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令和３年第９回中津川市教育委員会（定例会）議事録 

 
 

日    時   令和３年８月１９日（水） 午後１時３０分～ 

 

場    所   にぎわいプラザ ４－１会議室 

 

出席委員  教育長  岩久 義和 

              委 員  三尾 和樹 田島 雅子 小栗 仁志 橋本 あみる 

 

事務職員  三宅事務局長・氷室教育次長（兼）学校教育課長・伊藤事務局次長

（兼）教育企画課長・河合事務局調整監（兼）幼児教育課長・丹羽

文化スポーツ部長・梶屋教育研修所長・長瀬施設計画推進室長・西

尾発達支援センターつくしんぼ所長（兼）発達支援センターどんぐ

り所長・太田阿木高等学校事務長・池戸生涯学習スポーツ課長

（兼）オリンピック推進室統括主幹（兼）少年センター所長・小池

図書館長・宮嶋鉱物博物館長（兼）東山魁夷心の旅路館長 

 

会議日程   １ 開            会 

       ２ 前回議事録の承認 

３ 教 育 長 報 告 

４ 議            事 

５ 閉 会 

 

  

日程 議  事 件    名 結 果 

第１ 議第２７号 
中津川市議会（定例会）に提出する議案の意見に

ついて 
承 認 
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■教育長 本日は、４名の委員の出席を得ましたので、委員会は成立いたしました。

ただいまから、令和３年第９回中津川市教育委員会を開催いたします。 

 日程第２、前回議事録の承認につきましては、回議といたします。 

 続きまして、日程第３、教育長報告を行います。 

 ７月２０日は、新型コロナウイルス感染症対策市町村長テレビ会議と市対策本部

会議に出席しました。県の会議は３８回目、市については５６回目の会議でした。

概要に記載しておりますように、今月は感染の拡大に伴って、同様の会議が頻繁に

開催されました。２６日は教育支援委員会に、２７日は学校経営研修会（閉校式）

に出席しました。 

 ８月に入り、４日からの３日間、第２６回岐阜サマー・サイエンス・スクールを

２年ぶりに開催しました。概要については、後ほどの協議会で報告します。１１日

水曜日から、翌週の１６日月曜日までを学校閉庁日としました。学校で勤務する職

員が、夏季休暇などを取得しやすくするための施策です。今後も継続し､職員の勤

務環境の改善に努めたいと考えています。１２日は、教員採用二次試験対策研修会

に出席しました。この研修に出席した市内の小中学校に勤務する講師たちは、昨日

と今日、二次試験に臨んでいます。 

また同日は、教育委員会で勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した

ことが分かりました。フロアの閉鎖や消毒作業などの対応を行いました。小栗委員

には、抗原検査キットをお届けいただきました。貴重なものをご提供いただきあり

がとうございました。 

 １３日は、第１回市災害対策本部会議に出席しました。同日午後５時から避難所

を開設することが決まり、教育委員会は、東小、第一中、神坂小中の３つの避難所

の運営に当たりました。１４日は、園児のコロナウイルス感染が確認されたため、

中津川保育園に出向き、園長、主任らとともに対応しました。 

 １６日は、１２日に発生した教育委員会関係並びに１４日の保育園関係、計３０

名のＰＣＲ検査が行われました。保育園については、園の駐車場等を用いてドライ

ブスルー方式で実施していただきました。１７日夜までに、全受検者の結果が届き、

幸い感染の広がりはありませんでした。従って、中津川保育園は本日から再開し、

にぎわいプラザの４階についても通常の業務体制に戻っています。 

 本日の午前中は、臨時校長理事会を開催しました。当市の感染状況が極めて厳し

い感染状況にあることから、学校内での感染拡大を防ぎ､子どもたちの安心と安全

を守り抜くための取組みについて改めて協議したところです。 

 続いて今後の主な行事です。 

 ２０日に予定されていた「安心安全街づくり市民会議」は延期になりました。２
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４日は、東濃教育事務所長と今後の管理職登用などについて懇談する予定でしたが、

延期になりました。２７日からは９月議会が始まります。２日は東濃地区教育長会

に、７日と８日は市議会一般質問に、１０日は校長研修会に、１３日は文教民生委

員会に、１５日は予算決算委員会に出席します。 

 教育長訪問は、幼稚園１園と８保育園、加えて小学校１校、中学校３校の計１３

を予定しています。持ち方については少し修正せざるを得ないと思います。またご

案内しますが、ご同行いただける場合は夏休み明けの児童生徒の様子などをご覧い

ただければ幸いでございます。よろしくお願いします。 

 私からは以上です。次に、事務局及び文化スポーツ部からそれぞれ報告をします。 

 三宅事務局長。 

■事務局長 それでは、前回以降の主な出席行事等について、報告します。 

 初めに、先週末からの大雨につきましては、市内でも国道１９号線などの幹線道

路を含めて、多くの災害が発生いたしました。全部で４１６カ所あったという報告

もあります。その中で、教育委員会の対応としましては、８月１３日から１５日、

及び１７日から１８日にかけて、一中・東小・神坂小中の拠点避難所の開設を３交

代で担当いたしました。 

 続きまして、新型コロナウイルス関連につきましては、第５波が拡大している影

響により、幼児教育課の職員の感染、園児・生徒の感染が確認されており、ご家族

等の感染もこれまで以上に確認されており、本当に厳しい状況です。そうした中で、

コロナ会議は、７月２０日、８月５日、６日、１２日、１４日に、岐阜県及び中津

川市新型コロナウイルス対策本部会議が開催され、また、明日も開催予定です。８

月１３日、１６日には市町村テレビ会議が開催されました。教育関係者への優先的

なワクチン接種につきましては、県の大規模接種は８月１４日に開始しました。市

の集団接種は８月２１日から開始される予定となっております。 

 続きまして、新ふくおか小学校の建設につきましては、先行させていただいた木

材調達に引き続き、８月１３日に建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事の入

札を行い、無事落札しました。本格的な工事に取り掛かる準備が整いました。 

 その他の行事です。教育長訪問では、８月３日に坂下保育園、５日に中津川保育

園に参加しました。７月１６日には、安全衛生委員会に、２８日には、部長会に出

席しました。８月４日から６日にかけては、岐阜サマー・サイエンス・スクールが

オンラインで開催され、１３９名の中学生の皆さまに参加していただきました。４

日には、生命を守る月間の現場視察として、坂本北部の魔の十字路で関係部署とと

もに行いました。１６日には、施設計画推進室の増員における業務命令の辞令交付

式を行いました。 



 4 

 今後の予定です。 

 教育長訪問につきましては、８月２０日に福岡保育園、２４日に落合保育園と川

上保育園、２５日に付知保育園、２６日に下野保育園と加子母保育園、９月１日に

西幼稚園と阿木保育園、３日に苗木保育園、６日に二中、１４日に坂下小と坂下中、

１６日に付知中、２１日に下野小と福岡中と、大変多くの園、学校で予定しており

ます。 

 また、市議会につきましては、８月２７日に本会議初日、３０日に一般質問の締

切り、９月７日、８日、９日に一般質問、１３日に文教民生委員会、１５日に予算

決算委員会、２２日に本会議最終日の予定です。 

 その他の行事です。８月２３日には、市長と議長による岐阜県への要望に同行す

る予定です。２５日には、安全衛生委員会、９月９日には、幼児教育・保育施設運

営協議会に出席する予定です。 

 以上です。 

■教育長 丹羽文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 文化スポーツ部に関わる、主な行事や事業について報告しま

す。 

 ８月１４日に県では感染防止対策の継続に加え、人との接触機会を極力減らす取

組みとしてオール岐阜「生命（いのち）の防衛」宣言が発出されました。ここへ来

て感染急増状態となり、感染力の強いデルタ株が疑われる感染者の発生や若者を始

めとして、夏休みの帰省、旅行、出張といった、県をまたいだ行動が感染拡大の主

な要因とされています。文化スポーツ施設では、１８日から来月１２日までの間を

午後８時までの営業時間の短縮とし、マスク、手指衛生、密回避、体調管理などの

基本的な感染防止対策を緩めることなく徹底してまいります。 

 主な行事ですが、７月１７日は、劇団夜明け創立６５周年記念公演が常盤座で開

催されました。 

７月１８日から３１日まで、東京２０２０オリンピック事前合宿が行われていま

す。選手１５名、総勢６１名が合宿しております。感染防止対策で、交流事業がほ

とんどなくなったのですが、我々もしっかり感染対策をする中で、何かピーアール

をということで、新聞報道でしっかり載せていただきました。レスリング選手たち

から「本当にすばらしかった」という言葉もいただいております。レスリングは８

月１日から７日に千葉県市の幕張メッセで行われ、金メダル３個、銀メダル２個、

銅メダル４個で、メダル全体の獲得数は米国が最多でした。選手からは「親切な人

と美しい自然に囲まれての生活は楽しかった。」と本当に喜んでいただき、たくさ

んの感謝の言葉をいただきました。その間、田島委員には竹で作ったうちわを７０



 5 

本もいただき、選手たちからすばらしいものが届いたということで、喜んでいただ

きました。ありがとうございました。７月２０日、ホストタウン歓迎パレード及び

公開練習が行われました。 

市民プールは７月２１日から８月２５日まで、営業を行っていますが、悪天候で

行えない日もあり、判断は難しいですが、水温等の検査をしながら開いております。 

７月２７日、文化庁から落合本陣整備計画について現地指導の予定でしたが、コ

ロナの関係でリモート会議に変更し、指導をいただきました。 

７月２９日は、７月３、４日に開催されたトライアスロンのオフロード版「エク

ステラジャパン２０２１イン根ノ上高原」の市長報告が行われ、今後大きなイベン

トにしていくことを実行委員会も目指しているため、市の協力をお願いされました。 

 ７月３１日、ホストタウン壮行会をにぎわい広場で行い、１４日間の合宿を終え、

米国レスリング選手団、選手１５人を無事に送り出すことができました。皆さんの

ご協力ありがとうございました。７月３１日、文化会館リニューアルオープン記念

事業で、しばらく延期していた島津亜矢コンサートが開催されました。多くの方に

文化会館の改修後の魅力を見ていただきました。コロナ感染拡大の前でしたので何

とか実施できたと主催者側も喜んでいます。 

 ８月５日、市議会文教民生委員会の所管事務調査が行われました。今日も原課長

が、議会の現地視察のため欠席しています。次長も欠席しており、オリンピック関

係で岐阜に挨拶に出向いています。 

８月６日、全国高等学校総合体育大会陸上（阿木高校３年）、ソフトテニス（阿

木高校２年）、ウエイトリフティング（中津高校３年）、サッカー（中京高校２・

３年）の競技大会の出場者激励会を開催しました。８日、清流の国ぎふ２０２０地

歌舞伎勢揃い公演では蛭川歌舞伎保存会が出演されました。 

 ８月１３日、米国レスリング選手団の代表から市長に東京五輪の結果報告が行わ

れました。８月１４日、東京２０２０パラリンピック聖火フェスティバルというこ

とで、採火式が津島神社で開催されました。当日、コロナ対策、豪雨災害というこ

ともあり、来賓なしで担当部と神社の氏子だけで行なっています。提灯に灯された

日を聖火に受けて、岐阜、東京に持っていっていただくことになりました。 

 ８月１３日から１５日にかけて大雨になっており、文化施設の中で避難所として

開設しているところが、中央公民館、サンライフ、馬籠ふるさと学校があり、職員

も２４時間態勢、交代で対応しています。こういった大雨で馬籠の方が土砂災害の

危険があるということで、馬籠ふるさと学校は地域と連携して避難所が開設できる

態勢だけは今も整えています。 

 今後の予定ですが、８月２０日、東濃地区社会教育振興協議会振興大会・研修会、
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これは県の事業であり、苗木交流センターで実施予定だったのですが、コロナ対策

の関係でメイン会場を瑞浪に移し、こちらはリモートで市内の関係者だけ参加しま

す。この関係で、中央公民館長の青木が準備の会議に出ており今日は欠席していま

す。 

 ８月２６日、第１回中津川市博物館等協議会を鉱物博物館で開催する予定です。

８月２７日、仮称前田青邨偉人マンガ制作委員会をにぎわいプラザで開催します。

現在中部経済新聞でも前田青邨の連載を５０日間、商工会議所を始めとした実行委

員会で組織されたところで紹介されています。全刊そろったら中部経済新聞から冊

子を作るのでぜひご購入をお願いします。 

 ８月２７日、市議会初日で９月議会に入ります。 

 以上です。 

■教育長 ただいまの報告につきまして、何かご質問等がありましたらお願いしま

す。 

 田島委員。 

■田島委員 質問ではないのですが、オリンピックの事前合宿の受け入れを決めて

いた自治体が次々とお断りする中で、中津川市はよく受け入れられました。できな

いことだらけの中、必死で市民にも選手団にも良いと思われることを探して、それ

を実行され、思いやりおもてなしの心を忘れずに本当にすばらしい対応だったと思

います。オリンピックの会場へと無事に送り出されたことに本当に感動しました。

丹羽部長率いるスタッフの方々、直接対応の方々、後方支援の方々、本当に大変

だったと思います。心から賞賛の言葉を送りたいと思います。本当にお疲れさまで

した。文化スポーツ部が米国の選手団を受け入れた本当の意味は、きっと大人育て

のその部署がこれから活躍できることにあると思います。すばらしい土台を今回作

られたと思います。これからの大人育ての部署の活躍を期待したいと思います。 

■教育長 何かコメントはありますか。 

 丹羽部長。 

■丹羽部長 大変ありがたいお言葉をいただきありがとうございます。私ども、最

小限のスタッフで、直接携わった職員が、２４時間体制で、１４日間、本当によく

やってくれたと思っています。特に、1 人も感染者が出なかったことが何より、目

的が達成できたと思っております。今後、コロナが終息した折に、またアメリカと

の交流を深めながら、外国との交流や、社会教育の中に取り入れながら、政策を考

えていきたいと思っております。本当にありがとうございました。 

■教育長 そのほかいかがですか。 

 ご質問等がないようでございますので、日程第４、議事に入ります。 
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 議事日程第１ 議第２７号「中津川市議会（定例会）に提出する議案の意見につ

いて」ですが、提出する議案が３つありますので、一つずつ審議をお願いしたいと

思います。 

 まず初めに、「１ 工事請負契約の締結について」提案説明をお願いします。長

瀬施設計画推進室長。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■教育長 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がありましたらお願い

します。 

 橋本委員。 

■橋本委員 公募型指名競争入札と指名競争入札の違いは何ですか。 

■教育長 長瀬室長。 

■施設計画推進室長 公募型指名競争入札は、最初に指名業者を公募し、そこで参

加希望があった業者を指名する方法です。指名競争入札は、そのまま法人に対して

指名することです。以上です。 

■教育長 三宅事務局長。 

■事務局長 指名競争入札は、市に指名願を出した業者の中から指名してそこで入

札するものです。指名型競争入札は、金額もかなり大きな工事なので、１社でやる

というよりも、ジョイント・ベンチャー（共同企業体）を組んでやっていただきた

いと考え、その組み合わせも含めて事前に期間を設けてやっていただくという方が

いいだろうということで、先に仕様を出して、その組み合わせ等も相談していただ

くものです。それが公募型で、そこで応募した業者を、今度は指名競争入札と同じ

ように指名して入札するものです。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 公募は何件申し込まれたのでしょうか。 

■教育長 長瀬室長。 

■施設計画推進室長 今回は６企業体申し込み、それで指名しています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 これは中津川市以外も入っているのですか。 

■教育長 長瀬室長。 

■施設計画推進室長 東濃圏域で入っています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 指名についてですが、指名に至るいきさつ、指名の吟味はどちらがす
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るのでしょうか。 

■教育長 三宅事務局長。 

■事務局長 まず市に指名業者として申し出をいただくことが前提です。その中で、

地域性、例えば市内業者だとか県内業者というカテゴリーがあったり、工事の金額

によってＡ、Ｂ、Ｃランクとあったりしますので、そこの該当するものを指名し、

今回の場合は、中津川市に指名審査委員会がありますので、そこに諮り、そこの承

認を得て業者を決定して入札の案内をします。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 公募はさておき、こちらから指名という状態のときは、基準枠があっ

て、それを踏まえて進めるということですね。 

■教育長 三宅事務局長。 

■事務局長 その通りです。市で金額によって基準を作っていますので、それに

則ってやっています。 

■教育長 橋本委員。 

■橋本委員 造るものが大きいので当然金額も大きくなると思うのですが、契約し

た金額は事務局として想定内ですか。 

■教育長 三宅事務局長。 

■事務局長 こういった工事等を発注する場合には、あらかじめ市で積算して設計

金額を作ります。そこの中で予定金額があり、その予定金額と比較してそれ以下で

あれば落札になります。ということで、妥当だと考えています。 

■教育長 ほかにいかがですか。 

 小栗委員。 

■小栗委員 質問です。電気設備工事と機械設備工事の指名入札の、指名した企業

数を教えてください。 

■教育長 三宅事務局長。 

■事務局長 電気設備工事は１１社です。機械設備工事は８社です。 

■教育長 ほかにご意見はございませんか。 

 田島委員。 

■田島委員 教育委員会は教育長を除いて私たち４人で質問や意見をしているので

すが、私たちの会議録を公表しています。私たちも、工事の指名などは素人ですの

で、分からない単語や疑問に思うことをたくさん聞いていきます。それは、私たち

だけではなく、こんなに大きな仕事をされるということで、新ふくおか小学校の関

係者だけじゃなく中津川市民がとても注目していることだと思いますので、できる

だけ分かりやすい言葉で分かりやすい説明をいただきたいと思います。 
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■教育長 ありがとうございました。ほかにいかがですか。 

 小栗委員。 

■小栗委員 確認なのですが、今後の工事の予定、着工、完成などを教えてくださ

い。 

■教育長 長瀬室長。 

■施設計画推進室長 今回のこの工事を議会にかけて承認されたときが着工となり

ますので、今の予定では９月２２日に着工です。その後、着工で、完成は令和５年

２月２８日を予定しています。 

■教育長 開校予定日が令和５年４月１日ですので、その１カ月前には出来上がる

ことを目指しているということです。 

 ほかはよろしいですか。 

 ご異議がなければ、続きまして「２ 財産の取得について」提案説明をお願いし

ます。伊藤事務局次長。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■教育長 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がありましたらお願い

します。 

 田島委員。 

■田島委員 今スクールバスが２台福岡を走っているのをよく見るのですが、あれ

は運転手だけですか。添乗員はいますか。 

■教育長 伊藤事務局次長。 

■事務局次長 バスに乗車しているのは運転手だけです。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 生徒たちはシートベルトなど、ちゃんとしているのでしょうか。 

■教育長 伊藤事務局次長。 

■事務局次長 シートベルトを着用して乗車しています。 

■教育長 ほかはよろしいですか。 

 小栗委員。 

■小栗委員 こちらも指名入札ですので、入札業者の数を教えてください。 

■教育長 伊藤事務局次長。 

■事務局次長 議案資料の一番後ろに入札の結果の公表を添付しています。結果と

しては２社ですが、中津川市内の自動車を取り扱っている業者に案内を出して、こ

ういうバスの取り扱いができるかを確認した上で、この２社しか取り扱えないとい
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うことだったので、この２社で入札しました。 

■教育長 小栗委員。 

■小栗委員 今乗っているバスが２４、５年経過のものなのですが、下取りはある

のですか。 

■教育長 伊藤事務局次長。 

■事務局次長 ありません。 

■教育長 ほかにいかがですか。 

 三尾委員。 

■三尾委員 確認ですが、これで福岡にかかわるスクールバスは何台動くことにな

るのでしょうか。 

■教育長 伊藤事務局次長。 

■事務局次長 現在４台走行しています。そのうち昨年１台更新して、今年２台で

す。新ふくおか小学校開校後も、この４台を配車したいと考えています。ただ、も

う１台大きなバスが必要なので、来年もう１台を更新する際に大きなものを購入し

たいと考えています。 

■教育長 三尾委員。 

■三尾委員 現在、元田瀬小学校の子どもたちが下野小学校に行くとき、小学生だ

けが乗っていくバスと、別の時間帯で田瀬の中学生が中学校へ行くバスと２台運行

していると思うのですが、新ふくおか小学校ができた際に、中学校便、小学校便と

時間を別々にスクールバスが動くと考えてもいいのでしょうか。 

■教育長 伊藤事務局次長。 

■事務局次長 今シミュレーションしながら検討しています。限られたバスで小中

学生を運ばなければいけないので、小学生と中学生が同じバスに乗って走行するこ

とになると思います。高山については別々ということも考えられますが、今のとこ

ろ同じバスに小中学生が乗車するという考えでおります。 

■教育長 新ふくおか小学校が開校した折のスクールバスの運行については、どの

地域の子をバスで運ぶのかなど、今細かいシミュレーションを行い、地域の皆さん

にも説明し、この後エリアを確定します。基本的には通学距離が４km 超が遠距離で、

スクールバスに乗る対象ですが、小学校１年生ぐらいの子が夏の暑さが厳しい中で

その距離を徒歩で登下校することは親御さんも大変心配してみえます。子どもたち

の安全を担保しつつ、一定のルールの中で運行するように、シミュレーションを

作っています。地域の説明も第２段階まで終わったところです。ほぼ合意形成がで

きつつあると考えています。また整った段階で、委員にもご紹介したいと思ってい

ます。 
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 続きまして、３番目、令和３年度中津川市一般会計補正予算のうち教育に関する

事務に係る部分について、事務局から順に提案説明をお願いします。河合幼児教育

課長。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■教育長 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がありましたらお願い

します。 

 田島委員。 

■田島委員 文化施設のトイレの非接触型水洗に換えるというところは、歳入には

何もないので、中津川市の資金で行うということですか。 

■教育長 丹羽文化スポーツ部長。 

■文化スポーツ部長 コロナ対策交付金が国から来ており、一般財源に入っていま

す。特定財源ということではございますが、こういった歳入のところには計上しな

いで、一括交付金としてそちらで対応すると聞いています。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 文化施設は非接触型ということで非常にコロナ対策にはなると思いま

す。学校訪問を去年したときに、女性の校長先生が、「台所でよく見かける肘や手

の甲で蛇口を開閉するものがあるので、できればそれに換えると洗った手でもう一

度蛇口を触らなくていいのでいいと思う」という話を聞きました。台所仕事を多く

される方ならではの発想だと思います。確かに洗った手で蛇口をひねるとまた汚れ

てしまいます。こういうのを提案してコロナ対策資金で換えてもらうということは

できるのでしょうか。 

■教育長 伊藤事務局次長。 

■事務局次長 児童生徒にとってどうしてもやった方がいいという要望をいただい

て、可能なところについては、補助金の有無にかかわらず対応を徐々にやっていま

す。大々的に施設をやろうとすると、全ての学校に対してそういうことを同様にや

らなければいけないこともあり、一度になかなかできないという状況です。 

■教育長 田島委員。 

■田島委員 多分その女性校長は代わっていかれて、その学校はまだそうなっては

いないと思うのですが、とてもいいアイデアだと思いますので、できればお考えい

ただけるといいと思います。 

■教育長 ほかはよろしいですか。 

小栗委員。 
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■小栗委員 内容を確認したいのですが、法人保育所のＩＣＴシステムはどんなも

のか分かれば教えて下さい。 

■教育長 河合幼児教育課長。 

■幼児教育課長 機能は３つあり、保育に関する計画・記録、園児の登園・降園の

管理、保護者との連絡といった３つの機能を持ったシステムを購入することでイニ

シャルの部分を補助するという内容です。 

■教育長 ほかはいかがですか。 

 ご意見、ご質問等がございませんので、１から３を通してご異議がなければ、議

第２７号については承認ということでよろしいでしょうか。 

 

〔 異議なし 〕 

 

■教育長 ありがとうございます。議第２７号「中津川市議会（定例会）に提出す

る議案の意見について」は、原案どおり承認とします。 

 これをもちまして、本日の議事はすべて終了しました。委員の皆さん、ありがと

うございました。それでは、事務局から次回の開催日程について、報告してくださ

い。伊藤事務局次長。 

■事務局次長 次回の開催日は、令和３年９月１７日、金曜日、１３時３０分から、

にぎわいプラザ４－１会議室にて定例会を開催いたします。 

■教育長 次回は、令和３年９月１７日、金曜日、１３時３０分から、にぎわいプ

ラザ４－１会議室にて定例会を開催いたします。 

 以上で、令和３年第９回中津川市教育委員会を終了といたします。お疲れ様でし

た。 

〔 閉  会（午後２時３５分） 〕 

 


