議題につきましては、以上となります。ご協力ありがとうございました。

今後は、承認されたとおり、本事業を進めていただきたいと思います。

続きまして、その他、新型コロナウイルス感染症に係る対応について事務局よ

り報告があります。

鈴木学校教育課長

新型コロナウイルス染症による感染者の報告と休校中の子供たちの活動につい

て報告させていただきます。１月に入りまして感染拡大が広がりまして１月３１

日現在で小中学生の児童生徒１０１名が感染いたしました。これに伴い休校措置

をした学校が６校、学級閉鎖や学年閉鎖をした学校も含まれます。現在二州小学

校は１月２９日から２月６日まで休校しております。朝陽小学校におきましては

１月３１日から２月６日まで休校しております。実住小学校の２年２組は本日ま

で学級閉鎖をしております。

休校措置をしている間の子供たちの教育活動の保証は発達段階で画面を通して

勉強することが得手不得手があります、小学校については３０分程度の授業を行

い、休みを挟みながら３時間程度行います。中学生においてはオンラインの活動

が活発に行われておりますので、中学校によっては６時間までオンラインで授業

を行っているところもあります。また、授業の内容につきましては教師が教材な

どカメラで移しながら解説、質疑を進めていく方法、また、事前にワークシート

を配付して課題を行うなど学校の現状に合わせながら進めております。

朝の健康観察は全校でタブレットを使って健康観察の回答を行っております。

北村市長

ただいま、報告がありましたが、質問等ございますか。

＜質問等なし＞

ご質問がないようなので、続きまして児童クラブの移設について事務局より報告

あります。

井口教育総務課長

児童クラブ移設について説明します。

皆さまのお手元にお配りしましたＡ４の児童クラブの移設についてご説明しま

す。１．移設の目的でございますが、児童クラブは、放課後の児童が自由に遊び、

安心、安全に過ごすために、児童が学校から児童クラブに通所する間についても、

安全を確保できるよう設置場所に配慮する必要があります。児童の安全を確保す

るためには、通学している学校の中や、できる限り学校に近い場所に児童クラブ

を設置する必要があるため、学校の外に設置している３か所の児童クラブを、令

和４年度から安全な場所に移設できるよう準備を進めております。

２．移設を予定している児童クラブとその移設計画については、令和４年１月

１日現在で、移設を予定している児童クラブの状況ですが、①として第一八街児
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童クラブ、所在地は八街市八街ほ２１９番地２２、八街郵便局の近隣です。利用

者につきましては、実住小学校の児童２１名となっております。次に②第二八街

児童クラブ、所在地は第一八街児童クラブと同じで、八街市八街ほ２１９番地２

２ 東小学校の児童１７名が利用しております。最後に③八街北児童クラブです。

八街市八街ろ１７０番地１４、泉台団地の隣接で八街北小学校の児童２８名が利

用しております。

（２）移設計画ですが、①第三実住児童クラブは、第一八街児童クラブを移設

するものです。所在地は、八街市八街ほ３０１番地、実住小学校内の１教室を利

用するものです。利用者は実住小学校の児童でございます。移設時期につきまし

ては令和４年４月、実住児童クラブにつきましては、第１、第２児童クラブと併

せまして３教室での運営を予定しております。

①第三八街東児童クラブは、第二八街児童クラブの移設です。所在地は八街市

八街ほ４０番地１、八街東小学校内の１教室を利用するものです。利用者は八街

東小学校の児童です。移設時期につきましては令和４年６月となっておりますが、

児童の安全確保のため、暫定的に４月、５月につきましては、八街第一幼稚園に

移設するものです。

②第三八街東児童クラブにつきましては、４月、５月の２か月間については、

暫定的に、八街第一幼稚園の１教室に移設します。八街東小学校に移設準備が５

月中に完了する予定で６月から八街東小学校の１教室に移設するものです。八街

東児童クラブにつきましては６月以降、第一、第二八街東児童クラブは八街第一

幼稚園内、第三八街東児童クラブは、八街東小学校内で運営する予定です。

③八街北児童クラブですが、現在の八街北児童クラブを移設するものです。所

在地につきましては、八街市泉台３丁目１７番地、八街北小学校内の２教室を利

用するものです。利用者は八街北小学校の児童です。移設の時期は令和４年６月

となっております。八街北児童クラブは、八街北小学校の移設準備が５月中に完

了する予定ですので、６月から八街北小学校の２教室に移設するものです。移設

後の措置といたしまして、第一、第二八街児童クラブを廃止する予定でございま

す。

北村市長

ただいま、報告がありましたが、質問等ございますか。

＜質問等なし＞

ご質問がないようで、全般をとおしてご質問があればお願いします。

山田委員

本日の資料について、前日までに配付いただけると余裕を持って目がとおせま

す。おいそがしいとは思いますがご検討いただければと思います。

北村市長
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山田委員の要望について、努力願います。事務局より見解ありますか。

井口教育総務課課長

資料が当日配付となってしまい申し訳ありませんでした。今後は事前に配付出

来るようにいたします。

北村市長

そのほか、ご質問等はありますか。

＜質問等なし＞

なければ、以上で議事を終わります。

委員の皆さまには、議事進行にご協力を頂き、ありがとうございました。

教育総務課塚本副主幹

以上をもちまして、令和３年度第１回八街市総合教育会議を閉会いたします。

本日は、大変お忙しい中、ありがとうございました。
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