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社会教育課 近藤 岳詩
＜教育長一般報告＞
＜報告＞
報 告 第 ９ 号 専決処分の報告について（令和２年度補正予算［第７号］
の議案送付について）
＜議案＞
議案第４７号 新居浜市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則の
制定について
＜いじめ、不登校等生徒指導関係＞
＜その他＞
・令和２年度新居浜市教育委員会点検・評価について
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高橋教育長

それでは定刻がまいりましたので、ただ今から令和２年第１０回新居
浜市教育委員会定例会を開催いたします。
本日の会議録署名委員は、本田委員さんと近藤委員さんにお願いいた
します。なお会期は本日限りといたします。
令和２年第９回定例会会議録承認については、大橋委員さん、本田委
員さんに署名をいただいております。
それでは私の方から一般報告を行います。資料の２ページを御覧くだ
さい。
９月 １日 第４回新居浜市議会定例会開会（市庁舎議事堂）
（～１７日）
５日 東予地区愛護班活動研究集会（女性総合センター）
１４日 市議会企画教育委員会（市庁舎第２委員会室）
１７日 ひびき分校等支援連絡会議及び児童自立支援事業関係者
研修会（えひめ学園、ひびき分校）
（・１８日）
（教育長：１８日のみ参加）
３０日 図書館司書研修会（垣生小学校）
１０月 ７日 表敬訪問（中萩中学校女子陸上部）
（新居浜市消防防災合同庁舎）
１３日 新居浜市小学校陸上運動記録会（東雲競技場）
１４日 愛媛県視聴覚教育研究大会
（松山市：愛媛県生涯学習センター）
２６日 あかがね野球教室開校式（市営球場）
社会教育課の事業は、
９月 １日 第４回新居浜市議会定例会開会（市庁舎議事堂）
（～１７日）
まちづくり校区懇談会（角野公民館）
４日 教育委員会点検評価（市庁舎４１会議室）
５日 東予地区愛護班研究集会（女性総合センター）
８日 市議会一般質問・予算質疑（市庁舎議事堂）
（～１０日）
１１日 第９回教育委員会定例会（消防防災合同庁舎会議室）
１４日 市議会企画教育委員会（市庁舎第２委員会室）
１８日 口頭意見陳述（市庁舎４１会議室）
２９日 愛媛県社会教育委員連絡協議会第２回理事会及び
第２回代表者会（松山市：エスポワール愛媛文教会館）
高齢者生きがい創造学園代表者会
（生きがい創造学園１２３教室）
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１０月 ２日 新居浜市公民館連絡協議会理事会（市庁舎４１会議室）
８日 第１０回教育委員会定例会（消防防災合同庁舎会議室）
１４日 愛媛県視聴覚教育研究大会
（松山市：愛媛県生涯学習センター）
２０日 市議会決算特別委員会（現地調査）
２１日 市議会決算特別委員会（審査）（～２６日）
２４日 第１３回「えひめ教育の日」推進大会・推進フェスティ
バル（砥部町：中央公民館）
学校教育課の事業は、
９月 １日 公立幼稚園第２学期始業式
１３日 別子小中学校運動会、中学校運動会（ひびき分校を除く）
２６日 神郷幼稚園運動会
２７日 小学校運動会（新居浜小、宮西小、金栄小、高津小、
浮島小、垣生小、神郷小、大生院小）
３０日 中学校新人体育大会（ ・１０月１日、３日 ）
１０月 ３日 王子幼稚園運動会
４日 小学校運動会（船木小、中萩小）
９日 船木中学校ひびき分校運動会
１３日 小学校陸上運動記録会（東雲競技場）
２４日 小学校運動会（金子小、泉川小、角野小）
２５日 小学校運動会（多喜浜小）
３１日 小学校運動会（惣開小）
スポーツ振興課の事業は、
９月１６日 第５回体力つくり指導者講習会（市民体育館）
１９日 令和２年度新居浜市民体育祭（バドミントン）
（・２０日）
２１日 新居浜市少年スポーツ大会（ソフトボール）
（国領川河川敷グラウンド）
２２日 第５１回新居浜市民体育祭（ゴルフ）
２７日 第５１回新居浜市民体育祭（ウエイトリフティング）
第５１回新居浜市民体育祭（弓道）
２８日 令和２年度グラウンドゴルフ大会
（えひめスポレク祭予選）
（山根グラウンド）
３０日 少年スポーツ指導者研修会（第 1 回バスケットボール）
（山根総合体育館）
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１０月 １日 オクトーバー・ラン＆ウォーク２０２０（～３１日）
３日 第５１回新居浜市民体育祭（ソフトボール少年・少女）
４日 第４６回新居浜市民歩け歩け大会
（黒島海浜公園～マリンパーク新居浜）
第５１回新居浜市民体育祭（空手道）
第５１回新居浜市民体育祭（ソフトテニス）
５日 新居浜市健康プログラム（～１２月３１日）
６日

少年スポーツ指導者研修会（第２回バスケットボール）
（山根総合体育館）

１０日 第５１回新居浜市民体育祭（バレーボール）
第５１回新居浜市民体育祭（卓球）
（・１１日）
第５１回新居浜市民体育祭（バスケットボール）
（・１１日）
第５１回新居浜市民体育祭（ゲートボール）
１１日 第５１回新居浜市民体育祭（柔道）
第５１回新居浜市民体育祭（テニス）
第５１回新居浜市民体育祭（セーリング）
第５１回新居浜市民体育祭（ソフトボール一般３部）
第５１回新居浜市民体育祭（クレー射撃）
１８日 第５１回新居浜市民体育祭（剣道）
２５日 第５１回新居浜市民体育祭（ソフトボール一般１部）
第５１回新居浜市民体育祭（馬術）
２７日 愛媛スポーツ・レクリエーション祭２０２０出場選手団
壮行会（市民文化センター）
３１日 トップアスリート事業（バドミントン）
（山根総合体育館）
（・１１月１日）
（講師：バドミントン日本代表チームコーチ 舛田圭太氏）
（講師：元日本ユニシス女子バドミントン部監督 小宮山元氏）
文化振興課の事業は、
９月 ９日 県民総合文化祭実行委員会（県立図書館）
１０日 非接触式温度計寄贈式（市庁舎）
２３日 新居浜市美術展覧会運営委員会（市民文化センター）
１０月１３日 広瀬歴史記念館企画展「端出場水力発電所の建設」開会
（～１１月２９日）
１６日 大府市歴史民俗資料館長 来新
（別子銅山記念館ほか案内）（・１７日）
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２０日 第１回銅山峰のツガザクラ群落調査委員会（市庁舎）
２２日 第１回名勝広瀬氏庭園保存活用計画策定委員会
（広瀬歴史記念館）
２３日 第１回重要文化財旧広瀬家住宅保存活用計画策定委員会
（広瀬歴史記念館）
２５日 第６５回秋の芸術祭第１部
３１日 第６５回秋の芸術祭第２部
美術館・総合文化施設の事業は、
（８月１５日）あかがね水族館（～１０月１８日）
９月 ５日 新居浜の美術 コレクション展示 第Ⅰ期（～１０月１８日）
真鍋博の贈り物～没後２０年の歳月（とき）を経て～
（～１０月１８日）
１０月３０日 第７０回新居浜市美術展覧会（～１１月８日）
発達支援課の事業は、
９月１６日 第２回通級指導教室担当者会（こども発達支援センター）
１０月 ２日 第１回心理アセスメント講座(こども発達支援センター)
（講師：特別支援教育士スーパーバイザー 渡部徹 氏）
学校給食課の事業は、
９月 ２日 ２学期給食開始（学校給食センターは３日～）
１８日 消費生活モニター施設見学・試食会（学校給食センター）
（仮称）新居浜市西部学校給食センター整備事業発注支援
業務に係る公募型プロポーザル実施公告
１０月 ９日 ３学期分給食用物資(魚介類)審査会（泉川公民館）
１０月栄養教員部研修会（泉川公民館）
２７日 （仮称）新居浜市西部学校給食センター整備事業発注支援
業務に係る公募型プロポーザル審査会
別子銅山記念図書館の事業は、
９月 ４日 ブックスタート事業 保健センター５カ月児健康相談
１０月 ２日 ブックスタート事業 保健センター５カ月児健康相談
（・９日）
○お話会
９月 ３日 乳幼児（０歳～３歳）向けお話し会
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９日 幼児向けお話し会
１５日 えいごのおはなしかい
１９日 小学生向けお話し会
２３日 幼児向けお話し会
１０月 ８日 乳幼児（０歳～３歳）向けお話し会
１０日 小学生向けお話し会
１４日 幼児向けお話し会
２０日 えいごのおはなしかい
２８日 幼児向けお話し会
○講座・講演会
９月１８日 ココロとカラダの健康セミナー第４回「美肌になる方法」
（多目的ホール）（講師：クリニカルカイロ・ラクロス）
２０日 別子銅山に関する本の解説講座「別子銅山を読む」
第３回「住友精神」
（多目的ホール）
（講師：坪井利一郎（元別子銅山文化遺産課長）
）
１０月１１日 シン我楽多講座第１６回
「わが愛しの『週間少年マガジン』」
（多目的ホール）
（講師：横井邦明（前別子銅山記念図書館長）
）
２４日 「ぷかさんの人形劇」（多目的ホール）
〇出前講座
９月１０日 ハツラツさくら会（中萩公民館）
１２日 王子幼稚園
１７日 別子保育園
１０月 ７日 読み聞かせ講座（ウイメンズプラザ）
○ロビー展示
（８月２５日）
「スマホが与える子どもへの害と子どもとのかかわり」
（保健センター）（～９月４日）
９月 ５日 「大府市との都市間交流」（秘書広報課）
（～２５日）
８日 「みんなで守ろう新居浜市の救急医療体制」
（保健センター）（～１１日）
１０月 ２日 「昔懐かし

新居浜太鼓祭り」（～３１日）

○テーマ展示
９・１０月 一般展示「昭和回顧」
児童展示「身近なところから防災・防犯」
○ケース展示
９・１０月 「昭和回顧」
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人権教育課の事業は、
９月 ２日 第１回新居浜地区進路保障連絡協議会及び愛媛県人権教
育協議会新居浜支部高等学校部会（新居浜南高等学校）
８日 愛媛県人権教育協議会新居浜支部社会教育部会
（市民文化センター）
１１日 人権のつどい日（瀬戸会館）
２３日 校区別人権教育市民講座（泉川小体育館）
２４日 愛媛県人権教育協議会新居浜支部組織・企業部会
（市民文化センター）
２５日 校区別人権教育市民講座（大島交流センター体育館）
１０月 ２日 校区別人権教育市民講座（西中体育館）
６日 愛媛県人権教育協議会支部長・加盟団体長及び事務局長会
（松山：白鳳会館）
校区別人権教育市民講座（大生院中体育館）
７日 第２回管内人権・同和教育担当者会（瀬戸会館）
（東予教育事務所主催）
校区別人権教育市民講座（別子小・中体育館）
９日 校区別人権教育市民講座（浮島小体育館）
１１日 人権のつどい日（瀬戸会館）
１４日 愛媛県人権教育協議会新居浜支部高等学校部会
（新居浜南高等学校）
２９日 校区別人権教育市民講座（垣生小体育館）
ただ今の教育長一般報告について、何か御質問や御意見等はございま
せんか。また、各課から補足説明等ございましたら、お願いいたします。
桑原総括次長兼文化振興

文化振興課の桑原でございます。

課長

議案書４ページの文化振興課の事業について、１件訂正をお願いいた
します。１０月２２日、２３日に開催を予定しております策定委員会の
会場が広瀬歴史記念館と表記されておりますが、高齢者生きがい創造学
園での開催に変更しましたので、訂正をお願いいたします。

高橋教育長

その他ございませんか。
次に報告に移ります。報告第９号「令和２年度補正予算（第７号）の
議案送付について」事務局から説明をお願いいたします。
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桑原総括次長兼文化振興

総括次長の桑原でございます。

課長

まず、定例会議案書の７ページを御覧ください。報告第９号

専決処

分いたしました「令和２年度新居浜市一般会計補正予算(第７号)の議案
送付」について御説明を申し上げます。
本議案は、９月１日開会の令和２年第４回新居浜市議会定例会議案と
して、９月１０日に追加上程されました「令和２年度新居浜市一般会計
補正予算（第７号）
」のうち、教育関係予算に係るものでございます。
それでは補正予算の内容について、別冊の「令和２年度補正予算書及
び予算説明書」に沿って御説明申し上げます。予算書の３ページをお開
きください。
第１表 歳入歳出予算補正のうち、歳出についてでございます。
第１０款 教育費の欄を御覧ください。第１項 教育総務費を 8,663
万 5 千円、第５項 社会教育費を 1,106 万 5 千円、そして４ページの１
行目、第６項 保健体育費を 1,912 万円、合計 1 億 1,682 万円を追加し、
教育費全体で、補正後の額を 54 億 1,698 万 9 千円にしようとするもので
ございます。
続きまして、事業の概要について御説明申し上げます。１８ページを
お開きください。下の段、第１０款 教育費、第１項
目

教育総務費、３

諸費、補正額 8,663 万 5 千円につきましては、
「小中学校感染症対策

整備事業費」でございまして、市内の小・中学校等の感染症対策のため、
非接触体表面温度測定器の整備やトイレ手洗い蛇口のセンサー化に要す
る経費でございます。
１９ページをご覧ください。下の段、第５項 社会教育費、３目 図
書館費、補正額 1,106 万 5 千円につきましては、
「図書館パワーアップ事
業費」でございまして、図書館の蔵書を充実させるための図書等購入費
用及び「電子図書館」等の電子サービスを導入するための経費でござい
ます。
次に、２０ページをお開きください。下の段、第６項

保健体育費、

１目 保健体育総務費、補正額 370 万円につきましては、
「オンラインあ
かがねマラソン大会開催事業費」でございまして、今年度、開催を中止
しました「第４回あかがねマラソン」に代わるスマートフォンアプリを
利用した「オンラインあかがねマラソン大会」を運営するための、シス
テム使用等の経費に係るあかがねマラソン実行委員会への負担金でござ
います。
次に、２１ページをご覧ください。２目 体育施設費、補正額 870 万
円につきましては、
「体育施設感染症対策整備事業」でございまして、利
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用者の分散を促す等の感染症対策（及び熱中症対策）として、山根総合
体育館ロビーに空調設備を整備する工事費でございます。
次に、３目 学校給食費、補正額 672 万円につきましては、
「学校臨時
休業対策費」でございまして、令和２年４月、５月の小・中学校臨時休
業による学校給食中止に伴い、影響を受けた給食加工業者を支援するた
め、発注取消食材に係る加工賃相当額の補助に要する経費でございます。
以上で、令和２年度新居浜市一般会計補正予算(第７号)に伴う専決処
分についての報告を終わります。
高橋教育長

ただ今の説明について、御質問・御意見等ございませんか。

尾藤委員

小・中学校感染症予防対策ということで、非接触型の手洗いとのお話
がありましたが、先日の教職員提案制度で提案いただいたものが実行さ
れたということでしょうか。

井上次長

学校教育課井上でございます。
尾藤委員さんがおっしゃられたとおり、先日の教職員提案制度で提案
がございましたトイレの蛇口の取り換えでございます。

高橋教育長

教職員の提案が採用されて良かったと思います。
電子図書館についても簡単に御説明いただけますか。

上野館長

図書館の上野でございます。
今回の電子図書館事業についてですが、大きく２つに分かれておりま
す。まず１つ目は、図書館に来館せずともご自宅のパソコンやタブレッ
ト端末、スマートフォン等を使用し、電子化された書籍が閲覧できるよ
うになっております。２つ目は、ミュージックライブラリということで、
クラシック音楽を中心に、ご自宅のパソコン等先ほど申し上げた端末を
使って、好きなときに音楽を聴くことができるというものです。
電子図書館として、これら２つの電子サービスを新たに事業として導
入するようになっております。

高橋教育長

図書館に所蔵されている全ての図書が電子化の対象ではないという
ことですよね。

上野館長

はい。電子図書になるものとならないものについては、出版社が決定
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いたします。
高橋教育長

ありがとうございました。その他、御質問や御意見はございませんか。
次に議案審議に移ります。本日の議事は第４７号の１議案でございま
す。
それでは、議案第４７号「新居浜市教育委員会公告式規則の一部を改
正する規則の制定について」事務局から説明をお願いいたします。

髙橋次長兼社会教育課長

社会教育課の髙橋です。
議案第４７号「新居浜市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則
の制定について」御説明いたします。議案書の９ページから１０ページ
及び議案第４７号参考資料をお目通しください。
本年９月１７日、新居浜市議会において、新居浜市支所設置条例を改
正する議案が議決されました。議決されましたこの議案は、現別子山支
所が耐震性の問題等から別子山公民館の敷地に移転いたしますことか
ら、その所在地を別子山公民館の位置に改めるものでございました。
本議案は、新居浜市支所設置条例の改正に伴い、教育委員会規則、告
示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めております新居
浜市教育委員会公告式規則の第２条第３項中の別表において定めており
ます新居浜市別子山支所掲示場の所在地を改めようとするものでござい
ます。
本規則により、これまで掲示場は市長部局と同様、市役所本庁と川東、
上部及び別子山の各支所といたしておりますが、それらのうち、別子山
支所掲示場の所在地を、移転後の別子山公民館所在地である「別子山甲
３４７番地の１」に改めようとするものでございます。なお、この規則
は、改正条例の施行日であります令和２年１２月１日から施行したいと
考えております。
以上で、議案第４７号「新居浜市教育委員会公告式規則の一部を改正
する規則の制定について」説明を終わります。
御審議、よろしくお願いいたします。

高橋教育長

ただ今の説明で何か御質問や御意見はございませんか。
それでは、議案第４７号について、御承認いただけます方は挙手をお
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願いいたします。
（全員挙手）
ありがとうございました。では、承認とさせていただきます。
それでは、いじめ、不登校等生徒指導関係に移ります。事務局から説
明をお願いいたします。
矢野次長

＜資料に基づき説明＞
１不登校について
２いじめについて
３不審者について
４交通事故について

高橋教育長

ありがとうございました。ただ今の説明について、何か御質問や御意
見等はございませんか。

尾藤委員

交通事故についてです。自転車で走行中に自動車と接触し、骨折した
という事例がございましたが、どちらに原因があったのでしょうか。例
えばではございますが、自転車が右側を走行していたというようなこと
もあろうかと思います。もし分かるようでしたらお教えください。

矢野次長

どちらが悪いかということについては、判断がなかなか難しいところ
であると思います。事故現場は細い道路であったために、お互いに気を
付けなければならなかった状況の中で注意が十分でなかったなど、様々
な理由が考えられますので、私から一概にどちらが悪いとは言い難いで
す。

尾藤委員

法令を遵守していたかどうか、例としては、自転車がきちんと左側を
走行していたか等の確認はできるかと思いますが、いかがでしょうか。

矢野次長

確認をしておきます。

尾藤委員

どちらが悪いかというと少し問題が変わってくるかと思いますが、法
令を守っていたかどうかについては、今後の指導にも必要だと思います
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ので、ぜひ確認をよろしくお願いいたします。
高橋教育長

ありがとうございました。他にございますか。

本田委員

いじめについてです。ＳＮＳ等スマートフォンの利用について、中学
生のいじめにつながる事案もあるとのことでしたが、そういったものに
対しての学校の指導はどのようになっていますでしょうか。

矢野次長

ＳＮＳに限らず、携帯電話やスマートフォン、タブレット端末等は、
現状として、子どもたちの使用する機会が非常に多くなっております。
各学校では、そういったものの正しい使い方について、子ども向けの講
演会を実施、また、ＰＴＡ等を中心に保護者に向けた啓発も行っており
ます。ただ、全ての保護者の方が参加されるわけではございませんので、
子どもたちには正しい使い方等を伝えておりますが、保護者に協力をし
ていただかないとなかなか改善が見込めないという現状もあります。し
かしながら、この問題については市Ｐ連の関心が高く、昨年度は市Ｐ連
としての啓発もしていただきました。すぐに効果が出るかどうか不明で
はありますが、学校とＰＴＡと協力し、できるだけ良い環境を作ろうと
取り組んでおります。

高橋教育長

他に御意見や御質問等ございませんか。
それでは、その他の内容に移ります。
「令和２年度新居浜市教育委員会点検・評価について」事務局から説
明をお願いいたします。

髙橋次長兼社会教育課長

社会教育課の髙橋です。
議案書とともに事前にお届けいたしました「令和２年度新居浜市教育
委員会点検・評価に係る自己点検評価票」について、ご説明いたします。
令和２年度新居浜市教育委員会点検・評価選定事業一覧表をご覧くださ
い。
新居浜市教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検・評価につきま
しては、本年６月４日に開催されました教育委員会定例会におきまして、
今年度の事務の進め方を御説明いたしました。
その後、本年９月４日、市庁舎４１会議室におきまして、山本光博さ
ん、松山明子さん、そして、橋川隆至さんの３名による点検・評価に係
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るヒアリングが行われました。なお、今回、点検・評価を受けました事
業は、令和２年度教育委員会点検・評価選定事業一覧表（令和元年度実
施事業）を主体とし、教育委員会の７課１館が取り組みました事業とな
っております。
この度、点検して頂きました３名の委員の皆様から、選定事業等につ
きまして、
「学識経験者の意見」として提出頂いたところでございます。
当該意見を受けまして、各選定事業等の主管課が作成いたします「評価
結果等を踏まえた今後の取組の方向性」につきましては、次回、１１月
の教育委員会定例会にて、その案をお示しいたしたいと考えております。
教育委員さんには、今回、
「評価結果等を踏まえた今後の取組の方向性」
を除く自己評価点検票に対するご意見を、１０月２３日（金曜日）を目
途に頂きたいと考えておりますが、特に御意見が無い場合は、御連絡頂
く必要はございません。
その後、教育委員さんから頂きました御意見を反映いたしまして、
「評
価結果等を踏まえた今後の取組の方向性」も掲載いたしました報告書
（案）を事務局にて作成し、次回、１１月開催の教育委員会定例会にお
きまして、議案として御審議頂く予定といたしております。
最終的には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１
項の規定に基づき、１２月開会予定の市議会定例会に、教育委員会定例
会にて議決をいただきました報告書を提出する予定であります。なお、
市議会に報告書を提出いたしました後、市民の皆様にも、市のホームペ
ージ等でその内容を公表する予定でございます。
以上で、令和２年度新居浜市教育委員会点検・評価についての説明を
終わります。
高橋教育長

ただ今の説明について、何か御質問や御意見等はございませんか。

本田委員

資料５ページ記載の、小・中学校空調整備事業について、不用額が他
の事業と比較すると多いように思うのですが、何か理由があるのでしょ
うか。

井上次長兼学校教育課長

学校教育課井上でございます。
不用額につきましては、それぞれ入札をした中で、入札減少金が発生
しております。そのため、高額ではございますが、記載された金額とな
っております。
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本田委員

空調整備について、「全普通教室と理科室などの特別教室」と記載さ
れております。特別教室については、「などの」ということで、未整備
の教室もありますが、その不用額の中で整備個所を増やすということは
不可能なのでしょうか。

井上次長兼学校教育課長

学校教育課井上でございます。
本事業は国の交付金によるもので、事前に対象となる教室が決まって
おりました。普段授業で使用している普通教室と理科室等の特別教室に
限定した中で空調を整備しております。ですので、入札後他の教室を追
加するということは難しく、当初の計画通りの設置個所の整備というこ
とです。

高橋教育長

その他、御意見御質問等ございませんか。

近藤委員

先ほどの本田委員さんの御質問にも通ずるのですが、現在空調が設置
されていない教室については、今後設置予定はあるのでしょうか。

井上次長兼学校教育課長

学校教育課井上でございます。
現時点では設置予定はございません。普通教室が増設されるような場
合には、新たに設置することとなりますが、それ以外で整備する予定は
ございません。

高橋教育長

必要な教室は全て空調設備が整備されていると捉えてよろしいので
しょうか。

井上次長兼学校教育課長

はい。今回の整備事業は、普通教室は当然のこと、特別教室は、全て
の学級児童使用教室が対象となっております。未整備の部分としては、
多目的教室等が挙げられるのですが、今回、国の示した基準の中で整備
事業を実施しております。今後については、国の交付金の制度がない中
では、非常に実施が難しいという状況でございます。

高橋教育長

ありがとうございました。その他御意見等ございますか。
それでは、その他で何か連絡事項等ございますか。
それでは次回の定例会の日程を決めさせていただきたいと思います。
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来月１１月は、１２日の木曜日でいかがでしょうか。
委員一同

はい。

高橋教育長

それでは、来月１１月の定例会は１１月１２日木曜日の１５時より開
催させていただきます。
よろしくお願いいたします。
これで令和２年第１０回教育委員会定例会を閉会いたします。

新居浜市教育委員会会議規則第１３条の規定により署名する。

委員名

委員名
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