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平成２９年第９回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

１ 開催日   平成２９年５月１１日（木） 

２ 場 所      宝塚市役所  特別会議室 

３ 開会時間  午後１時３０分 

４ 閉会時間  午後２時０５分 

５ 出席した委員の氏名   須貝 浩三教育長、井上 輝久委員、川名 紀美委員、篠部 信一郎委員 

及び森 恵実子委員 

６ 除斥した委員の氏名    

７ 委員及び傍聴人を除く、議場に出席した者 

理事         上江洲 均 

管理部長       和田 和久 

学校教育部長     田上 裕一 

社会教育部長     立花 誠 

管理室長       西本 学 

学校教育室長     井上 淑子 

学校教育部次長    谷川 妙美 

生涯学習室長     島廣 弘二 

教育企画課長      柳田 直記 

施設課長        上治 秀臣 

学校教育課長      藤山 昌生 

教育研究課長      今北 眞奈美 

教育支援課長      福本 徳子 

青少年センター所長   伊藤 章 

社会教育課長      水野 寧 

スポーツ振興課副課長  橋詰 正人 

中央公民館整備担当参与 山下 富司 

東公民館館長      大西 章 

西公民館館長      高野 進 

中央図書館館長     田野 一哉 

施設課係長       平田 泰三 

青少年センター係長   三木 健太郎 

社会教育課係長     鈴木 陽子 

社会教育課係長     佐久間 健太 

西公民館係長      澤野 克己 

中央図書館係長     西川 和巳 

８ 会議の書記 

教育企画課係長    小松 謙太 

教育企画課事務職員  猪井 繁哲 

９ 議題   ○報告第２号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育委員会事 

務局理事の事務分掌及び職務権限に関する規程の制定について）   ○議案第１８号 平成２９年度教育委員会所管一般会計補正予算（第１号）（案）の提
出について意見を申し出ることについて 

10 その他 

（報告事項） 社会教育委員の会議からの意見書の提出について 
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（報告事項） 平成２９年第７回教育委員会の会議において可決した議案に関して、
修正した条例案をもって市長へ意見を申し出ることについて 
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会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 

須貝教育長  皆さん、こんにちは。  ただいまから、平成２９年第９回宝塚市教育委員会の会議、定例会を開催
いたします。  初めに傍聴者はいかがですか。 

西本室長   今のところ、どなたもおられません。 

須貝教育長  それでは、本日の会議を始めます。  本日の署名委員は、川名委員です。よろしくお願いします。  本日の付議案件は、報告事項が１件、議決事項が１件、議決事項以外の案
件が２件でございます。  進行について、事務局よろしくお願いします。 

西本室長   本日の付議案件は、報告事項１件、議決事項が１件、議決事項以外の案件
が２件です。        報告第２号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市教育
委員会事務局理事の事務分掌及び職務権限に関する規程の制定について） 

議案第１８号 平成２９年度教育委員会所管一般会計補正予算（第１号）
（案）の提出について意見を申し出ることについて。 

報告事項 社会教育委員の会議からの意見書の提出について。 

報告事項 平成２９年第７回教育委員会の会議において可決した議案に関
して、修正した条例案をもって市長へ意見を申し出ることについて。 

以上です。        議案第１８号の一般会計補正予算の議決いただきましたら、各課担当職員
は、退席ということでお願いしたいと思います。        よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

須貝教育長  ただいま、事務局からありましたように進めたいと思います。        まずは、報告第２号 専決処分した事件の承認を求めることについて、宝
塚市教育委員会事務局理事の事務分掌及び職務権限に関する規程の制定につ

いて、担当課よりよろしくお願いします。 

柳田課長   報告第２号 専決処分した事件の承認を求めることについて、ご説明申し
上げます。本件は、本年５月１日付けで、教育委員会事務局に配置された理

事について、その事務分掌及び職務権限を規定する宝塚市教育委員会事務局

理事の事務分掌及び職務権限に関する規程を専決処分により決定したもので

す。本来であれば、教育委員会の会議において、ご審議いただくべきもので

すが、平成２９年第８回教育委員会定例会において、内容についてご審議い

ただいた後、施行日である５月１日までに、教育委員会を開催することが困

難であったことから、宝塚市教育委員会事務局会規則第７条第１項に規定す

る、緊急やむを得ないときによって専決処分したものです。        今回、制定した規程の内容は、理事の事務分掌として、教育委員会全般の
事務、管理部、学校教育部及び社会教育部所管の事務を規定し、理事の基本
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的な職務として教育長の補佐などを定めるほか宝塚市教育委員会事務局職務

権限規程に定める教育長の専決事項の一部について、理事が専決することが

できるなど理事の執行に関して必要な事項を定めるものです。        以上、ご報告いたしますとともに、ご承認いただきますようお願いいたし
ます。 

須貝教育長  はい、ありがとうございます。        この件につきまして、何かご質問ありますでしょうか。        いかがですか。 

井上委員   異議なし。 

委員     （なし） 

須貝教育長  よろしいですか。それでは、報告の第２号 専決処分事件の承認を求める
ことについて、宝塚市教育委員会事務局理事の事務分掌及び職務権限に関す

る規程の制定について、原案通り承認といたします。        続きまして、議案の第１８号 平成２９年度教育委員会所管一般会計補正
予算（第１号）（案）の提出について意見を申し出ることについて担当課より

説明のほうよろしくお願いします。 

柳田課長   議案第１８号 平成２９年度教育委員会所管一般会計補正予算（第１号）
（案）の提出について意見を申し出ることについて、内容をご説明申し上げ

ます。        本件は、平成２９年度一般会計補正予算（第１号）（案）のうち、教育委員
会関係予算に関しまして、平成２９年６月定例市議会に議案を提出するに当

たり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市

長に次の予算案をもって意見を申し出るものです。平成２９年度教育委員会

所管一般会計補正予算（第１号）（案）につきましては、歳入予算は２，５４

４万５，０００円を増額し、総額を１７億５，９９９万２，０００円といた

します。        また、歳出予算は、１億８７１万５，０００円を増額し、総額を４６億３，
７３５万９，０００円といたします。        内容は以上ですが、詳細につきまして、配付させていただいております資
料に基づきまして、ご説明をさせていただきます。        資料９ページをご覧ください。平成２９年度の当初予算につきましては、
市長選挙を控えていたということで、骨格予算となっております。したがい

まして、今回の６月補正は、新しい体制での肉づけ予算という形になります。

主なものについてご説明をいたします。左端に番号を打っておりますが、番

号の１から４番までが、小学校と中学校の施設整備事業でございます。        内容につきましては、学校のトイレの洋式化を行うとともに、老朽化工事
の改修を実施しているということで、今年度につきましては、便器の更新に

かかる修繕料と老朽対策にかかる工事の設計委託料をあわせて、３，７２５

万円計上しております。        次に５番です。幼稚園施設整備事業につきましては、幼稚園の保育室への
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空調設備の設置を進めるための工事設計委託料を７４３万９，０００円計上

しております。        続きまして、８番から２３番までが、中央公民館の管理運営事業になりま
す。これにつきましては、１２月に開館を予定しています中央公民館の管理

運営にかかる事業を４カ月分あわせて 1、３８６万２，０００円計上してお

ります。        その下の２４番から２６番になりますが、これも中央公民館の整備事業と
しまして、開館に向けた備品の整備事業として合計２，６３６万円を計上し

ております。        次のページの番号２７番から３０番、宝塚自然の家利活用推進事業につき
ましては、現在休館しておりますが、暫定利用を行うための費用として、１

２４万円を計上しております。        その次の３３番になりますが、中央図書館の管理運営事業としまして、外
壁改修工事にかかる費用を工事費として、１，８０３万８，０００円計上し

ております。        なお、この事業につきましては、工期が平成２９年１２月から平成３０年
７月までを予定しておりますので、２９年度予算を現年度予算に加えまして、

債務負担行為として３０年度分についても設定しているところでございます。        これら、肉づけ予算のほか、県の補助金等も確定したものですとか、東と
西の公民館の駐車場の有料化に伴う経費などもあわせて計上しているところ

でございます。        債務負担のほうについてご説明させていただきたいと思います。資料１に
つきましては、７ページをご覧ください。こちらの債務負担行為の一番上の

教育用コンピュータシステム更新事業につきましては、児童・生徒が使用い

たしますコンピュータ教室のパソコンの更新等にかかる５年間の累積費用等

で債務負担行為として、５億７，８２８万２，０００円計上としているとこ

ろでございます。        このたびの補正の説明につきましては、以上になります。 

須貝教育長  ありがとうございました。         今、事務局から補正の説明があったわけですけども、何かご質問なり、ご
意見がありましたら、出していただけたらと思います。 

井上委員   昨年度までは、耐震化でかなり各校とも、施設修繕、あるいは補修関係で
無理が言えないというような部分があったんですけども、私が学校現場へ寄

せていただく範囲では、教室に雨漏りがするとか、あるいは廊下がはげてい

るとか、壁の側壁が落ちているとか、そういうような話をよく聞くんですが、

今回、これを見ると、修繕、整備補修は、全てトイレに当たっているんです

が、その辺はどうなっておりますでしょうか。 

西本室長   はい、先ほども少し話をさせていただいたんですが、あくまでも６月補正
というのは、骨格以外の肉づけ予算ということになりまして、当初予算にお

いて、学校施設の施設整備に関しては、昨年の１２月の補正、それから、３
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月の補正で、施設整備に関しては、既に予算のほうは確保しています｡繰り越

しということになりますが、あくまでも今回は、肉づけ部分だけですので、

その部分しか見えてこないということですが、大規模な老朽改修工事は、も

う一方で進めているという計画です。 

井上委員   改修、あるいは、その修理関係なんですけども、当然、学校なんかは、新
築とか、あるいは改築ができない状況ですよね。予算的に考えたときにね。         そしたら、早い目に修理とか、補修をしていかないと、建物はもちません
のでね。その順番というんですか、何を優先的にやっていくわけですか。 

西本室長   今現在、求められているのは、施設の長寿命化計画をつくっていくという
ことになります。その時点で明らかになっていくと思うんですが、それと、

建物のそのものの定期点検ですね、そういうもので、今後、具体的に根拠を

もって、位置づけができるのかなと。今のところは、経年劣化の著しいとこ

ろ、過去に修繕して、大分時間がかかっているところを重点的に優先して、

改修のほうを進めていっているという状況です。        それから科学的な根拠をもって、やっていくということにはなります。 

井上委員   どれぐらい上がってきていますか。学校から、修繕、あるいは、補修して
ほしいという案件は。 

西本室長   年に１回、学校で自らが優先順位をつけて、要望をいただいております。
ですから、いただいたその要望の上位のものから、こちらのほうとしては、

できる限りの対応をしているということになります。        数は多いですが、全てを満たすということは無理ですので、自ら学校で優
先順位を、１番、２番、３番とつけてもらったものを、こちらが重点的に改

修していっているという状況です。 

井上委員   子どもたちの学校教育の現場なので、できるだけ速やかにやっていただき
たいなと思っております。それと、もう１件、幼稚園の空調電気工設計委託

料、これは、設計委託だけですか。もうつかないんですか。 

西本室長   はい。基本的には、家庭用のエアコン設置するように、商品を買って、電
気屋さんに設置してもらうとか、そういうものではなくて、まず、電気にす

るのか、ガスにするのか、電気にする場合は、高圧受電が必要なのか、それ

をしっかり設計していく必要があります。今年度については、西谷認定こど

も園は、既に保育室のほうに、エアコンを導入していますので、それを除く

１１園について、全てまずは設計をしきると。             で、あと、次年度以降、３０年度以降、予算を確保しながら順次工事でエ
アコンを設置するということで、進めていきたいと考えております        設計は、必ず一緒ということですので、ご理解いただきたいと思います。 

井上委員   今、保育室は、扇風機があるんですか。 

西本室長   扇風機は、ございます。 

井上委員   あるんですね。 

西本室長   ありますが、天井扇ということで、確かに、空気は多少動くんですけど、
もともと高温になっていますので、あまり効果はないと聞いていますので、
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全力でやっていきたいと思います。 

井上委員   子どもたちに、体力をつけるということで、園庭で運動をさせていますの
で、これから夏場になってくると、汗がだっと出て、保育室に入ったら、そ

こもむっときてると、それではやっぱり子どもたちの体力面を考えても問題

があると思うんですよ。        今、子どもたちの家で、クーラーのない家なんてないんですからね。その
辺もちょっと考えていただき、早急にお願いします。これは。 

西本室長   はい。 

須貝教育長  空調ね、今、井上委員が言われたように、すぐにつけてほしい。        家庭用やったら、すぐにつくのではないかというふうに、僕らも思ったん
だけども、実際のところ、やっぱり、業務用の空調じゃなかったら、追いつ

かないと。そんなことも聞いたりしていたんだけども、今、井上委員さんが

言われるように、外気温もかなり高くなってきている。         だけど、すぐには、つけたいんだけども、こういう大きなきちんとした空
調をつけなければ、追いつかないということですので。 

井上委員   これ、７４０万ぐらい要るんですか。委託料って。 

西本室長   はい。やっぱり家庭用とは違って、先ほど教育長からも話がありましたよ
うに、業務用ということになりますので消費電力も相当高くなります。今、

幼稚園は家庭と同じように低圧でやってるんですけども、高圧にしようとす

ると、キュービクルというものの設置をしていかないといけないということ

になりますので、工事そのものの費用もかかってくるということですから、

設計が必要ということになります。 

井上委員   保育所はあるのにね。幼稚園がないというのは、ねえ。 

西本室長   私が言うのもあれなんですけども、ずっと長くこの幼稚園へのエアコン導
入については、園からも、保護者からも強く要望をずっと受けてきました。

ただ、なかなか設計すらできなかったというのが、実態だったんですね。        でも、２９年度に全園、設計してもいいという予算を確保できたというこ
とは、すごい成果かなと。設計があれば次は何かというと、工事しかありま

せんので、まずはそこまで、よく理解が得られたと、感謝しております。 

井上委員   よろしくお願いします。 

須貝教育長  ほか、委員さん、どうでしょうか。ご質問。 

森委員    小学校、中学校のトイレ洋式化ということで、宝塚市のほうは、他市に比
べて進めていただいているのは、とてもありがたく思っているんですけれど

も、大体、今で達成率というか、何％ぐらいまで、洋式化になっているんで

しょうか。小学校、中学校、それぞれ。 

西本室長   少し古いですが、昨年の７月の時点では、小学校で洋式化率が、５５．９％、
中学校のほうが、５７．９％ということになります。全国的に低い数値でも

ないし、高い数値でもないと。ほぼほぼ平均的なところという状況です。 

井上委員   全て洋式化しないわけでしょう。一部和式は残しておくわけですよね。 

西本室長   はい。実は、学校トイレの洋式化に関しては、全国的に話題になったとい
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うことで、昨年に文科省がアンケートを実施しているという状況でして、県

レベルで、どれぐらいの洋式化率なのかというのが見えてきたのと、今後、

洋式化率をどの方向に進めていくのかという、方向性の確認もされています。

そこは、多くの学校が９０％以上ですから、ほぼほぼ洋式化というところを

目指したいということが示されていますので、今、事務局の内部においても、

洋式化率をどこに設定するかと。今までは、一つのトイレに、必ず男女１個

ずつの和式は残すという形でずっと整理を進めてきたわけなんですが、それ

ですと、洋式化率は、６０数％程度となってしまうので、もし仮に９０％を

目指そうとすると、もっと和式便器を減らしていかないといけないというこ

とになります。今、各学校の平面図から、シミュレーションをかけて、どう

すれば使い勝手も悪くならず、なおかつ洋式化率をどこで目標の設定ができ

るのかと、探っている状況です。 

井上委員   でも、子どもたちのために考えたら、社会全体が全て洋式化じゃないでし
ょう。公園に行ったりしたら、普通のトイレじゃないですか。        洋式化に慣れちゃったら、その便器を見ただけで、恐怖心を覚えて、よく
出ないとか、しないとかいうことになってくるんじゃないですか。        そのため、ある程度置いていった方がいいと思うんですが、いかがなもの
ですかね。 

西本室長   おっしゃるとおりです。まず、学校からも聞いていますのが、特に女子を
中心として、衛生面から洋式には座れないという子がいるという現状からす

ると、選択できるということは必要かなと考えています。要は、和式をゼロ

にするという考え方じゃなくても、極力洋式化率を高めながら、和式をどう

残せるかということを、今、探っているというところです。 

森委員    もう一つだけ、重ねていうと、これは、ドライ式ですか。市のほうは、ど
ういう方向で進めておられるんですか。 

西本室長   基本はドライですね。モップでちゃんと拭けるということですね。ですか
ら、水をじゃぶじゃぶ流して、生乾きの状態で雑菌が発生して、なおかつ、

においが出てくるということにならないようにドライでやっていこうと考え

ております。 

森委員    これから全てそういう方向でこれから修繕するところは、そういう方向で
進めていくということですね。 

西本室長   はい。 

須貝教育長  ほかに、ご意見、ご質問がありましたら。        よろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長   それでは、議案の第１８号 平成２９年度教育委員会所管一般会計補正予
算（第１号）（案）の提出について意見を申し出ることについては原案通り可

決といたします。        続きまして、報告事項 社会教育委員の会議からの意見書の提出について
担当課よりよろしくお願いします。 
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水野課長   社会教育委員からの意見書の提出につきまして、本件は、平成２９年４月
２４日付で、社会教育委員の会議より、「公民館と指定管理者制度のあり方」

という意見書が提出されましたので、報告させていただくものです。        昨年の８月に、社会教育委員の会議に対しまして、現在、直営の公民館に
おける指定管理者制度のあり方について、意見を求めました。当会議におき

ましては、近隣の先進市への視察など調査、研究を行っていただきまして、

今年の４月に意見書を頂戴しています。お配りしております意見書で、一部

訂正のほうをお願いしたいと思います。意見書の５ページをお開きいただき、

５ページ３章の上から４行目になりまして、答申した内容の運営が可能か否

かについて、「審議」という言葉が入っておるかと思いますが、取り消しで線

は入っているんですけども、そこは、消し忘れになっておりますので、訂正

をよろしくお願いしたいと思います。        この意見書の内容につきましては、平成２７年度に、教育委員会のほうか
ら社会教育委員会の会議に対して、諮問を行いまして、その答申書を通して、

市民が学習成果を生かしあう地域社会づくりのための社会教育施設の公民館

のあり方についてという答申を示されています。意見書の中で、市直営以外

の運営方法で運営する場合の留意点などが、触れられております。        その概要につきましては、この２７年度の公民館のあり方の答申の際には、
市の直営ということを前提として、調査、研究されましたけども、現状を考

えていくと、指定管理者制度の導入は避けられないという意見、直営が望ま

しいが、現状では、指定管理者制度の導入は避けられないというご意見を頂

戴しております。        あと、その指定管理者制度の導入に際しましては、経費節減を第一義的な
理由としないこと、公平性の観点から全館、中央公民館も含めて、三館同時

に導入をすること、それから、社会教育課に担当者を置き、指定管理者との

綿密な連携を図って、必要に応じて指導・助言を行うことなど、７つほどの

条件を満たすよう最大限の配慮を求めるという内容になっています。        意見書のご説明としては、以上でございます。 

須貝教育長  ありがとうございました。この件、ご質問ありますでしょうか。 

井上委員   これ、経費節減を第一義的な理由としないということになっているんです
けども、経費節減を第一義的な理由から、指定管理制度の導入としてきたん

じゃないですかね。 

須貝教育長  大事なところだと思うので、説明をお願いします。 

島廣室長   一般的に指定管理と効果として、経費節減という部分があるんですけども、
我々が求めておりますのは、そういう部分ではなしに、公民館として、本来

あるべき姿がどうあるのかということで、市が直営でできればいいんですけ

ども、なかなか厳しい状況にありますので、その部分を指定管理者のところ

に委ねていこうということで、意見をいただいたわけでございます。 

立花部長   指定管理者制度というのは、経費節減効果という部分がまず第一義的に言
われますけども、それとともに、サービスの向上というのも必ず、経費が安
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くなればいいだけじゃなくて、市民サービスの向上があって初めて指定管理

者制度というものが成り立つ。そういう考えのもとに、指定管理者制度の取

り組みを市としてもずっと進めているわけです。        今、説明がありましたように、公民館の場合は、普通の貸館以上に、さら
にそういうサービスの向上といいますか、この平成２７年度に出ました答申

の内容を実現する地域課題を、地域団体の方が、自ら発見して解決していく、

その一番の目標に向かって、取り組めるような指定管理者を選定した上で、

運営してほしいというような、今回の意見書ですので、そういった意味が一

番大きいという意味で、経費節減を第一義的に一番にもってきてはいけませ

んよというのを、意見書のほうではっきり言っているというところです。        以上です。 

井上委員   でも、これを読ませていただいた範囲では、指定管理制度よりも、やはり
市直営がベストやと思うんですけどね。 

立花部長   そのとおりです。社会教育委員の会議の委員の皆様も基本的には直営がベ
ストだという考え、当然そうだと思います。        ただ、今般、実際に運営しておりますと、いろいろな諸課題が出てきます。
具体的には、運営上の課題といいますのは、まず、社会教育主事の配置とい

う問題といった問題が出てきます。        我々も、今まで市全体の行革の取り組みの中で、人材の配置というのを非
常に苦しんでいるところでありまして、そういった資格をもっている職員が、

なかなか育成できないという実態もあります。        ただ、それにあわせ、今後、配置していって公民館としての機能を最大限
に活用するためには、逆に指定管理者が、そういった社会教育主事などの選

定、あるいは、配置などを柔軟にできるところがありますので、そういった

ところを活用していくという、その目的を一つもっているというところです。 

須貝教育長  今、公民館のあり方というか、あるべき姿という言葉が出たんですけど、
この辺、きちっと教育委員会として持って、ここに出てるような点検、評価、

こういったところを、していかなければいけない。あるべき姿というのか、

理想の公民館像というのかな、それはやっぱりみんなが共有しあって、点検

していかないとあかんということですね。        お金が、高い安いじゃなくて、ほんとにあるべき公民館を目指して、ぜひ、
よろしくお願いします。 

立花部長   はい。 

須貝教育長  ほか、ご意見ございませんか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  それでは、続きまして、報告事項 平成２９年第７回教育委員会の会議に
おいて可決した議案に関して、修正した条例案をもって市長へ意見を申し出

ることについて担当課より説明をお願いします。 

水野課長   本件につきましては、４月１３日、第７回教育委員会の会議においてご審
議いただき可決しました、議案第１２号 宝塚市立公民館設置管理条例の一
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部を改正する条例の制定について意見を申し出ることにつきまして、修正し

た条例案をもって市長へ意見を申し出ることについてご報告するものです。        当該条例案につきましては、教育委員会での議決後、所要の整理を行い、
中央公民館使用料の額の一部及び東・西公民館附属駐車場施設の使用料にか

かる施行日を改めたものです。        修正箇所につきましては、資料の５ページをご覧ください。上段の一番の
ほうですけれども、公民館の使用料につきましては、ホールと和室の使用料

を修正しております。これは、算定根拠となる各使用施設の床面積に東と西

の公民館の積算にあわせた形となっておりまして、当初含めていなかったホ

ールにつきましては、控室と倉庫の面積を加味しております。        和室につきましては、押し入れと物置を加味して算定し直したものです。        ２番目の駐車施設の使用料にかかる施行日につきましては、附則の部分に
ついて追及させていただいております。当初、平成２９年１１月としていた

ものを、公布の日から起算して６カ月を超えない範囲内において、規則で定

める日としました。これが、教育委員会議決後に有料化までの準備事務を精

査したところ、当初の施行日である東西公民館同時の有料化が困難であるこ

とが判明したため、今回改めさせていただきました。        報告は以上でございます。 

須貝教育長  ありがとうございました。        この件いかがですか。ご質問なり、ご意見がありましたら、お願いします。 

井上委員   これ、ホールだけで、椅子とか机は含まないということでしたよね。含ん
でいるんですか。 

水野課長   これは、あくまでも面積ですので、当然、ホールを借りるときには、付随
する机とか椅子とかいうのも含まれていると。 

井上委員   含まれる。別途じゃないわけですね。 

水野課長   はい。 

男性委員   そしたら、和室やったら、座布団とか、細かいことを言うたら、含むわけ
ですよね。 

水野課長   座布団とか、机とか、もちろん含んでおります。 

須貝教育長  ほかに、ご意見、ご質問ありますか。        よろしいですか。 

委員     （なし） 

須貝教育長  ないようですので、本日の予定の案件は以上ですが、ほかに何かございま
したら。 

西本室長   ございません。 

須貝教育長  それでは、本日の教育委員会を閉会いたします。        どうもありがとうございました。  ─────────── 閉会 午後 ２時０５分 ───────────── 

 

 


