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教 育 委 員 会 議 事 録 
 

（ 平成２９年度 教育委員会 第 1回定例会 ） 

開会 平成２９年４月１２日（水）        閉会 平成２９年４月１２日（水） 

午前９時００分                 午前９時４５分 

  場所 西宮市教育委員会庁舎３階 大会議室 

出席委員 教育長    重松 司郎 

委 員    辰馬 朱滿子 

委 員    西川 淳 

委 員    岩本 佳菜子 

委 員    前川 豊 

欠席委員  

会議に出席

した職員 

職 氏  名 職 氏  名 

教育次長 

教育次長 

教育総括室長 

社会教育部長 

参与 

学校改革部長 

兼 学校改革調整課長 

学校教育部長 

教育総務課長 

教育企画課長 

教育人事課長 

学校施設計画課長 

学事課長 

学校教育課長 

山本 英男 

加藤 周司 

村尾 政義 

上田 幹 

八橋 徹 

津田 哲司 

大和 一哉 

薩美 征夫 

河内 真 

澤田 幸夫 

笹倉 英司 

増田 俊也 

中村 みはる 

学校保健安全課長 

教育人事課係長 

中央公民館係長 

教育企画課係長 

教育総務課係長 

飯干 英典 

北島 網史 

犬丸 周之 

谷木 陽介 

竹村 一貴 

署 名 

教育長 委員 
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付 議 案 件 

※ 審議の前に、４月１日付 課長級以上の人事異動を紹介します。 

 

＜教育長報告＞ 

 

＜審議案件＞  

議案第１号  人事に関する件  ※非公開                （教育人事課） 

議案第２号  西宮市立学校施設整備設計等事業者選定委員会委員委嘱の件（学校施設計画課） 

報告第１号  西宮市教育委員会の所管に属する一般職員等の給与に関する規則の一部を改正 

       する規則制定の件                     （教育人事課） 

報告第２号  西宮市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の職名に 

関する規則の一部を改正する規則制定の件          （教育人事課） 

報告第３号  西宮市教育委員会公印規則の一部を改正する規則制定の件   （教育総務課） 

報告第４号  西宮市教育委員会事務専決規程及び市長権限事務に係る校長等の専決に関する 

規程の一部を改正する規程の件               （教育総務課） 

 報告第５号  西宮市教育委員会事務局処務規則の一部改正する規則制定の件 （教育総務課） 

 報告第６号  西宮市立高等学校授業料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則制定の件 

                                       （学事課） 

 報告第７号  学校医の解嘱及び委嘱の件               （学校保健安全課） 

 

＜一般報告＞  

一般報告①   西宮市教育委員会教育長職務代理者の指名について      〔教育総務課〕 

一般報告②  児童・生徒の状況について  ※非公開          〔学校保健安全課〕 

 

＜その他報告事項＞ 

 

＜資料による情報提供＞ 

・第８回（平成２９年３月）定例市議会における請願審査結果の通知受理について 

  （教育総務課） 

 

                                         以 上 

 

 

 

傍 聴 ２名 
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重松教育長 ただいまより、平成２９年度第１回教育委員会定例会を開催します。 

議事録署名委員には、辰馬委員を指名します。よろしくお願いします。 

はじめに、２月１日の定例会、２月１５日及び２月２１日の臨時会について、議事録

の承認を行います。議事録は既にお手元に送付し、確認していただいておりますが、

簡単な字句の訂正を除き、承認してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 それでは、承認します。なお、簡単な字句の訂正があれば、事務局にお伝えくだ

さい。 

ここで、審議に入る前に事務局より、４月 1 日付で発令した課長級以上の人事異

動について紹介します。 

  

教育総括室長 ４月 1 日付で発令されました課長級以上の人事異動につきまして、ご紹介させて

いただきます。お手元に人事異動表がございますので、ご参照ください。 

今回、異動対象者は局長級が１名、部長級が３名、課長級が１２名でございます。 

まず、局長級でございます。 

前環境局長で教育次長の山本英男でございます。 

  

山本教育次長 よろしくお願い致します。 

  

教育総括室長 次に、部長級でございます。 

教育人事課の人事課長の兼務を解除いたしました教育委員会参与の八橋徹でござ

います。 

  

参与 八橋です。よろしくお願いいたします。 

  

教育総括室長 中央公民館長からの昇任で、社会教育部長の上田幹でございます。 

  

社会教育部長 上田です。よろしくお願いいたします。 

  

教育総括室長 前こども支援局こども未来部長からの転任で、学校改革部長の津田哲司でござい

ます。 
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学校改革部長 津田でございます。 

  

教育総括室長 次に、課長級でございます。 

前産業文化局地域スポーツ課長からの転任で、教育企画課長の河内真でございま

す。 

  

教育企画課長 よろしくお願いします。 

  

教育総括室長 教育職員課係長からの昇任で、教育職員課長の北井良でございます。 

  

教育職員課長 よろしくお願いいたします。 

  

教育総括室長 中央公民館課長補佐からの昇任で、中央公民館長の井上明憲でございます。 

  

中央公民館長 よろしくお願いいたします。 

  

教育総括室長 門戸幼稚園長からの昇任で、青少年補導課長の石飛弥生でございます。 

  

青少年補導課長 よろしくお願いします。 

  

教育総括室長 高須小学校教頭からの昇任で、学校改革推進課長、併任で、こども支援局子育て

事業部の参事の岩本康裕でございます。 

  

学校改革推進課

長 

よろしくお願いいたします。 

  

教育総括室長 特別支援教育課係長からの昇任で、教育支援課長、併任で、こども支援局、地域・

学校支援課長の山本雅之でございます。 

  

教育支援課長 よろしくお願いします。 

  

教育総括室長 人権教育推進課課長補佐からの昇任で、西宮高等学校事務長の髙橋喜一郎でござ
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います。 

  

西宮高等学校事

務長 

よろしくお願いいたします。 

  

教育総括室長 このほか転任となった課長５名につきましては、表の記載をもって紹介に代えさ

せていただきます。今年度も引き続きよろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 ここで各委員に確認します。 

本日は傍聴希望者が２名おられます。会議は公開が原則ですが、議案第１号は人

事に関する案件、また一般報告②は個人情報を扱う案件であり、公開により率直

な意見交換ができなく恐れがあるため、それぞれ非公開としたいと思いますがよ

ろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認め、非公開とします。 

審議の順番ですが、事件表の順にしたがって、公開案件から先に行い、続いて非

公開案件に移りたいと思います。 

初めに私から報告をさせていただきます。 

西宮の教育のあり方ですが、「夢を育む教育のまち西宮」という冊子が皆さんの手

元に届いているかと思います。この推進の方向を基に、これから教育を推進して

いくことになりますが、今年度中に学習指導要領が改訂されます。今、中央審議

会の最終答申を受けて、改訂作業の最中ですが、その中で、学習指導要領がこの

ように変わるということで、３つの点をお話いたします。 

一つは、２０３０年の社会と、更にその後の豊かな未来はどのようになるか、新

しい教育課程を実施することで、これから先の子供達、また未来がどうなるかを、

きちんと検証しなさいということだと思います。逆に言えば、各学校で行われて

いるＰＤＣＡに基づいてきちんと評価し、それができていなければ、できるよう

に、問題点があれば、その問題点や課題を克服することをしなければならないと

思います。西宮市においても、次の基本計画をそれに基づいて立てていくことに

なると思います。今後はそれぞれの学校で新しい学習指導要領の全面実施に向け

て、どのようになるかを検証していく必要があります。 
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二つ目に、学校を中心として教育が進められていますが、学校の中と学校を取り

巻く環境、この二つをどうするのかという問題があります。その中で言われてい

るのは、社会に開かれた教育課程ということで、学校では色々なことをやります

が、今、何をやっているのかを、地域または家庭に報告することが大切になると

思います。ただ報告するだけではなく、色々な場面で家庭や地域、それから周り

の関係団体の協力をお願いすることが必要になるのではないかと思います。なぜ

かというと、かなり前から、いじめ・不登校の問題が起こっていますが、それら

がいつまでたっても解決できない。不登校の数は減らないし、いじめについても

色々なことが起こっている。やはり、学校の中だけの対応ではなく地域や関係団

体を巻き込んでやらないと、なかなか対応や解決が見出せないことがあるので、

そこをどうするかです。更に、今回出ているのは「安心安全」で、震災が起こっ

た時どのように対応するか、学校だけでは無理なので、地域との連携が必要にな

ってくると思います。特に、中学生が主体となって動くことが非常に大事ではな

いかと言われています。その意味で社会に開かれた教育課程をどう進めるかを今

後検討していきたいと思います。 

最後に、学校には色々なことが入ってきます。道徳の教科化、小学校の英語、そ

れに合わせて、学びの方法、評価の仕方が、変わりつつあります。特に学び方で

は、今までは先生が教えて、子供達が学習をするということはしますが、勉強よ

りも学びを大事にしてほしい。子供達が主体的に、自分の意見を交換、対話しな

がら、深い学びになるような方法を取る必要があるのではないか。そのために、

学校では、カリキュラムマネジメントをして学びの地図を作り、対応することが

大事だと言われています。それを今後どうするかを学校と共に考えていきたいと

思います。 

そして、社会に開かれた教育課程と学習指導の繋がりの中、学校では特に道徳教

育で、色々なことを知識として教えます。それが身について、態度として社会生

活の中で実践できるかどうかは、非常に大事なことなので、ただ単に知識をつけ

るだけではなく、そのことが家庭や街や地域の中で実践できるようにならないと

いけないと思います。その部分は、西宮には独自にある、青愛協とか、民生委員

等と連携しながらやっていくことも、必要になってくるのではないでしょうか。

そういったことは非常に大切なことなので、教育委員会としても、力を入れてい

きたいと思います。 

以上がこれからの教育に向けての、私の考えです。 

ご意見またはご質問がありましたらお願いします。 
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前川委員 教育長から、内に開かれた学校づくりという言葉を、キーワードとして聞いてお

ります。ともすれば外に開く、中をオープンにするなど、人を入れる側に思いが

行きがちですが、それぞれの学校や教育施設に、今社会から求められていること、

果たすべき役割、発揮すべき機能、これらを整理して、学校として一丸となるこ

とを願っておりますので、よろしくお願いします。 

  

重松教育長 そうですね、学校におけるチームティチャーといった役割も必要かと思います。 

他にありませんか。 

よろしいですか。 

では、審議に入りたいと思います。 

初めに議案第２号「西宮市立学校施設整備設計等事業者選定委員会委嘱の件」を

議題とします。 

学校施設計画課長、お願いします。 

  

学校施設計画課

長 

議案第２号「西宮市立学校施設整備設計等事業者選定委員会委員委嘱の件」以降、

本委員会と申しますが、本委員会の委員委嘱の件についてご説明いたします。 

資料の１、委嘱委員でございますが、臨時委員として記載のとおり考えておりま

す。委嘱年月日につきましては、平成２９年４月１２日、本日と考えております。

委嘱期間ですが、平成２９年４月１２日から当該特別の事項に関する調査審議が

終了するまでと考えております。参考１、提案理由ですが、西宮市附属機関条例

に基づき、本委員会委員を新たに委嘱するものです。別表に規定しておりますが、

本委員会の担任事務ですが、「西宮市立学校の施設整備事業にかかる基本設計及

び実施設計策定業務などを行う事業者の選定」について審議をお願いします。課

題が多い中、より良い施設整備を行うためには、経験やノウハウなどを持ってい

る質の高い設計業者の選定というのが必要になります。選定方法としまして、金

額の高い、安いといった入札ではなく、提案型いわゆるプロポーザル方式を採用

し、複数の事業者から提案をいただき、専門的な見地から審議いただくという形

で行っております。平成２９年度には、春風小学校、安井小学校、西宮養護学校

の校舎改築事業に係る設計業者を選定する予定でございます。 

参考２ですが、既に委嘱させていただいている委員のお名前と役職などを掲載し

ております。 

参考３ですが、これは西宮市附属機関条例を抜粋して関係個所を掲載させていた
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だいております。 

説明は以上になります。 

  

重松教育長 これより質疑討論に入ります。本件にご意見・ご質問ありませんか。 

なければ採決に入ります。 

議案第２号「西宮市立学校施設整備設計等事業者選定委員会委員委嘱の件」につ

いては、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 異議なしと認めます。よって本案は可決されました。 

続きまして、報告第１号「西宮市教育委員会の所管に属する一般職員等の給与に

関する規則の一部を改正する規則制定の件」及び報告第２号「西宮市教育委員会

事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員の職名に関する規則の一部を改

正する規則制定の件」を一括審議します。 

教育人事課長、お願いします。 

  

教育人事課長 報告第１号及び報告第２号を合わせて報告させていただきます。 

報告第１号「西宮市教育委員会の所管に属する一般職員等の給与に関する規則」、

報告第２号「西宮市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員

の職名に関する規則」の一部を改正する規則制定の件につきましては、「教育長に

対する事務委任等に関する規則」第３条第２項の規定により、平成２９年３月３

１日に教育長の臨時代理により決定しましたので、報告するものでございます。 

改正内容につきましては、報告第１号、報告第２号ともに係長と主査の職務を明

確化し、給料表を分離し、行政職給料表の４級に混在していた主査と係長を、主

査を４級、係長を５級に分離し、給料表を 7 級制から８級制の給料表に改定した

ものです。そのため、４級以上が「級ずれ」する箇所の文言整理による所要の改

正を行うものでございます。 

改正点については、以上でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。これより質疑・討論に入ります。 

本件にご意見・ご質問ありませんか。 

なければ、採決に入ります。 
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報告第１号「西宮市教育委員会の所管に属する一般職員等の給与に関する規則の

一部を改正する規則制定の件」及び報告第２号「西宮市教育委員会事務局及び学

校その他の教育機関に勤務する職員の職名に関する規則の一部を改正する規則制

定の件」については、これを承認してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 ご異議なしと認めます。よって、本件は承認されました、 

続きまして、報告第３号「西宮市教育委員会公印規則の一部を改正する規則制定

の件」及び報告第４号「西宮市教育委員会事務専決規程及び市長権限事務に係る

校長等の専決に関する規程の一部を改正する規程の件」を一括審議します。 

教育総務課長、よろしくお願いします。 

  

教育総務課長 報告第３号及び第４号につきまして、ご説明させていただきます。 

旧制度における教育長は、教育委員会の補助機関であり、一般職としての職であ

ったため、地方自治法第１８０条の２の「執行機関の事務を補助する職員」に該

当することから、地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部について、

教育長に対して補助執行させることができました。 

しかし、平成２７年４月１日から施行された新制度における教育長は、執行機関

である教育委員会の補助機関ではなく、その職自体が教育委員会の構成員となる

ことから、地方自治法第１８０条の２の「執行機関の事務を補助する職員」に該

当しないこととなります。よって、新教育長に対し、地方公共団体の長の権限に

属する事務の一部を補助執行させることはできなくなりましたので、「西宮市教

育委員会事務専決規程」などに定めている市長権限事務の補助執行に係る「財務

に関する共通専決事項表」から、教育長の専決区分などを削除するものでござい

ます。 

今後、同訓令の別表において、市長決裁または副市長専決となる事務につきまし

ては、この表には記載されないことになり、その部分につきましては、市長事務

部局所管規則の「西宮市処務規則」別表を参照することになります。 

また、公印についても、新教育長が教育委員会の構成員になることから、名称に

ついてのみ「西宮市」から「西宮市教育委員会」に改めるものでございます。 

説明は以上でございます。ご審議、よろしくお願いいたします。 
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重松教育長 説明は終わりました。これより質疑・討論に入ります。 

本件にご意見・ご質問ありませんか。 

なければ、採決に入ります。 

報告第３号「西宮市教育委員会公印規則の一部を改正する規則制定の件」及び報

告第４号「西宮市教育委員会事務専決規程及び市長権限事務に係る校長等の専決

に関する規程の一部を改正する規程の件」について、承認してよろしいでしょう

か。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 ご異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。 

続きまして、報告第５号「西宮市教育委員会事務局処務規則の一部改正する規則

制定の件」を議題とします。 

教育総務課長、お願いします。 

  

教育総務課長 報告第５号について、説明させていただきます。 

今回の改正につきましては、市長事務部局の「西宮市処務規則」においても同様

の改正が行われておりますが、課に設置する内部組織、いわゆる「チーム制」に

ついて、係長等とチーム長との関係、またそれぞれの役割などをより明確なもの

とするために、規則を改正いたしました。 

具体的には、チームの事務は必ずいずれかの係長等が所掌することとし、決裁は

係長等を経るものとする。また、チーム長が主査級以下の場合に、チームの事務

の取りまとめを行うチーム長は、適宜、チームの事務の状況を係長等に報告する。

また、チーム長は係長等に決裁が回議される前にその内容の確認を行う。などを

明確に規定するものでございます。 

なお、教育機関につきましても事務局とは別に、「西宮市教育委員会教育機関処務

規則」を定めておりますが、これにつきましては、第２条第５項に「西宮市教育

委員会事務局処務規則」を適用する旨の規定がありますので、特にそちらの改正

はありません。 

説明は以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

  

重松教育長 説明は終わりました。これより質疑・討論に入ります。 

本件にご意見・ご質問ありませんか。 
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なければ、採決に入ります。 

報告第５号「西宮市教育委員会事務局処務規則の一部改正する規則制定の件」に

ついては、これを承認してよろしいですか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 ご異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。 

続きまして、報告第６号「西宮市立高等学校授業料等徴収条例施行規則の一部を

改正する規則制定の件」を議題とします。 

学事課長、お願いします。 

  

学事課長 報告第６号「西宮市立高等学校授業料等徴収条例施行規則の改正」について説明

いたします。 

平成２９年３月議会において、今後起こり得る大規模災害に対し、被災した生徒

を市立高等学校へ入学させる際に、授業料に加え入学考査料及び入学料について

も、徴収しないよう西宮市立高等学校授業料等徴収条例を改正いたしました。そ

れに伴いこの条例の施行規則につきましても、所要の改正が必要となり、施行日

が平成２９年４月１日であるため、教育長の臨時代理により改正を行いましたの

で報告いたします。 

改正内容はお手元の資料の通りで、入学考査料と入学料を免除する要件を災害対

策基本法に定める災害により、被害を受けた者と規定し、申請手続の規定を授業

料に加え、入学考査料と入学料にも対応できるように改正したものでございます。 

説明は以上でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。これより質疑・討論に入ります。 

本件にご意見・ご質問はありませんか。 

なければ、採決に入ります。 

報告第６号「西宮市立高等学校授業料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則

制定の件」については、これを承認してよろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 ご異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。 
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続きまして、報告第７号「学校医の解嘱及び委嘱の件」を議題とします。 

学校保健安全課長。 

  

学校保健安全課

長 

報告第７号「学校医の解嘱及び委嘱の件」についてご報告申し上げます。 

お手元の資料のとおり、平成２９年３月３１日に、「教育長に対する事務委任等に

関する規則」第３条第２項の規定により、教育長の臨時代理により決定いたしま

したので、同条３項の規定により、西宮市教育委員会にご報告いたします。 

以上、ご審議をお願いします。 

  

重松教育長 説明は終わりました。これより質疑・討論に入ります。 

本件にご意見・ご質問はありませんか。 

  

前川委員 一つお尋ねしたいことがあります。精神神経科の学校医を委嘱するものとして出

ていますが、この何科を学校医とするのか。これは学校の意向、例えば主に心臓

疾患への対応などがあるため、こういうお医者さんがいいのではないかと、以前

は内科医が学校医をされていたように、記憶しているのですが、学校の求めに応

じた対応が適っているのかどうか教えてください。 

  

学校保健安全課

長 

今のご質問につきましては、この場で確認が取れません。申し訳ございません。 

  

前川委員 わかりました。普通に考えると、重度の子が増えているなど、このようなお医者

様が必要だとか、整形外科の方が必要だといった希望が、学校の中にあるかもし

れませんので、十分に学校と協議し、理解し合うようにということをお願いも兼

ねて、よろしくお願いしたいと思います。 

  

重松教育長 他にありませんか。 

なければ、採決に入ります。 

報告第７号「学校医の解嘱及び委嘱の件」について、これを承認してよろしいか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 ご異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。 
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次に一般報告に移ります。一般報告①「西宮市教育委員会教育長職務代理者の指

名について」を議題とします。 

教育総務課長、お願いします。 

  

教育総務課長 一般報告①「西宮市教育委員会教育長職務代理者の指名について」ご説明いたし

ます。 

去る平成２９年４月１日をもって、重松教育長が就任されたことによりまして、

本市教育委員会も新制度に完全移行いたしました。 

新制度におきましては、教育長が教育委員会の代表となりますので、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項の規定により、教育長に事故があ

るとき、または教育長が欠けた場合に備え、教育長の職務を代理する委員を、教

育長があらかじめ指名することになっております。このことについて、平成２９

年４月１日付で、重松教育長が前川豊委員を教育長職務代理者として指名しまし

たので、ご報告申し上げます。 

なお、これまでは旧法が適用されておりましたので、一般職としての教育長職務

代理者は、規則で教育次長とすることが規定されておりましたが、新法では、教

育委員会の構成者として、特別職の教育長職務代理者となりますので、あっては

ならないことですが、教育長に万一のことがあれば、今後は前川委員に代理を務

めていただくことになります。 

しかし、現実問題として、常勤である教育長の代わりを突然お勤めいただくこと

は困難だと思いますので、前川委員から委任を受けたときは、「西宮市教育委員会

教育次長の事務分担等に関する規則」の第１条で、山本教育次長がその任を務め

るよう、あらかじめ規定しております。 

説明は以上でございます。 

  

重松教育長 説明は終わりました。本件にご意見・ご質問はありませんか。 

なければ、一般報告①を終了します。 

では、これより非公開案件に移ります。 

恐れ入りますが、傍聴の方はここで退出をお願いいたします。 

秘密会で行いますので、関係者以外の職員も退出してください。 

  

 （傍聴者・関係以外の職員退出） 
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重松教育長 では、再開します。 

議案第１号「人事に関する件」を議題とします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 ほかに無ければ、採決に入ります。 

議案第１号「人事に関する件」については、原案のとおり可決することとしてよ

ろしいでしょうか。 

  

 （異議なし） 

  

重松教育長 ご異議なしと認めます。よって、本件は可決されました。 

ここで説明員は交代してください。 

  

 （関係職員入室） 

  

 再開します。 

一般報告の②「児童・生徒の状況について」を議題とします。 

  

 （非公開） 

  

重松教育長 他にご意見はありませんか。 

なければ一般報告②は終了します。 

以上で予定されていた議題は全て終わりました。この他に何か報告、協議をして

おくものはありませんか。 

  

学校保健安全課

長 

先ほど、委嘱、解嘱の件でご審議をいただいた際のご質問にありました、西宮養

護学校の精神神経科の件でございます。確認が取れましたので、この場をお借り

してご報告させていただきます。 

西宮養護学校には、他の学校園と同じように校医はおります。ただ、西宮養護学

校につきましては、その特殊性から精神神経科と整形が入ることになっておりま

すので、先ほど申し上げましたように、精神神経科が入るということになります

ので、ご報告させていただきました。 
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以上でございます。 

  

重松教育長 よろしいですか。 

  

前川委員 わかりました。 

  

重松教育長 他にはございませんか。 

では、ないようですので本日の会議で次回以降の課題となったものについて、確

認したいと思います。 

教育企画課係長、よろしくお願いします。 

  

教育企画課係長 本日の次回以降の課題は特にありませんでした。 

特にそれで問題なければ、後日これまでの課題とその状況を記載しました一覧表

を送付いたします。また、課題が解決等しましたら、文書もしくは定例会等で報

告等いたします。 

よろしいでしょうか。 

  

重松教育長 よろしくお願いします。 

では、これをもちまして、第１回教育委員会定例会を閉会します。 

ありがとうございました。 

  

 （終了） 

  

 


