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２月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日  平成２６年２月２１日（金） 

開 催 時 間  午前１０時００分 

開 催 場 所  本館８階 第２委員会室 

出 席 委 員 

 

百 瀨 委員長 

安 藤 委員長職務代理者 

木 下 委員 

御喜田 委員 

浦 上 委員（教育長） 

出 席 職 員 

 

 

 

伊藤教育次長兼生涯学習部長・柿並学校教育部長・吉岡教育委員

会事務局理事教育政策課長事務取扱・瀧瀬生涯学習部次長兼施設

一体型小・中学校整備プロジェクトチーム総括者・松井生涯学習

部次長・万代学校教育部次長兼学務給食課長・福嶌学校教育部次

長兼人権教育課長・杉島生涯学習スポーツ課長・南八尾図書館

長・渞文化財課長・本鍋田指導課長・山下教育サポートセンター

所長・田辺こども未来部長・富田青少年課長 

 

【百瀨委員長】 それでは、ただいまより２月定例教育委員会を開催いたします。本日の

会議録署名に木下委員を指名したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、本日は、こども未来部長に委任している事務に関する議事が予定されております

ので、こども未来部長及び青少年課長にもご出席いただいております。よろしくお願いい

たします。 

 

【百瀨委員長】 まず、１月定例教育委員会会議録の承認について審議いたします。 

 この件につきまして、委員の皆様方、何かご質疑ございませんでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、１月定例会会議録について承認と

決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、１月臨時教育委員会会議録の承認について審議いたします。 

 この件につきまして、委員の皆様方、何かご質疑ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、１月臨時会会議録について承認と

決しました。 
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【百瀨委員長】 次に、委員長報告を行います。 

（委員長報告） 

１月22日（水） 

１月26日（日） 

１月27日（月） 

１月29日（水） 

 

 

１月31日（金） 

２月３日（月） 

２月９日（日） 

２月10日（月） 

２月14日（金） 

午前10時25分から、臨時教育委員協議会に出席。 

午前10時から、綱引競技選手権大会に出席。 

午後２時から、大阪府都市教育委員会委員長研修会に出席。 

午前９時45分から、八尾の小さな巨匠展開会式典に出席。 

午後０時25分から、学校給食献立コンテスト最優秀賞受賞献立の学校

給食視察に出席。 

午前10時から、臨時教育委員会に出席。 

午後７時30分から、八尾天満宮節分祭鬼追い式に出席。 

午前９時30分から、小学生サッカー大会開会式に出席。 

午前10時から、臨時教育委員会に出席。 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、教育長報告を浦上教育長よりお願いします。 

(教育長報告) 

１月22日（水） 

１月24日（金） 

１月25日（土） 

１月26日（日） 

１月27日（月） 

１月29日（水） 

 

 

 

１月30日（木） 

 

１月31日（金） 

 

２月１日（土） 

２月４日（火） 

２月６日（木） 

 

２月７日（金） 

２月９日（日） 

２月10日（月） 

２月11日（火） 

２月12日（水） 

 

午前10時25分から、臨時教育委員協議会に出席。 

午後１時30分から、国民保護協議会に出席。 

午前10時から、特定非営利活動法人みち講演会に出席。 

午前10時から、綱引競技選手権大会に出席。 

午前10時から、行財政改革推進本部会議に出席。 

午前９時45分から、八尾の小さな巨匠展開会式典に出席。 

午前10時から、図書館協議会に出席。 

午後０時25分から、学校給食献立コンテスト最優秀賞受賞献立の学校

給食視察に出席。 

午前10時から、各派代表者会議に出席。 

午後２時から、社会教育委員会議に出席。 

午前10時から、臨時教育委員会に出席。 

午後３時から、文化財保護審議会に出席。 

午前９時30分から、小学校音楽祭に出席。 

午前９時から、部長会に出席。 

午前９時から、中河内地区人事協議会に出席。 

午後１時から、ちょい変え運動庁内報告会に出席。 

午後２時から、市議会文教常任委員会に出席。 

午前９時30分から、小学生サッカー大会開会式に出席。 

午前10時から、臨時教育委員会に出席。 

午前10時30分から、八尾ロボットフェアに出席。 

午後１時から、ジェネシスオブエンターテイメント車いすダンスに出

席。 
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２月14日（金） 

 

２月18日（火） 

２月19日（水） 

午前10時から、定例教育委員協議会に出席。 

午後２時から、市町村教育委員会教育長会議に出席。 

午前10時から、市議会３月定例会本会議（１日目）に出席。 

午前10時30分から、歴史民俗資料館運営委員会に出席。 

 

【百瀨委員長】 次に、３人の委員の皆様方から、この間の活動状況について何かありま

したらご報告いただければと思います。何かございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 委員長、教育長報告と重複しますが、１月２９日（水）に、

学校給食献立コンテスト最優秀賞受賞献立の学校給食視察に出席しました。当日は、亀井

小学校２年生の子どもたちと一緒に、温かい雰囲気の中で食事をさせていただきました。 

 次に、２月１日（土）に、小学校音楽祭に出席しました。今回はＪＡ会館で開催され、

子どもたちはこれまでの努力を十分に発揮していましたので、良い機会になったのではな

いかと思います。また、このために準備される先生も本当に大変だったと思いますので、

お疲れさまと申し上げたいと思います。 

 

【木下委員】 １月３１日（金）に、小さな巨匠展を見に行きました。今年は生涯学習セ

ンターで開催されていましたが、いろんな取組みを発表してくれていたので良かったと思

います。 

 

【百瀨委員長】 委員長報告及び教育長報告を含め、ただいまの報告について、委員の皆

様方から何かご質疑ございませんでしょうか。 

 それでは、ご質疑がなければ、次に進ませていただきます。 

 

｛ 議 案 審 議 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、議案審議に入らせていただきます。 

 

２月の議案 

議案第６号 

 

議案第７号 

議案第８号 

議案第９号 

 

議案第10号 

八尾市図書館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則制定

の件 

八尾市図書館条例施行規則の一部改正の件 

八尾市指定文化財の決定の件 

八尾市立青少年センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定め

る規則制定の件 

八尾市立青少年センター条例施行規則の一部改正の件 

 

【百瀨委員長】 まず、議案第６号「八尾市図書館条例の一部を改正する条例の施行期日

を定める規則制定の件」について審議いたします。提案理由を南館長より説明願います。 
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【南八尾図書館長】 それでは、議案第６号「八尾市図書館条例の一部を改正する条例の

施行期日を定める規則制定の件」について、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３号の規定によ

り、委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由といたしましては、八尾市立八尾図書館の移転建て替えに伴い、その位置を定

めるため、平成２５年１２月市議会において八尾市図書館条例の一部改正が可決され、同

条例の施行にあたり、施行する期日を定める規則を制定する必要があるため、本案を提出

するものでございます。 

 内容でございますが、同条例の施行日を平成２６年４月３０日と定めるものでございま

す。 

 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何卒、

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方から、何かご

質疑ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 条例の施行期日を平成２６年４月３０日にされた理由を教え

ていただけますか。 

 

【南八尾図書館長】 まず、新しい八尾図書館の開館日につきましては、工事の進捗状況、

準備作業等を踏まえ、４月３０日になります。また、４月３０日は図書館記念日になりま

すので、新しい図書館がオープンする日として相応しいのではないかと考えておりますの

で、その日に合わせて施行期日を定めさせていただいたところでございます。 

 

【百瀨委員長】 今回の八尾市図書館条例の一部を改正する条例については、１２月市議

会定例会において可決されておりますので、４月３０日に向けて体制を整えていただきた

いと思います。 

それでは、他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第６号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第６号「八尾市図書館条例の

一部を改正する条例の施行期日を定める規則制定の件」について原案を適当と認めること

に決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第７号「八尾市図書館条例施行規則の一部改正の件」につい

て審議いたします。提案理由を南館長より説明願います。 

  

【南八尾図書館長】 それでは、議案第７号「八尾市図書館条例施行規則の一部改正の
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件」について、ご説明申し上げます。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第３号の規定により、委員会の

議決を求めるものでございます。 

 提案理由といたしましては、平成２５年１２月市議会定例会に提案を行った八尾市図書

館条例の一部改正の件について議決されたことに伴い、同施行規則の規定について条項整

理を行うとともに文言整理を行う必要があるので、本案を提出するものであります。 

 改正の内容でありますが、第２条を移動図書館の運営に改め、第２条の２を削除するも

のでございます。 

 また、第１１条の見出しを「（貸出点数及び期間）」から「（団体貸出点数及び期

間）」に、第１３条の見出しを「（貸出点数及び期間）」から「（文庫貸出点数及び期

間）」に改め、第１４条を削除し、第１５条から第１９条までの各条を１条ずつ繰り上げ

るものであります。 

 以上、甚だ簡単な説明ではありますが、提案理由の説明とさせていただきます。何卒、

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

等ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 八尾市図書館条例の一部改正に伴い、条例に事業が位置づけ

られたので、現行の規則に規定されている事業を移動図書館の運営に改正したということ

でしょうか。 

あと、第１４条に規定されている集会室の利用を削除して、移動図書館以降が１条ずつ

繰り上がっていますが、この点についてもう少し説明していただけますか。 

 

【南八尾図書館長】 現行の八尾市図書館条例施行規則におきましては、第２条に図書館

が行う事業を規定しておりますが、八尾市図書館条例の一部改正の件が１２月市議会定例

会において議決されたことに伴い、条例に事業を位置づけさせていただきましたので、規

則における事業の規定を削除し、第２条の２の移動図書館の運営を第２条として位置づけ

させていただいたところでございます。 

 次に、第１４条につきまして、現行の規則では集会室の規定がございますが、新しい八

尾図書館におきましては、集会室のスペースは予定しておりませんので、集会室の規定を

削除し、移動図書館以降の各条を繰り上げさせていただいております。 

 

【百瀨委員長】 今回の規則改正については、１２月市議会定例会で八尾市図書館条例の

一部改正の件について議決を得たことに伴っての改正になりますので、市民にも十分伝わ

るように取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。 

議案第７号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 
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【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第７号「八尾市図書館条例施

行規則の一部改正の件」について原案を適当と認めることに決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第８号「八尾市指定文化財の決定の件」について審議いたし

ます。提案理由を渞課長より説明願います。 

 

【渞文化財課長】 それでは、議案第８号「八尾市指定文化財の決定の件」について、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。 

 提案理由ですが、八尾市本町５丁目に所在します常光寺の「本堂・阿弥陀堂・行者堂」、

附として「本堂復興記額、阿弥陀堂再建板札、行者堂厨子」、八尾市水越８丁目に所在し

ます薗光寺の「木造 阿弥陀如来立像」を市指定文化財とすることについて、八尾市文化

財保護審議会に諮問いたしました。 

 常光寺は、宝永４年（１７０７年）の地震によって被害を受け、本堂と阿弥陀堂は１７

００年代末期に再建されたことが、本堂復興記額や阿弥陀堂再建板札、建築様式からうか

がえます。また、行者堂は宝永３年から４年に造営されたことが文書により記されており

ます。 

 常光寺は、臨済宗南禅寺派の寺院で、市内でも数少ない禅宗様の建物であり、築造年代

や修理の過程がわかることから、本市の歴史的景観を伝えるものとして評価されたもので

ございます。 

 次に、薗光寺の木造阿弥陀如来立像は、鎌倉時代の典型である高さ３尺、約９０センチ

の寄木づくりで、像の裏に枘孔を設ける技法や中国宋代の図様にならう着衣の表現などか

ら、１３世紀頃に奈良の仏師によって製作されたとみられ、本市に残る優れた仏像彫刻で

あるとの評価をされました。 

 以上から、八尾市文化財保護審議会より、当該候補物件は市指定文化財として適当であ

るとの答申をいただきましたので、市指定文化財といたしたくお願いいたすものでござい

ます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 薗光寺については今回初めて知りましたので、少し説明して

いただけますか。 

 

【渞文化財課長】 薗光寺につきましては、八尾市水越に所在する融通念仏宗の寺院でご

ざいます。融通念仏宗は、八尾市でも１６００年代に山手で広がりました。ただ、薗光寺

については、かつて神立にある玉祖神社の神宮寺として薗光寺というお寺がございまして、

幕末頃まで存続し、かつては６つほどの坊がございます。また、こちらには、国の重要文

化財として、鎌倉時代に北条時政が出した制札が残されておりました。その薗光寺と現在
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の薗光寺とのつながりについてはわからないところがありますが、山麓にこのような古い

寺院がたくさんございました。 

 

【浦上教育長】 市指定文化財については、これまでにいくつぐらい指定されていますか。 

また、常光寺については、以前に違ったものが指定されていたと思いますので、それに

ついて説明してほしいと思います。 

 最後に、薗光寺の阿弥陀如来立像については、市史編纂の調査をする中で出てきたもの

になり、今回、市指定文化財として提案されていますが、このようなものをできるだけ市

民の方々に周知してほしいと思います。この点についてはどのように考えていますか。 

 

【渞文化財課長】 現在、市指定文化財の件数につきましては５６件でございます。この

うち、建物は１４件、彫刻は７件指定させていただいております。 

 次に、常光寺に所在する市指定文化財につきましては、平成２２年に禅宗様式を残して

いる三門を指定させていただきました。こちらは、現在、二重の屋根がついたような門に

なっており、幕末頃に建立されたものです。 

 次に、今回の文化財につきましては、現在、市内一円で悉皆調査を行っており、その過

程で見つかったところでございます。市内に寺院は１３０箇所程度ございますので、また

何か見つかればと考えております。 

最後に、市民へのお知らせにつきましては、現在、「やさしい八尾市史」の作成に取り

組んでいるところでございます。また、毎年秋ごろに行っている講演会等で市民に周知さ

せていただきたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 そのようなことが学校教育の中でも十分伝わるように、啓発等を進めて

いただきたいと思います。あと、市指定文化財５６件のうち、絵画についてはどれぐらい

の件数になりますか。 

 

【渞文化財課長】 絵画については１４点が指定となっております。なお、市指定だけで

はなく、国指定文化財といたしましては史跡、有形文化財等を合わせて６件程度、府指定

文化財といたしましては２０件、市全体で１０５件程度の指定文化財がございます。この

ような文化財は、今後、郷土の宝となっていくものでございますので、さらに増やしてい

きたいと考えております。 

 

【百瀨委員長】 それでは、他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきま

す。 

 議案第８号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第８号「八尾市指定文化財の

決定の件」について原案を適当と認めることに決しました。 
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【百瀨委員長】 次に、議案第９号「八尾市立青少年センター条例の一部を改正する条例

の施行期日を定める規則制定の件」について審議いたします。提案理由を杉島課長より説

明願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、議案第９号「八尾市立青少年センター条例の

一部を改正する条例の施行期日を定める規則制定の件」につきまして、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３号の規定によ

り、委員会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由といたしましては、八尾市立青少年センターの移転建て替えに伴い、その位置

に関する規定等の整備を行うため、平成２５年１２月市議会において、同センター条例の

一部改正が可決され、同条例の施行にあたり、施行する期日を定める規則を制定する必要

があるため、本案を提出するものでございます。 

 内容でございますが、同条例の施行日を平成２６年４月３０日と定めるものでございま

す。 

 以上、甚だ簡単雑駁な説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。

何卒、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 施行日については、新しい八尾図書館と合わせているのでし

ょうか。 

 

【富田青少年課長】 青少年センターと八尾図書館は複合施設になりますので、工事の進

捗状況等を鑑みて、同日に施行するものでございます。 

 

【百瀨委員長】 この件についても、１２月市議会定例会において、八尾市立青少年セン

ター条例の一部改正の件が可決されたことに伴う施行期日の規則制定となりますので、今

後、市民への周知をお願いいたします。 

それでは、他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第９号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第９号「八尾市立青少年セン

ター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則制定の件」について原案を適当と

認めることに決しました。 

 

【百瀨委員長】 次に、議案第１０号「八尾市立青少年センター条例施行規則の一部改正
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の件」について審議いたします。提案理由を杉島課長より説明願います。 

 

【杉島生涯学習スポーツ課長】 それでは、議案第１０号「八尾市立青少年センター条例

施行規則の一部改正の件」につきまして、ご説明申し上げます。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第３号の規定により、委員会の

議決を求めるものでございます。 

 提案理由といたしましては、平成２５年１２月市議会に提案を行った八尾市立青少年セ

ンター条例の一部改正の件について議決されたことに伴い、同施行規則の規定について条

項及び文言整理を行うとともに、青少年センターの使用手続について文言整理を行う必要

があるため、本案を提出するものでございます。 

 改正の概要でございますが、主な内容は次の４点でございます。 

 まず、１点目としまして、昨年、１２月市議会で議決された八尾市立青少年センター条

例の一部改正に伴い、これまで同施行規則の第２条に規定しておりました業務を条例にて

事業として規定したことに伴い、条項の整理を行ったものでございます。 

２点目としまして、これまで内規で定めておりました青少年センターの利用者を明確化

させるために、その内容を規則に規定するとともに、使用許可に関する手続きの内容につ

いて、文言整理を行ったものでございます。 

 ３点目としまして、当該規則は昭和４２年に制定されたものであり、その当時の規定の

ままの表現が残っており、今日では規則に規定する用語としてなじみにくい文言がござい

ましたので、文言整理を行ったものでございます。 

４点目としまして、以上の改正を行うことに伴う条項及び文言の整理を行ったものでご

ざいます。 

 それでは、改正内容の詳細につきまして、ご説明申し上げます。恐れ入りますが、お手

元配付の「八尾市立青少年センター条例施行規則の一部改正新旧対照表」をご覧いただき

たいと思います。 

 改正の内容でございますが、まず、現行の第２条の業務につきましては、条例に位置づ

けたことに伴い、改正案としまして、第２条を開館時間に改めるとともに、規則で２回目

以降に記載される八尾市教育委員会をこれまで「（以下「委員会」という。）」としてい

たものを、「（以下「教育委員会」という。）」に改めたものでございます。 

 第３条では青少年センターの休館日について規定いたすとともに、第４条では見出し及

び条文の「運営」を「管理及び運営」に文言整理いたすものでございます。 

 第５条では遵守事項等として、第１項にて青少年センターに入館するものが遵守しなけ

ればならない事項として、第１号から第３号を規定するとともに、第２項として入館者が

遵守事項に反し、または反するおそれがあるときには、その入館を拒み、または退館を命

ずることができることを規定いたすものでございます。 

 第６条では見出しの「（専用使用の許可）」を「（申請及び許可）」に改め、青少年セ

ンターの使用許可を受ける場合の手続きについて規定するとともに、第２項では、青少年

センターの使用許可を受けることができる者として、「本市に所在する青少年団体」、

「本市において青少年の健全な育成に関する活動その他の社会教育に関する活動を行って

いる団体」、「その他教育委員会が適当と認める者」が条例第２条の目的に該当する活動
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を行う場合に、その使用許可を受けることができることを規定いたすものでございます。 

 第７条では見出しの「（許可の取消等）」を「（使用許可の取消し等）」に改めるとと

もに、使用の中止に関する項目として、第１項第２号に「災害等の緊急事態が発生したと

き。」を加え、第２項として「前項の規定により使用者に損害が生じても、市及び教育委

員会は、その責めを負わない。」ことを規定いたすものでございます。 

 第８条では損害の賠償として、現行第７条にある「入場者」を改正案第５条第１項で規

定した「入館者」に改めるとともに、現行の「委員会」を改正案第２条第２項で規定した

「教育委員会」に、それぞれ文言整理をいたすものでございます。現行の第８条「開館時

間」及び第９条「休館日」につきましては、それぞれ改正案の第２条及び第３条に規定し

たことに伴い、現行の第１０条を第９条に繰り上げるとともに、見出しの「（その他の事

項）」を「（委任）」に改めるものでございます。 

 また、第６条において、青少年センターの「専用使用」を「使用」に改めたことに伴い、

関連いたします様式第１号並びに様式第２号につきまして、文言整理をいたしたものでご

ざいます。 

 以上、簡単雑駁な説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。何卒、

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

【百瀨委員長】 ただいま提案理由の説明がございましたが、委員の皆様方、何かご質疑

ございませんでしょうか。 

 

【安藤委員長職務代理者】 開館時間と休館日については、業務が条例に規定されたこと

により、規則の第２条、第３条に移されたのでしょうか。 

 

【富田青少年課長】 従来、開館時間、休館日につきましては、規則の第８条、第９条に

規定しておりましたが、業務を規則から条例に規定したことにより、規則の体裁を整える

ため、第２条、第３条に位置づけたものでございます。 

 

【百瀨委員長】 この件につきましても市民への十分な周知徹底をしていただきたいと思

います。また、八尾図書館と青少年センターは複合施設になりますので、十分に連携を取

り合って進めていただきたいと思います。 

それでは、他にご質疑がないようですので、採決に移らせていただきます。 

 議案第１０号につき、原案を適当と認めることに異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【百瀨委員長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第１０号「八尾市立青少年セ

ンター条例施行規則の一部改正の件」について原案を適当と認めることに決しました。 
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｛ 報 告 事 項 ｝ 

 

【百瀨委員長】 それでは、報告事項に入らせていただきます。 

 本日は、報告事項は予定されておりませんが、私から今後に向けてのお願いがございま

す。 

これから、小・中学校適正規模等推進事業における施設一体型小・中学校の開校に向け

た取組み、図書館サービスの充実に向けた整備事業等の取組みを進めるにあたりましては、

その執行体制を十分に整えていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 委員の皆様方から何かございませんか。 

 事務局から何かございますか。 

 なければ、以上をもちまして２月定例教育委員会を終了させていただきます。 


