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平成 27 年度 第１回久慈市総合教育会議 会議録【要旨】  

 

１ 日 時 平成27年６月１日（月）午後３時00分～午後３時48分 

２ 場 所 特別会議室  

３ 出席した構成員  

   市    長    遠 藤 譲 一 君  

   委  員 長    成 田 不 美 君  

   委    員    佐々木   明  君  

   委    員    吉 田 祥 子 君  

委   員   宇 部 京 子 君  

教 育 長   加 藤 春 男 君  

４ 説明等のため出席した職員  

   教 育 部 長  澤 里  充 男 君  

教育総務課長   大 橋  卓   君  

学校教育課長   小 橋  敏   君  

   生涯学習課長  五日市  清 樹 君  

   政策推進課主査  清水頭  勝 徳 君  

  教育総務課総務係長  中 村 紀 保（記録）  

   教育総務課主事  成 谷  佳  子（記録）  

 

５ 会議内容 

開会  

澤里教育部長   ただいまから、第１回久慈市総合教育会議を開催いたし

ます。  

 はじめに、遠藤市長からごあいさつを申し上げます。  

 

挨拶   

遠藤市長   いつも、ご協力いただきまして大変ありがとうございま

す。  

 制度が変わって、第１回目の総合教育会議を開催するこ

とになりました。お忙しい中、ご参加いただきありがとう

ございます。  

 教育は非常に大事な分野でありまして、人材育成、これ

が久慈市にとっても最大の課題といっても過言ではないと

思っております。これまで、小中学校の教育に関しまして

は、教育委員会の所管ということで、委員の皆様にご指導
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いただきながら運営してまいったわけですが、今回から、

私、市長も議論の中に入らせていただけるということでし

て、非常に期待をしておりますし、身の引き締まる思いで

ございます。  

 ご案内のとおり、教育委員会と申しましても、予算等が

必要になってまいります。私自身、子どもたちが健やかに、

持てる能力を伸ばしていく、その為には環境整備が絶対要

件であると思っております。そいう所は、市長部局で所管

しておりますので、相互に連携しながら、取り組んでいく

べき課題だと思っております。  

 そういう面で、皆様のご指導をいただきながら久慈市の

人材育成、健全育成に、全力で取り組んでまいりたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。  

 

議事   

澤里教育部長  それでは、「３ 議事」に入らせていただきます。 

本会議については、「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」によりまして、構成員等の定めはございますが、どのような運

営をしていくのかについては、会議内で定めることになっておりま

す。はじめに本会議の運営について協議していただきたいと思い

ます。 

それでは、「 (1)総合教育会議の運営について」を議題といたし

ます。 

本議題について、事務局から説明を申し上げます。 

 

大橋教育総務

課長  

それでは、私からご説明をさせていただきます。  

本件は、ただいま教育部長から説明がありましたとおり、「地方

教育行政の組織及び運営に関する法律」に定めがある事項以外

の、その他の運営に関することについては、会議内で定めることと

なっていることから、協議いただくものであります。  

資料１をご覧願います。  

総合教育会議の概要でありますが、会議の構成員、招集者、

協議・調整事項、公開会議の事項については法律に定めがござ

います。 

その他、必要な事項は会議で定めることになっておりますことか

ら、別添をご覧いただきたいのですが「久慈市総合教育会議運営
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要領 (案 )」により定めようとするものであります。  

別添の要領案でございますが。  

第１は本要領の主旨になります。第２は招集する場合の手順に

ついて、第３は会議の議長について、第４は傍聴について、第５は

会議を非公開とする場合の手順について、第６は会議録の記載

内容等について、第７は会議の庶務についてであります。  

本要領によりまして、運営をしてまいりたいと考えております。  

以上で、説明を終わります。  

 

澤里教育部長  ただいま説明がおわりました。 

本件について、質疑をお願いしたいと思います。 

 

 〔 「なし」の声あり 〕 

 

澤里教育部長   ないようでありますので、本件については、了承ということでよろし

いでしょうか。 

 

 〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

澤里教育部長   ありがとうございました。それでは、了承ということで進めてまいり

たいと思います。 

 

 さっそくではありますが、要領について了承いただきましたので、

これより先の進行につきましては、要領第３の規定に基づきまし

て、議長である市長にお願いしたいと思います。  

 

議長 (遠藤市長 ) それでは、議長を勤めさせていただきます。  

さっそくではありますが、審議に入らせていただきます。  

「 (2)教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大

綱について」をお諮りいたします。 

本議題について、事務局から説明をお願いします。  

 

大橋教育総務

課長  

それでは、ご説明を申し上げます。  

本件は、「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策

の大綱」、略して大綱といいますが、この策定につきまして、協議

いただくものでございます。  
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大綱は、法律の定めにより市長が定めるものであり、定めるにあ

たっては、総合教育会議で協議することとなっております。  

また、平成 26 年７月 17 日の文部科学省通知によりますと、「教

育振興基本計画その他の計画を定めている場合には、その中の

目標や施策の根本となる方針の部分が大綱に該当すると位置付

けることができると考えられることから、地方公共団体の長が、総合

教育会議において教育委員会と協議・調整し、当該計画をもって

大綱に代えることと判断した場合には、別途、大綱を策定する必

要はない」とされております。  

大綱は、市教育行政の総合的な施策の方向性を定めるもので

あることから、市の総合計画をもって大綱に代えようとするものであ

ります。 

なお、当市では、現在、新たな久慈市総合計画を策定しようと

しているところでありますことから、その内容等につきましては、改

めてお示しして、協議していただきたいと考えております。  

以上で、説明を終わります。  

 

議長 (遠藤市長 ) 説明がおわりました。 

大綱につきましては、総合計画をもって充てたいという説明がご

ざいました。 

新しい計画は、来年度からの 10 年計画で現在策定作業をして

おります。とりあえず、大綱は総合計画をもって充てるということい

ついて、お諮りいたしたいと思いますが、ご意見いかがでしょうか。 

 

加藤教育長   教育委員会の色々な方針も総合計画に基づいて作成しており

ます。例えば、議会で年度初めに行う、教育行政方針演述の記

載内容の順序等も、総合計画の順を参考にしております。また、

社会教育行政方針であったり社会体育行政方針であったりも、

総合計画を基にしながら作成しておりますので、大綱としては、総

合計画が適当ではないかと思います。  

色々なものがあるよりは、一つのものを基準として進めていくの

がよろしいかと思います。 

 

議長 (遠藤市長 ) そのほかに、ございませんか。  

 基本となる部分ですので、市の総合計画をもって代えるとするの

か、別に作るか、それによっては今後の作業も変わってきますの
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で、しっかりと確認いただきたいと思います。  

 

澤里教育部長  ただ今、ご覧になっていただいておりますのは、今年度までの総

合計画ということになっております。これまで、このような方針の基

に教育行政も進めてきたというものであります。  

ただいま、総合計画を策定するにあたっては、ワーショップなど

市民にも参加していただいて、作成している途中であります。です

ので、項目等、中身についてはこれからの協議によって、現在ご

覧になっている総合計画とは変わってきたりすると思いますので、

その点は、ご承知いただきたいと思います。  

 

議長 (遠藤市長 ) それでは、事務局から説明がありましたとおり、市の総合計画を

もって充てるということでよろしいでしょうか。  

 

 〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

議長 (遠藤市長 )  それでは、そのようにさせていただきます。ありがとうございます。  

 先ほど、事務局からも話がありましたが、今、市民会議ということ

で、市職員が入って、思いのある市民の方々の参加をいただきま

して、ワークショップを開催して議論をしております。また、委員の

皆様には、途中経過で中身を見ていただいて、ご意見を頂戴して

いきたいと考えております。  

 

 それでは、次に、「 (3)いじめ防止等のための基本的な方針につ

いて」をお諮りいたします。  

本議題について、事務局から説明をお願いします。  

 

大橋教育総務

課長  

それでは、ご説明を申し上げます。  

本件は、いじめ防止等のための基本的な方針につきまして、市

長と教育委員会との意識の共有をはかろうとするものであります。  

資料をご覧願います。 

まず、経緯でありますが、平成 25年６月に成立した「いじめ防止

対策推進法」に基づきまして、市の基本的な方針を定めたもので

ございます。 

いじめ防止対策推進法の概要につきましては、別添をご参照

いただきたと思います。 
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久慈市いじめ防止のための基本的な方針でありますが、詳細

は別添のとおりでありますが、市長との関わりについては、重大な

事態が発生した場合は、学校または教育委員会が調査を実施

し、その結果については市長に報告をすることとしております。市

長は、その調査結果を受けて、必要があると判断したときは第三

者委員会を立ち上げ、再調査を行うことができます。再調査の結

果は議会に報告することになります。  

いずれ、「いじめ」は、どの子どもにも、どの学校にも起こりうるこ

とであることを踏まえ、いじめを生まない土壌をつくるため、市、学

校、教育委員会、地域住民、家庭、その他関係者が連携しあい、

市民総がかりで取り組むことが必要であると考えております。  

以上で、説明を終わります。 

 

議長 (遠藤市長 ) 説明がおわりました。 

本議題について、ご意見ご質問を頂戴いたしたいと思います。  

 

宇部委員   生徒指導協議会という記載がありますが、この事について、もう

少し詳しく教えていただけますか。  

 

小橋学校教育

課長  

 当市の学校は、年２回、生徒指導協議会を開催しております。

その場では、児童生徒に関わる問題行動の情報共有、長期休業

における指導のあり方の情報共有等を行っており、市内の各学校

が一斉に同じ行動が取れるようなことを話し合っている協議会でご

ざいます。 

 

議長 (遠藤市長 )  メンバーは、どういったメンバーですか。  

 

小橋学校教育

課長  

 主に、各学校の生徒指導担当、生徒指導主事であります。  

 

議長 (遠藤市長 ) そのほかに、ございませんか。  

 

佐々木委員  この間の委員会でもお話したんですが、学校にもこのいじめ防

止に関するマニフェストがあるそうです。やはり、私考えるに、家庭

が根幹ではないかと思うんですが。ご家庭の中で、問題意識を共

有しておられるのかなと思うんです。  

いじめの問題は、生まないのが大事であって、生んでからのは
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色々ありますので。この問題を、子どもたちと共有できる環境。これ

が一番大事。家庭の中で善悪の判断を教えないと、これを学校で

全て教えてくださいといわれても、先生方も色々と大変なようです

から。家庭の大切さが前提条件になると思います。  

ここの所を、ご家庭の皆様に認識してもらえれば、なんとかな

る。啓蒙活動とか色々と考えているようですが･･･。  

 

小橋学校教育

課長  

各学校では、いじめ防止対策委員会を立ち上げております。そ

こには、学校関係者、教員のみならず、保護者の代表が入ってい

る学校もございます。 

家庭は、必ず連携をとらなければならないということで、市の方

針では提示しておりますので、保護者、PTA役員、学校評議員、

地域代表者等に、随時情報提供をしているという状況でありま

す。 

また、現在の学校の体制が適切であるのか、学校評価等にお

いて確認し、その取り組み状況を見直したりする場面も作っており

ます。 

いずれ、情報については、かなり回っているということでご理解

いただきたいと思います。 

 

成田委員長  「いじめ」というのは本当に見つけにくい。マスコミ等に言わせれ

ば、簡単に、すぐに見つかるような言い方をしているわけですが、

人間が人間と暮らしていると、本当に分からない。  

ですので、どんなことでも良いので、教育委員会として定期的に

調査をし、また学校の評価に関わらないということを、強く強く話し

ていくと、そこから見えてくるものもあると思います。  

 

小橋学校教育

課長  

教育委員会としては、これまでも学期に１回、いじめ問題も含め

た問題行動調査を行っております。各学校から、本学期にこのよ

うな問題があった、こういういじめがあったという報告を受けておりま

す。なお、報告があった学校については、教育委員会で学校の対

応を確認しておりますし、全て、先ほどお話しました各学校のいじ

め対策防止委員会にかけて、かなり解決されているところでござい

ます。 

ですので、できるだけ迅速に対応できるように、各学校から教育

委員会に情報を上げてもらっているということでございます。  
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吉田委員  親の立場にたって考えたときに、子どもが学校に行っている間、

いじめの問題は、かなりの心配事項だと思います。  

こういう方針は、私達は目にしますし、もちろん先生方も目にし

ます。 

家庭のお父さん、お母さん方が、市でもこういう風に、きちんと方

針を出して対応するようにしているという姿勢、それが分かるだけ

でも気持ちとしては少し安心するし、何かあった時、頼って良いん

だという気持ちになると思います。 

この方針を全て読んでくださいというのは少し難しいと思います

が、このような方針がありますという事を、学校を通してでも良いの

で、お知らせするということも親の安心感につながると思います。  

 

議長 (遠藤市長 ) こういった情報は、あまり流れないですか。  

 

吉田委員  そうですね。先ほど、課長さんからも話がありましたが、保護者の

代表の方には行きます。そうではない、役員という名がついていな

い保護者の方には、どうなのかなと思っています。  

これは、このいじめの問題だけではなく感じます。なので、こうい

う方針があるんだよという事だけでも、流していただければと思いま

す。 

 

小橋学校教育

課長  

まず、学校で作成しております、いじめ防止基本方針について

は、PTA総会や学校関係者会議で説明をするように、教育委員

会では指導をしております。併せて、各学校ではホームページを

作成しておりますので、そこで紹介をするように指導してところであ

ります。 

久慈市といたしましても、今回策定しましたこの基本的な方針

については、学校へ通知するほか、広く保護者や地域に周知する

ために、市のホームページ等を活用しながら情報発信をしていき

たいと考えております。併せて、吉田委員の提言のとおり、このまま

では読みにくいという事もございますので、大事なポイントをまとめ

たものとか、あるいは重要点を強調・網掛けにする等の工夫をし

て、分かりやすくしていきたいと考えております。  

 

宇部委員  少し話がズレるのかもしれませんが、いじめというと、どうしても無
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くしよう抑えようという感じで、確かに当人にとっては大変な事なの

で当然のことなのですが、ある程度、人間同士の軋轢に耐えられ

る人間教育というか、そういう教育を考える必要があるのではない

かと考えております。 

例えば、県南の中学校では、友達同士のコミュニケーション、相

手を尊重して認め合えるようなコミュニケーション作りということで、

全校生徒で演劇を取り入れているところもある。  

そういう事をやってみるとか、前向きな取り組みもある面必要か

なと思っております。 

 

議長 (遠藤市長 ) ただいまの点は非常に大事だと思いますが、皆さんどうですか。  

 

加藤教育長  高校では、雫石高校が色々な事を芝居で表現するということを

やっていた。今もやっているかと思いますが、いじめとか薬物乱用

であったりとか、そういう事を実際に生徒達がお芝居を作ってやっ

ている。 

薬物乱用については、県の方でもシナリオがあって、生徒や教

師が役者になって、お芝居をして訴えるという事をやっている。  

これらは、非常に良い方法だと思います。映像等もかなり出て

おりますが、実際に生身の人間が演じるというのは、すごく訴える

力があると思います。 

それで、いじめについては、市の基本的な方針の１ページから２

ページにかけて、「いじめの理解」というのがありますが、いわゆる

「いじめ」というものと、小さい子どもが相手に嫌な事をするという行

動、よくあるのは弟や妹ができた３歳ぐらいの子がちょっかいを出

すという「小さないじめ」というのもある。成長過程において、相手

に対して面白くない事をやるというのはあるわけですので、その程

度の問題はある。 

ですので、それが陰湿であったり、集団であったり、継続的であ

ったり、相手の心を傷つけるようであれば、まさに「いじめ」といわれ

るものになる。そこに至らないところで、私たちが指導できれば一番

良いわけです。 

いじめ問題が起こって、自殺にまで至った場合に、その程度が

どうであったのかが問題になる。確かに、人命が失われているので

大きな問題ではありますが、その内容が本当にひどいのか、いじめ

とは認識できるが命を無くするとまでは考えられない程度の事であ
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ったのか、非常に難しいところなんです。それを、学校でも、教育

委員会でも調査をするわけですが、学校、教育委員会だと、どうし

も学校よりになってしまうのではないかというように見る目がある。そ

こで、市長が出て、きちんと調査をする。第三者委員会で調査を

する。それで、市民に納得をしていただく。そういった事を定めたも

のがこの方針で、この点が非常に重要だと私は思っている。  

いじめは、どこにでも起こり得る。無くしたいけれども、程度により

起こり得るものである。そういう時に、教育委員会として、または市

としてどのように対応していくについて定めた方針でありますので、

初めの話とはズレたかと思いますが、そのように理解していただけ

れば良いのかなと思います。  

 

議長 (遠藤市長 ) 成田委員長。学校現場はどんな感じですか。  

 

成田委員長  学校現場は、とにかく細かい事がたくさん起きます。取った取ら

れた、怪我をしたとういう事については、早めに解決する、早めに

ケアをするようにしております。心は、その子どもの特徴にもよりま

すが、ずっと残りますので、ゆっくりと時間をかけてという方法をとっ

ておりました。心は、すぐその場で解決するものではありません。  

それから、滝沢の事件がありました。やはり、市民として、県民と

して、保護者として、どこかに原因を求めたくなる。そうなると、やは

り学校になる。これから第三者委員会に移ったときに、学校に原

因があると収まるのではないかという心配がある。  

できれば、学校で解決して、市長までは行かないでと思っており

ますが、マスコミは、学校が原因と安易にしてくる傾向がありますの

で。そうならないように、久慈市ではしっかりと解決をしていきたい。 

 

議長 (遠藤市長 ) 親御さんとすれば、自分の子どもがそういうように被害者になる

というのは辛いですよね。 

 

吉田委員  そうですね。 

家庭の中で見ていれば分かるという部分もあると思います。た

だ、その時に、どこに話を持っていけば良いのか悩まれる方が居る

と思います。 

学校の調査がありますよね。調査という名前ですが、あれが来る

と、学校がきちんと対応してくれようとしているんだという思いにな



 11 

 

る。その思いの方が私は強かった。実際、私の所では、こういう問

題が無かったので、あった場合はどうなのか分かりませんが、常

に、そういう目で先生方、学校全体が、いじめはどこにでもあるとい

う前提で考えてくれているんだなと。安心感ですね。その時に、ど

こにどうしたら良いのかが分からないというのが一番怖いです。  

 ですので、市、学校、教育委員会の方から、積極的にこういうも

のがあるんですよ、安心して下さいというのを伝えるというのが一番

の思ったことです。 

 

議長 (遠藤市長 ) 親御さんとしては、自分のお子さんを見ていておかしいなと思っ

た時に、その話をする所はどこなのかと。きちんと話を聞いてもらえ

るところはどこなのかという事ですね。 

 

吉田委員  そうですね。不安ですよね。先生ともそんなに何回も会っている

わけでもない。そういう話をしたら、どうなっていくのか。かえってい

じめられる事にならないのかとか。色々な事を考えます。子どもの

事ばかりを考えますので。 

その時に、こういうきちんとしたものがあるんだよという事を、普段

からお知らせして分かってもらう。そうすると、親の方から素直に学

校に話があがって来やすいのかなと思います。  

 

佐々木委員  本人は言わないんじゃないんですか。どうなんでしょうか。  

なんか、事件等になった場合を見ますと、友達同士では話をし

ているかもしれないですが、家庭で話していないような雰囲気があ

りませんか。 

 

成田委員長  いじめが始まると３重構造になってくる。本人、いじめた子、仲

間に加わる子、そして客観的に見ている子。そうなってくると、見つ

けにくいですし、解決も難しくなる。  

 

加藤教育長  マスコミ等にも報道される大きな問題ですと、親にも訴えられな

い、学校にも訴えられないという事で大きな出来事になっていると

思います。 

実際は、高校生でも、結構、訴えに来ます。こういう事があった

と。それに対して、教員は一生懸命に対応しております。教員へ

の訴えは結構ありまして、例えば、机の中に酷い事を書かれた紙
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が入っていたとか、下駄箱の靴に酷い事をされたとか、自分の物

が勝手に他に移動させられていたとか、ロッカーの物が無くなって

いるとか、結構多くの訴えがある。学校では、そういうのがある度

に、調査をする。色々なところから情報を集める。アンケートとった

り、目撃者情報を聞いたり、全校集会を開いたり、クラスで話をし

たり。それでも、分からないこともある。ただ、そういう取り組みをする

ことによって、いじめや嫌がらせを減らす事になるだろうという事

で、子ども達に分かるように、保護者にも分かるように行う。そうや

って、色々な取り組みを学校ではしている。  

ただ、そういう中であっても、陰湿ないじめを受けていて、最悪な

事態になってしまうという事も実態としてある。 

 

吉田委員  色々な所から。まず親が見ていて様子が変だ。そこをすり抜け

て、今度は先生方が様子を見ていてどうだろう。でも、そこもすり抜

けるかもしれない。今度は、調査が出てくると、自分の事は書けな

くても他の子が書いてくれるかもしれない。こういう、１つ１つの可能

性の中から、少しずつ分かってくるのかなあと思います。  

中には、どうにもならない。誰にも言えない、誰にも分からないま

まという事もあるかもしれません。  

ただ、学校が対応していることから少しずつでも探っていって、

これは変じゃないかという事にたどり着ければ良いなと思っておりま

す。 

 

成田委員長  いじめ問題については、学校、教育委員会だけではなく、市も

取り組んでいるという事が見える事に意味があると思っておりま

す。それでいて、学校教育は、一生懸命、子ども達のために最後

までやろうとうしていますというのが見えてくればと思っております。  

 

議長 (遠藤市長 ) 関係者だけが、どういう仕組みがあるという事を認識するのでは

なく、子ども達、親御さん、全員が知っているというのが大事。届か

ないといけない。 

 

小橋学校教育

課長  

ただ今、お話いただいた事は、本当にその通りだなと思いまし

た。一番は、親の所で理解をしていただくという事ですが、先生方

も日常的に子ども達を見ておりますので、子ども達のサインを見逃

さないという事が本当に大事です。子ども達の中で、少しでも問題
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があると、不安があると顔にも出ますし、行動にも現れますので、そ

こをいかに素早く察知して、子どもの本音を引き出していくのか。  

そこは、学校に対して、子どもとの接し方や見方の研修等を行

っております。 

併せて、先ほど話がありましたように、コミュニケーション不足とい

う面もありますので、教科指導とか、特別活動の中に子ども同士が

話し合える場、相手の事を考えた行動を取れるように、意図的な

教育も行っておりますので、そういった事をやりながら、育てていき

たいと思っております。 

本当に、学校側が察知して、早めに親と連携をとって迅速に対

応ができるように、そのために今回策定したわけですので、ご理解

いただければと思います。 

 

議長 (遠藤市長 ) 先ほど、雫石高校の話がありましたが、私も、県にいて青少年

男女共同参画の課長をやっていた頃、雫石高校に行った事があ

るんですよ。その時に、薬物ダメというテーマで、生徒達が皆の前

で芝居をして訴えていた。他にデートＤＶもやっていました。  

問題だという事を、書き物で読むのと違い、お芝居というのは結

構大きいんですよね。なるほどなとなる。生徒達も真剣に問題とし

て捉え、これはダメなんだとなる。これは非常に有効な方法だと感

じたのを思い出しました。 

今、色々と話がありました。根絶は無理ではないかという話もあり

ましたが、できるだけ最悪な事態にならないように努力をするという

ことだと思います。 

佐々木委員  昨年だったか、大船渡の小学校に居られた先生の講演があり

ましたよね。アンバーホールで。名前は忘れましたが。  

たしか震災の話だったんですが、震災後に、マスコミが入ったそ

うなんですよ。それで、マスコミが、どこの子どもがどういうような目に

あったのか教えろと言ってきたけど、その校長先生は一切教えな

かったそうです。そこに行って何を聞くんだと思ったそうです。子ど

も達は、笑っている。ただ笑っているだけで、心の傷はものすごい。

目の前で親が無くなった子もいる。そこに行ってあなた方は何を聞

くんだということで、一切教えなかったそうです。  

学校では、つねに命の大切さを教えていると思うんですが、聞

いてはいるんですが、自分の事になるとなかなか。人間わずか 80

年か 90 年かしか生きないものですから、その大切さというのを子ど
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も達は、まだ十分に認識していないのではないかなと思うんです

よ。そして、学校に支えられているというありがたさ。 

これを何かの時点で、学校が盛りあがるような、例えば、踊りを

やっている学校がありますよね、そういう場でも良いし、スポーツで

も何でも良いので、学校で盛り上がって、そういう楽しい事があるん

だということを教えていってほしい。生きる楽しみというのをね。  

 

議長 (遠藤市長 ) そうですね。その他になにかありますか。  

ないようでありましたら、本議題は、意識の共有を目的としており

ますので、これで終わります。  

ぜひ、久慈市内で最悪のニュースになるような事態が生じない

ように、本当に皆さんで取り組んでいかなければいけないと思って

おります。 

 以上で、本日の議事は終了しました。  

 ありがとうございました。 

 

閉会  

澤里教育部長  以上で本日の久慈市総合教育会議を閉会いたします。  

本日は、大変ありがとうございました。  

 

 午後３時 48 分終了  

 


