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議事日程 

  １ 会期の決定 

  ２ 前回会議録の承認 

  ３ 教育長報告 

  ４ 議案第３４号 武蔵村山市立学校学校運営協議会委員の任命に係る臨時代理の承認に

ついて 
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午前 ９時２９分開会 

───────────────────────────────────────────────── 

◎開会の辞 

○池谷教育長 本日の出席委員は全員でございます。 

  これより令和元年第５回武蔵村山市教育委員会定例会を開会いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○池谷教育長 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。 

  これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  御異議なしと認め、配付のとおり決定いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会期の決定 

○池谷教育長 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

  本定例会の会期は、本日限りといたしたいと思います。 

  これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池谷教育長 御異議なしと認めます。 

  したがって、会期は本日限りといたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 前回会議録の承認 

○池谷教育長 日程第２、前回会議録の承認を議題といたします。 

  本件は、これを承認することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認されました。 

  本日の会議録の署名は、潮委員にお願いいたします。 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第３ 教育長報告 

○池谷教育長 日程第３、教育長報告を議題といたします。 

  １点目でございますが、児童・生徒数及び学級数（学校基本調査）についてでございます。 

  資料１を御覧いただきたいと思います。 

  内容につきましては、教育総務課長から報告いたします。 

  井上教育総務課長、お願いします。 

○井上教育総務課長 それでは、学校基本調査に基づき、令和元年５月１日現在の児童・生徒

数及び学級数の状況につきまして、御報告させていただきます。 

  ４月に開催されました教育委員会定例会におきまして、本年４月７日現在の児童・生徒数

及び学級数につきまして御説明させていただきましたので、その後の児童・生徒数及び学級

数の変動につきまして、御説明をさせていただきます。 

  初めに、通常学級における児童数でございますが、村山学園第四小学校の第１学年、第２

学年及び第４学年でそれぞれ１人の減、第八小学校の第１学年で１人の増となっております。

総数では、２人の減となっております。 

  次に、特別支援学級における児童数でございますが、こちらは変動がございませんでした。 

  このことから、小学生全児童数につきましては 2,402 人で、４月７日時点から２人の減と

なっております。なお、学級数につきましては変動はございません。 

  次に、生徒数についてでございますが、第一中学校の第１学年で１人の減、総数で１人の

減となっております。 

  次に、特別支援学級における生徒数でございますが、こちらは変動がございませんでした。 

  このことから、中学生全生徒数につきましては 2,144 人で、４月７日時点から１人の減と

なっております。なお、学級数につきましては変動がございませんでした。 

  項番３の日本語学級通級児童数についてでございますが、第１学年で１人の増、第４学年

で１人の増、第５学年で１人の減で、総数では１人の増となっております。 

  項番４の難聴通級指導学級通級児童数から項番８の特別支援教室利用生徒数までの数値に

つきましては、変動がございませんでした。 

  説明は以上でございます。 

○池谷教育長 続きまして、２点目でございます。 

  平成 30 年度市立中学校卒業者進路状況（学校基本調査）についてでございます。 

  資料２を御覧いただきたいと思います。 
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  内容につきましては、教育総務課長から報告いたします。 

  井上教育総務課長、お願いします。 

○井上教育総務課長 それでは、平成 30 年度市立中学校卒業者進路状況（学校基本調査）につ

いて御報告をさせていただきます。 

  各中学校別の高等学校等進学者、専修学校等進学者、就職者、その他の進路状況について

でございます。 

  初めに、表の左下の合計欄を御覧いただきたいと思います。 

  平成 30 年度市立中学校卒業者数でございますが、男子 369 人、女子 394 人、合計で 763

人で、平成 29 年度の 691 人と比較して 72 人の増でございます。 

  高等学校等進学者でございますが、まず全日制につきましては、国・公立高等学校へは 460

人で、卒業者全体から見た割合は 60.3％、私立高等学校へは 184 人で 24.1％でございます。 

  次に、公立・私立を合わせた定時制につきましては、48 人で 6.3％でございます。 

  次に、高等学校通信制へは 42 人で 5.5％、高等専門学校へは２人で 0.3％、特別支援学校

へは８人で 1.0％でございます。 

  その他、学校基本調査での公立職業能力開発施設などへの入学者を含めた専修学校等へは

４人で 0.5％、就職者は６人で 0.8％、その他は９人で 1.2％という状況でございます。 

  また、市内に所在する公立高等学校への進学者数は 86 人で、公立高等学校進学者総数の

18.7％、前年度と比較して 1.4 ポイントの増となっております。また、市内に所在する私立

高等学校への進学者数につきましては 13 人で、私立高等学校進学者総数の 7.1％、昨年度と

比較いたしますと 2.5 ポイントの減となっております。公立及び私立を合わせた市内所在高

等学校への進学者数は合計で 99 人となり、全卒業生の 13.0％となっております。また、国・

公立及び私立の全日制の高等学校進学者数の総数 644 人の 15.4％となっており、昨年度と比

較して 0.3 ポイントの減となっております。 

  説明は以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  続きまして、３点目でございます。 

  歴史民俗資料館及び分館の臨時休館についてでございます。 

  資料３を御覧いただきたいと思います。 

  内容につきましては、文化振興課長から報告いたします。 

  中村文化振興課長、お願いします。 
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○中村文化振興課長 歴史民俗資料館及び分館の臨時休館について御報告をいたします。 

  資料３を御覧ください。 

  歴史民俗資料館及び分館では、収蔵資料を適正に保存するため、収蔵庫を中心にガスくん

蒸消毒を実施いたします。つきましては、消毒期間中、来館者及び職員の健康面に配慮する

必要があることから、歴史民俗資料館及び分館について、それぞれ臨時に休館することとい

たしますので、お知らせいたします。 

  歴史民俗資料館の休館期間は、令和元年６月２日日曜日から６月９日日曜日まで、分館の

休館期間は、令和元年６月１日土曜日から６月７日金曜日までとなります。 

  休館中の連絡先は文化振興課生涯学習係といたします。 

  市民への周知につきましては、市報５月 15 日号及び市ホームページで告知させていただい

ております。 

  報告は以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  続きまして、４点目及び５点目の２件を一括して報告いたします。 

  ４点目、～いきいきわくわく狭山丘陵ウォーク～第 42 回武蔵村山市歩け歩け大会の開催結

果について、５点目、令和元年度少年少女スポーツ大会「第 11 回村山っ子相撲大会わんぱく

場所」の開催結果についてでございます。 

  資料４及び資料５を御覧いただきたいと思います。 

  内容につきましては、スポーツ振興課長から報告いたします。 

  前原スポーツ振興課長、お願いします。 

○前原スポーツ振興課長 それでは、４点目、資料４、～いきいきわくわく狭山丘陵ウォーク

～第 42 回武蔵村山市歩け歩け大会の開催結果について御報告いたします。 

  去る４月 14 日日曜日に開催をいたしました歩け歩け大会につきましては、第一小学校をス

タート、ゴール地点として、新緑の狭山丘陵を歩く 9.5 キロメートルのコースで実施をいた

しました。 

  参加者の最高年齢は 86 歳、最少年齢が４歳で、参加者 178 人全員が事故もなくゴールをい

たしました。 

  教育長並びに教育委員の皆様におかれましては、お忙しい中、開会式に出席をいただき、

ありがとうございました。お礼を申し上げます。 

  続きまして、５点目、資料５、令和元年度少年少女スポーツ大会「第 11 回村山っ子相撲大
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会わんぱく場所」の開催結果について報告いたします。 

  去る５月 11 日土曜日に小中一貫校村山学園を会場として実施をいたしました村山っ子相

撲大会は、全小学校から多くの児童に参加をいただき、盛大に開催することができました。 

  参加状況といたしましては、未就学児が 56 人、小学生男子が 89 人、小学生女子が 38 人の

合計 183 人でございました。 

  それぞれの部における優勝者等は、資料の２ページにお示しをしてあるとおりでございま

す。 

  教育長並びに教育委員の皆様には、お忙しい中、本大会に御出席をいただき、ありがとう

ございました。お礼を申し上げます。 

  なお、小学４・５・６年生の優勝者は、６月 23 日日曜日に東村山市スポーツセンターで開

催されます第 31 回わんぱく相撲東京都大会に、武蔵村山チームとして出場することとなって

おります。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  続きまして、６点目でございます。 

  令和元年度少年少女スポーツ大会第 49 回少年野球大会の開催についてでございます。 

  資料６を御覧いただきたいと思います。 

  内容につきましては、スポーツ振興課長から報告いたします。 

  前原スポーツ振興課長、お願いします。 

○前原スポーツ振興課長 それでは、令和元年度少年少女スポーツ大会第 49 回少年野球大会の

開催について報告いたします。 

  開催日は、６月 29 日土曜日から７月 13 日土曜日までの土曜日、日曜日で、総合運動公園

運動場の第１運動場・第３運動場で実施をいたします。 

  雨天等で順延となった場合は、７月 14 日日曜日を予備日としております。 

  主催は武蔵村山市教育委員会、主管は武蔵村山市少年野球連盟でございます。 

  開会式は、６月 29 日土曜日、午前８時 30 分から総合運動公園運動場第３運動場で行いま

す。 

  なお、雨天の場合は総合体育館内で開会式を行います。 

  試合開始は、大会初日は午前９時 30 分から、２日目以降は午前９時から行います。 

  参加チームは、資料下段にお示ししてある各小学校のチームとなっております。 
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  なお、閉会式については、大会最終日に総合運動公園運動場の第１運動場または第３運動

場で実施をいたします。 

  教育長並びに教育委員の皆様におかれましては、お忙しい中、恐縮ではございますが、開

会式及び閉会式への出席について、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 続きまして、７点目でございます。 

  令和元年度東久留米市・武蔵村山市広域連携活動事業ハンドボールフェスティバルの開催

についてでございます。 

  資料７を御覧いただきたいと思います。 

  内容につきましては、スポーツ振興課長から報告いたします。 

  前原スポーツ振興課長、お願いします。 

○前原スポーツ振興課長 それでは、令和元年度東久留米市・武蔵村山市広域連携活動事業ハ

ンドボールフェスティバルの開催について報告いたします。 

  本事業は、昨年に引き続き３回目の開催となりますが、東久留米市と武蔵村山市のハンド

ボールを通じた児童・生徒の交流を図るものでございまして、今年は６月 30 日日曜日に開催

をいたします。 

  主催は武蔵村山市、武蔵村山市教育委員会、東久留米市及び東久留米市教育委員会でござ

います。 

  主管は、両市の体育協会で構成される東久留米市・武蔵村山市体育協会ハンドボールフェ

スティバル実行委員会でございます。 

  また、後援は日本ハンドボール協会、東京都ハンドボール協会及び武蔵村山市ハンドボー

ル協会でございます。 

  会場は、昨年までは東村山市スポーツセンターで行っておりましたが、今年は武蔵村山市

総合体育館で開催いたします。 

  当日は、開会式を午前８時 30 分から行い、その後、参加児童・生徒に対しまして、女子実

業団チーム、ＨＣ名古屋の選手によるハンドボール技術講習会を行います。 

  10 時 50 分からは、ＨＣ名古屋と筑波大学のエキシビションマッチを行います。 

  そして、13 時 30 分からは、本市と東久留米市の児童・生徒による対抗戦を行います。 

  小学生の部は、武蔵村山市ハンドボールクラブが参加をいたしますが、低学年男女混合チ

ーム、そして高学年の女子チーム、男子チームによる３試合が行われます。また、中学生は
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ハンドボール部がある本市の大南学園第四中学校と第五中学校の女子チーム、男子チームが、

東久留米市の南中、西中と試合を行います。対抗戦は小学生が３試合、中学生が４試合の合

計７試合となります。 

  なお、閉会式は 17 時 10 分ころが予定されております。 

  ６月 30 日のフェスティバルの他にも、小学生、中学生、また高校生以上を対象としたハン

ドボール教室を、本市と東久留米市でそれぞれ３回開催いたします。本市の開催日程につい

ては、中学生の教室が９月 12 日木曜日、小学生の教室が 10 月 24 日木曜日、高校生以上の教

室が 11 月 21 日木曜日となっておりまして、会場は総合体育館第一体育室、時間は 18 時 30

分から 20 時までとなっております。 

  ハンドボールフェスティバルのチラシ、ポスターにつきましては、各小学校に配布をさせ

ていただき、市報掲載とあわせて児童・生徒への周知に努めてまいります。 

  教育長におかれましては、大会当日、会場において、選手への激励等よろしくお願いいた

します。 

  すみません。訂正いたします。昨年まで東村山と申し上げてしまったんですが、東久留米

に訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  続きまして、８点目でございます。 

  姉妹都市交流事業第 13 回栄村駅伝大会についてでございます。 

  資料８を御覧いただきたいと思います。 

  内容につきましては、スポーツ振興課長から報告いたします。 

  前原スポーツ振興課長、お願いいたします。 

○前原スポーツ振興課長 それでは、姉妹都市交流事業第 13 回栄村駅伝大会について報告いた

します。 

  今年も長野県栄村との姉妹都市交流事業として、７月７日日曜日に開催される栄村駅伝大

会に、武蔵村山チームを３チーム派遣いたします。 

  コースは、東部スノーステーション前から農村広場までの６区間、12.3 キロメートルとな

っております。 

  参加対象は、市民となっておりますが、毎年、小学生と中学生は輪番によりお願いをして

おりまして、今年は第八小学校と第三中学校から小学生、中学生とも男女各２名、合計８名
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の参加をお願いしたいと考えております。 

  なお、他の一般市民 10 名は公募により募集をいたします。選手団は、大会前日の７月６日

土曜日、午前９時に市役所を中型バスで出発し、７日日曜日、夕方に帰着予定でございます。 

  参加費は無料となっておりますが、初日の昼食代は自己負担となっております。 

  宿泊先は中条温泉トマトの国で、スポーツ振興課職員２名とスポーツ推進委員２名が同行

いたします。 

  参加者及び保護者に対しましては、６月 28 日金曜日に事前説明会を行い、その際には各チ

ームの選手紹介等も行います。 

  大会当日は、教育長を初め市長、議長も長野県栄村に応援に伺う予定となっております。 

  教育長におかれましては、栄村での選手への激励等よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  続きまして、９点目でございます。 

  地区図書館の臨時休館についてでございます。 

  資料９を御覧いただきたいと思います。 

  内容につきましては、図書館長から報告いたします。 

  三條図書館長、お願いします。 

○三條図書館長 それでは、三ツ木地区図書館及び大南地区図書館の臨時休館について御報告

をいたします。 

  今般の臨時休館につきましては、両図書館ともに児童の閲覧スペースである絵本コーナー

の躯体及びその上のじゅうたんが老朽化いたしましたことから改修工事を行い、改修後はフ

ローリングとする予定でございます。 

  工事期間につきましては、両館とも休館日、館内整理日を挟みまして３日間の工期といた

しました。また、市民に対しましては、５月 15 日号の市報の他に図書館ホームページへの掲

載、また各図書館内でのポスター等の掲出により周知を図ってまいります。 

  以上でございます。  

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  教育長報告は以上でございます。 

  10 点目のその他でございますが、特に報告等はございません。 

  教育長報告に対する質疑等があればお受けいたします。 
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  いかがでしょうか。 

  大野委員、お願いいたします。 

○大野委員 今御説明いただいた中で、資料の２、中学校卒業者の進路状況についての表でご

ざいます。 

  調査自体が５月１日現在ということで、まだ他市との比較等できる状況ではないかとは思

います。その中で、昨年までのデータなども含めまして、武蔵村山市の特徴というものがご

ざいましたらお教えいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○池谷教育長 何か武蔵村山市の特徴ということですけれども。 

  井上教育総務課長、お願いします。 

○井上教育総務課長 お答えいたします。 

  委員の御発言の中にもございましたように、大変恐縮でございますが、他市との比較とい

うものは事務局のほうではちょっと今までしたことがないというところで、そういう側面か

らの分析はしておりません。特徴と言えるかどうかはわからないんですけれども、過去３年

間の卒業者の進路状況、各進路先の構成を見ますと、やはり全日制の国・公立、私立のとこ

ろだけで過去２年間、本年度も含めまして８割方を占めているというところがございますの

で、ほぼ大多数の卒業生につきましては、全日制の高等学校に進学しているというところで

ございます。その他の進路先を見ましても、おおむね全卒業者数に対する構成率は、平成 30

年度、本日御説明した構成率とおおむね大きく異なるような経緯は今のところ見られないと

いう状況でございます。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 よろしいでしょうか。 

○大野委員 はい、ありがとうございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  その他いかがでしょうか。 

  杉原委員、お願いします。 

○杉原委員 それでは、希望ということで、進路状況を見まして、やっぱり春というのは子供

たちが希望を持って新たな進路を迎える、大事な時だと思います。 

  その中でちょっとやはり気になるのがその他のところなんですが、さまざまなケースがあ

ろうかと思うんですけれども、自ら希望してその他の何らかの進路を選ばれたのであるなら

ばそれでいいんですけれども、もしそうでなくて、何らかの希望があるのにかなえられなか
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った状況でその他に回られたということであるならば、別の視点でやはり支援が必要になっ

てくると思います。そのあたりの状況がよく見えないんですが、いかがなものなのでしょう

か。また、全員の子供たちが希望を持って春を迎えられるようにということをぜひ希望した

いと思います。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  特によろしいですか、事務局の方では。 

  井上教育総務課長、お願いします。 

○井上教育総務課長 お答えいたします。 

  委員御発言のとおり、その他の中には、本調査によりますと、在宅のまま就職されたり、

また家事手伝いであったり、また病気療養中であったりというようなものにつきましては、

全てこのその他に計上するようにというような形になっております。本日の場面では、私ど

もの方も学校からその数字以外のものというのはちょっといただいていないところでござい

ます。計上させていただいております９人の具体的な内容、この集計数以外のものにつきま

しては、詳しい具体の内容までは把握をしておりませんが、各学校におきましては、進路指

導、十分力を入れて、生徒に寄り添った進路指導をしているものというふうに私どもの方で

は認識をしております。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 よろしいでしょうか。 

○杉原委員 学校によっては減ってきているようですし、また年次によって変わってくる面も

あろうと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  どうぞ、杉原委員。 

○杉原委員 栄村の駅伝大会についてお聞きしたいと思います。 

  長野県栄村で走る経験が持てるというのは、本当にすばらしいことだと思います。これは、

昨年度の場合は小中一貫大南学園が指定されて、その前は第九小学校と第一中学校が指定さ

れている、今年は第八小学校と第三中学校が指定されているということなんですが、子供た

ちの希望が多い場合、予算も伴うので何とも言えないんですが、自由に希望をするような状

況もあるのでしょうか。それともこの指定されたところだけしか行けないのか、ちょっと聞

き逃したかもしれないので教えていただければありがたいんですが。 
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○池谷教育長 前原スポーツ振興課長、お願いします。 

○前原スポーツ振興課長 それでは、お答えいたします。 

  小・中学生については、各学校にスポーツ振興課から依頼させていただきまして、選手の

任命、各学校男女２名ずつお願いして推薦していただいているところでございます。 

  それと一般の場合なんですが、父母の付き添いというのが学校外ですと許可というのも必

要になってきますので、なかなか過去小学生等が応募してきたということはあまりない状況

でございます。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  その他よろしいでしょうか。 

○杉原委員 もう１点いいですか、希望ということで。 

○池谷教育長 はい。杉原委員、お願いします。 

○杉原委員 最後のところの地区図書館の臨時休館ということで、絵本コーナーのじゅうたん

とかいろいろ改修工事をなさるのはいいことだと思います。海外旅行の折、海外の図書館に

行ったことがあるのですが、とても楽しく本に親しめるような工夫がなされていて大変すば

らしいなと思いました。武蔵村山市の図書館は大変充実していて、リクエストにもすぐ応え

ていただけるということで、ますますの充実を御期待申し上げたいと思います。 

○池谷教育長 どうもありがとうございます。 

  その他よろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○池谷教育長 では、これをもちまして教育長報告を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第３４号 武蔵村山市立学校学校運営協議会委員の任命に係る臨 

時代理の承認について 

○池谷教育長 日程第４、議案第 34 号 武蔵村山市立学校学校運営協議会委員の任命に係る臨

時代理の承認についてを議題といたします。 

  教育総務課長より、議案の朗読をいたさせます。 

  井上教育総務課長、お願いします。 

○井上教育総務課長 それでは、議案を朗読いたします。 

  議案第 34 号 武蔵村山市立学校学校運営協議会委員の任命に係る臨時代理の承認につい
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て。 

  武蔵村山市立学校学校運営協議会委員の任命について、別紙のとおり臨時に代理したので、

教育委員会の承認を求めます。 

  令和元年５月 27 日、武蔵村山市教育委員会教育長。 

  別紙についての朗読は省略させていただきます。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 それでは、議案第 34 号の提案理由を説明させていただきます。 

  第五中学校の学校運営協議会委員の変更に伴い、委員を任命する必要があり、平成 31 年４

月 22 日付をもって臨時に代理したので、本案を提出するものでございます。 

  なお、内容につきましては、教育総務課長から説明いたさせますので、よろしく御審議の

上、御承認を賜りたくお願い申し上げます。 

  井上教育総務課長、お願いします。 

○井上教育総務課長 それでは、議案第 34 号 武蔵村山市立学校学校運営協議会委員の任命に

係る臨時代理の承認につきまして、御説明申し上げます。 

  武蔵村山市立第五中学校の学校運営協議会委員につきましては、委員の追加等により新た

に委員を任命する必要が生じましたが、会議を開催するいとまがないことから、武蔵村山市

教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき臨時に代理

したので、同条第２項の規定により別紙のとおり教育委員会に報告し、承認を求めるもので

ございます。 

  議案の次に別紙がございますので、御覧をいただければと思います。 

  説明につきましては、以上でございます。 

○池谷教育長 ありがとうございました。 

  では、これより質疑に入ります。 

  いかがでしょうか。 

  特にはよろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○池谷教育長 では、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終わります。 

  これより討論に入ります。 

  いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
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（発言する者なし） 

○池谷教育長 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終わります。 

  これより、議案第 34 号 武蔵村山市立学校学校運営協議会委員の任命に係る臨時代理の承

認についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○池谷教育長 ありがとうございます。 

  挙手全員であります。 

  よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。 

  ありがとうございました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ その他 

○池谷教育長 日程第５、その他に入ります。 

  委員からの報告等の御発言があればお受けいたします。 

  いかがでしょうか。特にはないでしょうか。 

（発言する者なし） 

○池谷教育長 事務局からの報告等の御発言があればお受けいたします。 

  井上教育総務課長、お願いします。 

○井上教育総務課長 事務局からはございません。 

  以上でございます。 

○池谷教育長 これをもって、その他を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎閉会の辞 

○池谷教育長 以上で、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

  これをもって令和元年第５回教育委員会定例会を閉会いたします。 

  どうもありがとうございました。 

午前１０時０３分閉会 


