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八尾市教育委員会８月臨時会会議録 

 

【寺前委員長】 皆さん、おはようございます。 

 ただいまより、教育委員会８月臨時会を開催いたします。よろしくお願いします。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【寺前委員長】 それでは、議案審議に入りたいと思います。 

 

８月臨時会の議案 

議案第３２号 

議案第３３号 

八尾市立歴史民俗資料館の指定管理者指定の市議会議案提出の件 

八尾市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

規則の一部改正について臨時代理承認の件 

 

 まず、議案第３２号八尾市立歴史民俗資料館の指定管理者指定の市議会議案提出の件に

ついて審議したいと思います。 

 提案理由を岸本課長よりご説明願います。 

【岸本文化財課長】 それでは、ただいま議題となりました議案第３２号八尾市立歴史民

俗資料館の指定管理者指定の市議会議案提出につき、ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１７号の規定に

より、委員会の議決をお願いするものです。 

 提案の理由でございますが、平成１８年４月より指定管理者制度を導入し、現在、財団

法人八尾市文化財調査研究会によって管理運営されていますが、指定管理を任せていまし

た期間が来年３月で満了となりますため、この間、公募による選定作業を経まして、選定

されました次年度以降の指定管理者につき、指定する必要がありますので、本案を提出す
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るものです。 

 次に、選定にかかる経過及び選定結果についてご説明申し上げますので、恐れ入ります

が、添付資料の「八尾市立歴史民俗資料館指定管理者の選定について」をご参照ください。 

 まず、公募につきましては、市政だより及びホームページに掲載し、本年６月１１日か

ら７月１０日まで募集を行い、この間の現地説明会には８団体の参加がございましたが、

最終的には２団体からの応募があったものでございます。 

 また、選定につきましては、生涯学習部指定管理者選定等委員会を学識経験者、市民代

表、公認会計士の参画を得、庁内委員４名の計７名の委員構成で設置し、八尾市公の施設

にかかる指定管理者の指定手続等に関する条例第４条にあります選定基準に従って評価し

ましたところ、記載の評価欄の集計表の内容となりました。 

 その結果、八尾市千塚３丁目１８０番地の１に所在します八尾市立歴史民俗資料館の指

定管理者候補には、大阪府八尾市幸町４丁目５８番地の２に所在する財団法人八尾市文化

財調査研究会を選定いたしました。 

 なお、指定の期間は平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日までの５年間といた

すものでございます。 

 以上、まことに簡単ではございますが、指定理由及びその経過等でございます。何とぞ

よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

【寺前委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、何かご質疑

ございませんでしょうか。 

【篠原委員長職務代理者】 ただいまの課長の説明によりますと、公募を行って、現地説

明会に８社の参加、そして実際プレゼンテーションを行ったのは２社で、そのうちの得点

結果により八尾市文化財調査研究会が適当であるというご説明だったと思うんですが、こ

の八尾市文化財調査研究会は、先ほどの説明では３年間もすでに実績あるんですが、この

指定管理者の制度が始まってから３年目ですね。それ、間違いありませんでしたか。 

【岸本文化財課長】 今年で３年目でございます。間違いございません。 

【篠原委員長職務代理者】 それに関連した質問ですけど、次は５年間となってますね。

５年になったという根拠は、条例にあったんでしたか。 

【岸本文化財課長】 条例を受けまして、指定管理にかかる指針等がございます。指定期

間につきましては、３年から５年と全庁的に決めておりまして、昨年にはしおんじやま古

墳学習館で、当初が３年で次は５年とさせていただいた経緯がございます。 

 我々自身もある程度指定管理者制度の全容が見えてきたことと、基本的な選定について

も、かなりの精度で選定できるということで、２回目については５年ということにさせて

いただいたところでございます。 

【篠原委員長職務代理者】 今の説明によりますと大体３年ないし５年で、ケース・バ

イ・ケースで５年が最長であるという理解でいいですね。 

【岸本文化財課長】 そういうことでございます。基本的に新規施設については３年、継

続施設については全庁的には５年という形でケース・バイ・ケースでやっております。 

【篠原委員長職務代理者】 新規の場合は３年で、今回のケースでは案に出ている研究会

はもう前からやってるから５年ということですか。 

【岸本文化財課長】 そうでございます。 

【篠原委員長職務代理者】 なるほど、わかりました。 
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【百瀨委員】 特に資料館の指定管理者を選定する上で、最も重要視した点はどのような

点なのか。また公の施設に対しての指定管理者制度の導入に対して、どのようなポイント

をもって考えられたのか、その２点についてご説明願いたいと思います。 

【岸本文化財課長】 まず１点目でございますが、この資料館の選定におきましては、文

化財施設の管理実績、あるいは学芸員等の人材配置、学校教育との連携、市民参画等に重

点を置きました。と申しますのも、八尾市域に残る歴史や文化というのは、八尾市の最大

の資源でございます。 

 そのような中で、まず人のはりつけが重要になってきますので、当初の申請のときに学

芸員資格を位置づけたわけですが、それがひいては学校教育、あるいは市民への啓蒙につ

ながっているということで、重要視いたしました。 

 もう１点についてでございますが、私どもとしましても、公の施設であるからには、や

はり市が一定の関与をした中で運営していただくように、資料館に関しては、歴史施設、

文化財施設として活用してもらえる方向を目指していく必要があるということをポイント

に入れて指定管理者制度の募集を行いました。完全に指定管理者に任せるのではなく、市

がその都度協議あるいは関与をしながらやっていくというのが公の施設であると考えてお

ります。 

【百瀨委員】 当然、市民にとって管理運営が効果的に進んでいくという前提に立って考

えていただいたらと思うんですが、今のお答えの中の、学校教育との関連についてもう少

し具体的に伺いたいのと、資料館としてどのように効果的な役割を果たしていくのか、教

育の場についてどのように考えているのかについて、もう少し詳しく述べていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

【岸本文化財課長】 当初、歴史民俗資料館がオープンしたときは、八尾市の文化財ある

いは歴史についての研究というのが大きなテーマでございました。ただ昨今では、公の施

設は、まず第一義に市民に親しんでもらい、その中で、例えば学校教育との連携であれば、

小学校の授業の中で学んでいただく施設ということで位置付けをしております。 

 例えば今回の提案ですと、４月～６月には歴史授業の最初に学ぶ古墳時代等の展示、あ

るいは１月～３月は昔の暮らしについて学ぶので、民具を中心に展示するということでご

ざいます。 

 このように学校のカリキュラムにある程度合わせ、加えて体験学習として、例えば実際

に土器や勾玉を作る、あるいは当時のお米のつくり方や河内木綿も含めて、今回候補者か

ら色んな提案をいただいております。 

 私どもとしても学校教育との連携は非常に重要と考えておりますし、今後の八尾市を担

う子どもたちがそういう勉強をしていただくというスタンスで、「子どもたちと一緒に」

をテーマとして、指定管理者とともに今後も取り組んでいきたいと考えております。 

【篠原委員長職務代理者】 先ほど質問しました中で、最終的には２団体のプレゼンテー

ションが行われて、選考委員会で八尾市文化財調査研究会が選ばれたとのことですけど、

差し支えのない範囲でもう一つの団体のことを教えていただきたいと思います。 

 そして、その団体との比較で、どういう点で結果としてこの団体が選ばれたのか、もう

一方の団体はこういうところがちょっと足らなかったという大まかなところでいいですの

で、知らしてほしいと思います。 

【岸本文化財課長】 今、篠原委員がおっしゃった件でございますが、まず点数について
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は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に関して情報公開についての要

綱がございまして、その中で、２者の場合は落ちた団体については明らかにしないという

ことになっておりますので、概略だけかいつまんで申し上げます。 

まず、団体の選定につきましては、選定委員会としてある程度の基準を作っております。

その基準については、例えば６０％以上の得点率で合否を決めようというように選定委員

会で決定いたしました。そうして、縷々議論をいただいた結果、八尾市文化財調査研究会

が６６９点で選定されたということでございます。 

 講評も、具体的にはお示しできませんけども、文化財調査研究会については歴史民俗資

料館を当初から管理しておって経験も豊富で安定感がある、また職員体制についても学芸

員資格を持った職員を配置しておる、あるいは学校教育、市民連携という点では非常に有

意義な提案をされたということでございます。 

 翻って、もう一方の団体につきましては、事業資金等についてはかなり頑張っていた、

また事業提案は斬新であったということがございましたけども、博物館等の管理運営実績

がない、また学芸員についても文化財調査研究会に比べると劣る、それと提案の内容につ

いて具体的な部分が出ていなかったということがございました。そういった中で、八尾市

文化財調査研究会が選ばれたということでございます。 

【中原教育長】 先ほどの質問に関連して、選定した団体が１００％すべての面でオーケ

ーというわけではなく、事業の中で強い部分と弱い部分があるというのは当然なことだと

思うんです。 

 今、もう一つの応募団体から斬新な提案があったということですが、斬新な提案でもな

かなか実現できないこともあるんですが、今回管理をお願いする団体が提案した部分で、

もう少し考えて実施したほうがいいのではないかというお話がありました。これについて

教育委員会としてさらにいい提案に変えていくためには、色々な仕掛けができると思うん

ですけれども、来年度からの管理をお願いするとき、いいものとするためどういう形にす

るかお考えがあったらお願いしたいと思います。 

【岸本文化財課長】 先ほど申し上げましたように、全部が良いということであれば、あ

あいう点数にはならなかったと思います。選定委員からも、研究内容については非常に高

い、それがもとになるということですけども、展示になると一般市民向けの部分では難し

いかな、あるいは自主事業などの新しい企画が乏しいというようなご意見がございました。

それはひいては、市民に近しい資料館としては、集客対策という意味でもさらなる工夫が

必要だろうという講評を選定委員会の中でもいただいております。 

 そういう中で、私どもも市民の視点というのが一番大事と考えておりまして、選定委員

から色々と講評をいただいた部分も含めまして、来年４月１日からの指定期間までに、改

めて候補者として選定された八尾市文化財調査研究会と協働してまいりたいと考えており

ます。 

 ４月１日から受けていただくということですから、選定委員会での講評、我々事務方の

思っております弱い部分というのは、そういう形で協議してまいりたいと考えております。 

 また、指定管理者からは毎月月例報告をいただいております。その中でチェックをしな

がら、必要に応じて私どもと会議をしながら進めてまいりたいと考えております。 

【中原教育長】 月例報告を求めるということですけども、５年間というスパンの中で、

きちっと運営しているかどうかというのを点検していくのは、主にその月例報告なのか、
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報告を受ける機会は別にもあるんでしょうか。 

【岸本文化財課長】 正式な報告についてはこういう形でございますけども、私どもとし

ましても、２０年前からここを管理していただいていますので、常々色んな形で、私が向

こうへ出向いたり、あるいは指定管理者である文化財調査研究会の職員がこちらへ来たり

して、例えば学校教育との連携はこういうことをやりたいとか、こういう自主事業をやり

たいということについては、当然私どもとその都度話をいたしております。 

 また、もう１点でございますけども、今現在、私どもでしおんじやま古墳学習館を別に

持ってございます。それと来年からは旧植田家住宅が公開施設としてオープンいたします。

その中では歴史民俗資料館は文化財施設の中核ですから、指定管理者同士の協議をしてい

ただきたい、あるいは指導・支援をしていただきたいと申し上げてまいりたいと考えてい

ます。 

【篠原委員長職務代理者】 極端なことを聞くわけですけど、指定管理者制度では、この

歴史民俗資料館というネーミングの変更は可能なのかどうか。なぜこういうことを言うか

というと、資料館はあくまで資料を集めているというイメージがするんですね。私なりの

イメージですが、動的な部分が欠けるように思います。 

千葉県の佐倉にある国立歴史民俗博物館へ行ったことがありますが、あれはものすごい

ですね。もちろんそういうのと比較はできませんけども、例えば先ほどのしおんじやまな

ら「学習館」ですね。学習館もいい名前だと思いますよ。そういうネーミングの変更は可

能なのかということをまず１点お聞きしたいです。 

【岸本文化財課長】 今、法律的に歴史民俗資料館に関係する博物館法の改正が徐々に行

われております。ただ、現状では博物館相当施設としての資料館の位置づけが博物館法に

載ってございますので、例えば篠原委員がおっしゃった件については、今後、法律改正の

推移を見ながら、市民に近しいように進めてまいりたいと思っています。 

 もう１点、これは余談になりますけども、資料館の前の常設展の看板についても、選定

委員に講評いただいた中では、わかりにくい、市民にとって飽きる看板ではないかという

ご意見もございましたので、そういうことも含めて市民に近しくなるように今後考えてま

いりたいと思います。 

【篠原委員長職務代理者】 今の説明で結構なんですが、先ほど学校教育との関わりとい

う質問・ご意見も百瀨委員から出ましたけれども、これはかねがね思ってるんですが、こ

の資料館がある周辺地域ともっともっと連携するなり、あるいはあの地域には優れた文化

財が色々とありますので、それとの連携をどんどん拡大していって、そして「資料館」で

なくて「何かするんだ」というような施設に持っていってほしいと思います。 

 そこのところも、教育委員会としての関与の仕方、指導の仕方が問われると思うんです

が、そこは一体となって頑張っていただきたいと思っております。 

【岸本文化財課長】 今のお尋ねでございますけども、今は歴史民俗資料館が「点」とい

う存在という受け止め方が非常に多くの方にされていると思います。それが「線」になり

「面」になるように、第一義的には市がイニシアティブをとりながら、私どもとしまして

も、４年前の高安古墳群にかかる検討会議の立ち上げの前から調査をいたしておりまして、

今、高安古墳群には服部川周辺で大体２００基近く、郡川・大窪を含めますと、もう少し

ございますが、そういう分の国史跡化で大きな事業やっていく、あるいは別途「歴史資産

のまちネットワーク」という庁内会議もつくってございまして、その中ではもっと平たく
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山手の史跡が散策できるようなマップ作りもやっております。 

 そういうことも含めながら、資料館と私どもが一心同体で、今後、面的に市民が両方を

訪れていただくように進めてまいりたいと考えております。 

【山本委員】 先ほど学校教育や市民ニーズのことをおっしゃっていましたけども、市政

だよりとかでＰＲなさっていると思いますが、学校の児童・生徒たちはよくこういうこと

を経験しているんですけども、お母様方の経験がちょっと少ないような気がしますが、夏

休みなどにでも、資料館で色々とイベントなどを開いているのでしょうか。多分開いてい

ると思いますが、それにどれくらいの応募者があるのかも伺いたいと思います。 

【岸本文化財課長】 それぞれの季節に応じまして、色んな体験学習や展示をあわせなが

らやっております。ただ、キャパが少ないものですから、団体での講座であれば募集人数

は３０人という括りになります。あとは、今おっしゃっていただいたようなことについて、

例えば個人で来られても体験ができるようなメニュー作りを、かなり資料館の職員も頑張

っておる中でございますが、我々としても作っていきたいと思っております。 

【山本委員】 それともう１点伺いたいのは、一般の方が色々と資料館をお訪ねになった

り、体験学習なさったりするときに、指定管理者の職員が色々と指導等していただけるの

でしょうか。それともそういうことは指定管理者には関係ないのでしょうか。 

【岸本文化財課長】 今お尋ねの件につきましては、指定管理者の職員が対応するという

ことでございます。冒頭でも申し上げましたが、学芸員資格として、考古学の学芸員資格

あるいは経験年数、それから歴史学では中世から近世の文書、それから歴史学を学んでお

る、あるいは民具や河内木綿と、それぞれ八尾市の特色も活かしながら配置いただいてい

ますので、市民が分からないということについては、当然すべて答えられるだろうと思い

ます。 

 ただ、先ほど申しましたように、もうちょっと市民に分かりやすく説明するというスタ

ンスを持っていただけるように、私どももずっと言い続けてまいりたいと考えております。 

【寺前委員長】 よろしゅうございますか。 

 ないようでございますので、私からお聞きしたいんですけども、公の施設の指定管理者

の指定手続等に関する条例の第４条で、選定基準として５項目が挙がってますね。これに

基づいて合計１５０点ということですが、どの項目も配分は３０点ずつということですか。 

 それともう１点は、指定管理者の選定では、これからも教育関係の施設が色々と関係し

てくると思うんですけれども、そのときも同じように合計１５０点になるんですか。その

ことをお聞きしたいと思います。 

【岸本文化財課長】 条例の第４条の中で選定方法が定められております。その中では項

目として５項目、「利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものである

こと。」「公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。」「公の施設の適切な維

持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであるこ

と。」「公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有して

おり、又は確保できる見込みがあること。」「その他市長が公の施設の性質又は目的に応

じて別に定める基準」というものが定められております。 

 この５項目を全部斟酌した上で、公の施設といいましても、私どものような文化財施設、

あるいは部の所管でもスポーツ施設、生涯学習施設がございますので、基準の５項目をた

たき台にしながらも、どの施設も同じ点数ということにはならないと思います。 
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 と申しますのも、例えば私どもとしましても、５項目設けておる中で、公の施設として

歴史民俗資料館を考えた場合に「ここは重要であろう」という項目につきましては、点数

をかける２で配分しておるところもございます。そういう中では、今後の他の施設での選

定におきましては、それぞれの館の特色に応じて、基準の中で項目を作っていくことにな

ろうかと考えております。 

【寺前委員長】 ということは、今回も同じ配分ではなく、当該施設に重要な項目につい

ては上積みしたということですね。わかりました。１５０点というのは、どこの施設の場

合も同じでいくわけですか。 

【藤田生涯学習部長】 施設ごとで点数１５０点とは限っておりません。その施設の特色

を活かした点数の組み方をしておりますので、総合点が例えば１０００点満点なったりと

か、色んなケースが考えられますので、１５０点に限定したものではございません。 

また、追加で言わせてもらいましたら、今回の場合、厳しい選定を受けたと思っていま

す。１つは、既存団体が選定されたわけですけども、基本的に選定委員の意見というのは、

これから５年間もっとしっかりやれよという指摘であると思っておりまして、やはり既存

の枠に捕らわれないで、もっと新鮮なことをやれと、また、市民ニーズのアンケートをこ

れからしていくという話だったんですけれども、もう少しバラエティに富んだ魅力あるも

のをやれということでございます。もう１つは、地域間交流ですね。学校との交流はされ

ておりますけれども、さらにもっと市民に分かるような形を示せ、あるいは地域との密着

度といいますか、例えばしおんじやま古墳学習館はかなり地域と密着しているという実態

もございまして、先人を勉強せよということだと思いますが、学識の形で博物館に固まっ

たらあきませんよということであろうという感想を持っております。 

【寺前委員長】 今部長から、選定委員からも結構厳しい指摘があったというご報告がご

ざいました。市民の視点から事業計画を進めるべきとか、もっと斬新な企画を出せとか、

あるいは学校との連携についてもさらにやってほしいとかという報告もあったわけですが、

そういうことも勘案しながら最終的には、文化財施設の管理実績は当然として、３年間の

実績を持ち、また学芸員の配置とか、学校教育との連携等を充実する中で、財団法人八尾

市文化財調査研究会に向こう５年間やっていただこうということになったわけです。そう

いうことでございますので、課長や部長からも報告ございましたように、今後の月例報告

あるいはその都度、教育委員会からも指導や助言をしていただくことによって、当該施設

が市民の要望に十分に応えるものになることを願っておきます。 

 本件について、他にご質問ございませんか。 

【百瀨委員】 最後に１点だけお聞きしたいと思うのは、八尾市の歴史民俗資料館が八尾

市の文化財の中心となって今後動いていくべきであろうと考えますし、また地に足のつい

たものとして運営を進めていっていただきたいと考えるわけなんです。 

 そういう中で、先ほど来、地域と密着したものであれとか、色々声は上がっていたんで

すが、今後教育委員会としてどのような運営をしていってもらいたいのか、具体的なこと

を含めて基本的な方向が見えるならば、少しお答えしてもらったらと思います。先ほどか

ら色々聞いているのですが、もう一度確認したいと思いますので、よろしくお願いします。 

【岸本文化財課長】 私ども所管の施設につきましては、歴史民俗資料館をはじめとしま

して、しおんじやま古墳学習館と埋蔵文化財調査センター、さらに来年度は旧植田家住宅

がオープンし４ヵ所がございます。その中で、考古学から民俗あるいは歴史学、古文書、
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美術、河内木綿というすべてのジャンルを扱っているのは資料館だけでございます。そう

いった中では、やはり文化財施設の中核的な施設として、あとの３館も含めて、例えば優

秀な学芸員を擁しておりますので、その学芸員が他の施設の指導あるいは交流の中で連携

を行うといったことで、４館の底上げをしながら、市民サービスの向上が図れるように、

地域の活性化あるいは市民が学芸員と一緒に学ぶことができるような施設づくりを、今後

私どもとしましても指導し、あるいは協議し、一緒に汗をかきながらやっていきたいと考

えております。 

【百瀨委員】 指定管理者といえども、建物そのものは公の施設であります。教育委員会

の所管でありますので、ぜひ十分な連携をとっていただいて、そして指導を入れるべき点

は指導を入れる、このあたりを十分考えて、ぜひ市民の皆さんのニーズに合うように、ま

た親しんでもらえるような、そういう運営を進めていただけたらと思います。 

【寺前委員長】 よろしゅうございますか。他にございませんか。 

 今百瀨委員からも、４館の中核施設として十分機能するように、そして足りない部分に

ついては教育委員会としても指導して、市民ニーズに応えるようにということでございま

すので、そういった点も今後十分見守っていきたいと思っております。 

 それでは、他に質疑がないようでございますので、採決に移らせていただきます。 

 議案第３２号について、原案のとおり適当と認めることにご異議ありませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 全委員、ご異議なしと認めます。よって、議案第３２号八尾市立歴史民俗資料館の指定

管理者指定の市議会議案提出の件について、原案を適当と認めることに決しました。 

 

 次に、議案第３３号八尾市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

規則の一部改正について臨時代理承認の件について審議いたします。 

 提案理由を中山次長より説明願います。 

【中山次長】 八尾市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の

一部改正につきまして、教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第２項の規定に基

づきまして教育長の臨時代理について、委員会の承認を求めるものでございます。 

 府教委規則である府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正と

いうことで、これに伴い八尾市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る規則の一部を改正する必要がおこってまいりました。 

 府教委から本規則の一部改正につきましての通知が７月３１日に来まして、翌日の８月

１日にはもう施行に入らなければならないという状況にあり、急を要しましたために平成

２０年７月３１日付で教育長の臨時代理を行いました。その承認を求める次第でございま

す。 

 一部改正の内容につきましては、新旧対照表にございますように、休息時間の部分を完

全に削除するという形でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

【寺前委員長】 提案理由の説明がございましたが、委員の先生方、何かご質疑ございま

せんでしょうか。 

 今説明ありましたように、７月３１日に府から通知が来たということで、もう少し早く

来ていたら７月２２日の定例教育委員会にもかけられたわけですけども、その上８月１日
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から施行ということもあって、教育長の臨時代理処分となったわけです。 

 勤務時間のうち１５分を２回ということで３０分間、先生方は負担になるということで

すけども、従来からも取っておられなかったことが多いのではないかと推測してますし、

委員の皆様方も特にご質疑ないようでございますので、本件について採決に移らせていた

だきます。 

 議案第３３号につき、原案を適当と認めることにご異議ございませんか。 

【全委員】 異議なし。 

【寺前委員長】 ありがとうございます。 

 全委員、ご異議なしと認めます。よって、議案第３３号八尾市立学校の府費負担教職員

の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正について臨時代理承認の件について、

原案を適当と認めることに決しました。 

 議案については以上でございます。 

 それでは、続きまして報告事項に移らせていただきます。 

 

｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

 本日、報告事項が予定されておりません。 

 この際委員の先生方、何かご発言ございますでしょうか。ないですか。 

それでは事務局から何かございますか。 

ないようでございますので、以上をもちまして教育委員会８月臨時会を終了いたします。 

 本日の署名委員に中原委員を指名したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、どうもご苦労さまでございました。 

 

 

（署 名）寺前委員長 

 

 

                                                    

 

中原委員 

 

 

                                        

 

 


