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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３年第１２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、近藤委員さんと尾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３年第１１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、令和３年第１回臨時会会議録承認は、本田委員さん、近藤
委員さんにご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ページをご覧くだ
さい。
１１月 １日 ＳＤＧｓ実行委員会（あかがねミュージアム）
３日 第３５回新居浜市駅伝競走大会兼第６５回新居浜市中学
校駅伝競走大会（東雲競技場ほか）
市展授賞式（あかがねミュージアム）
第６６回秋の芸術祭（洋舞ほか 市民文化センター大ホ
ール）
４日 市長表敬訪問（市民文化センター）
（高津小学校合唱クラ
ブ・東中学校合唱部）
７日 愛媛ＦＣ マッチシティ新居浜の日（ニンジニアスタジ
アム）
１２日 「愛媛県特色ある道徳教育推進事業」推進校中間発表会
（東中学校）
１４日 金子みすゞの宇宙「未来へつなごう、輝く命と夢」
（市民
文化センター大ホール）
２３日 あかがね少年野球大会とうしん杯（新居浜市営野球場）
２９日 新居浜市内県立学校人権・同和教育研究大会（市民文化
センター）
３０日 文部科学省人権教育研究指定校事業研究発表会（西中学
校）
１２月 ２日 住友重機寄附贈呈式（市長応接室）
３日

県立学校振興計画検討委員会地域協議会（総合科学博物
館）

１２日 新居浜少年少女合唱団定期演奏会（市民文化センター）
２３日 令和３年度市町村教育委員会オンライン協議会
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社会教育課の事業は、
１１月 ７日 若宮地区文化祭（ワクリエ新居浜）※作品展示のみ開催
１１日 第１１回教育委員会定例会（応接会議室）
全国高等学校定時制・通信制生徒生活体験発表大会出場
市長表敬訪問
若宮校区タウンミーティング
１３日 惣開校区文化祭（惣開公民館）
１４日 大島地区みんなの作品展（大島交流センター）※作品展
示のみ開催
中萩校区文化祭（中萩小学校体育館）
別子山地区産業文化祭（別子山公民館）
マンホールトイレデモンストレーション（高津小学校）
１５日 新居浜公民館作品展示会（新居浜公民館図書室）
（～２２
日）
金栄公民館ロビー展（金栄公民館ロビー）（～１９日）
１６日 口屋跡記念公民館作品展示会（口屋跡記念公民館研修室）
（～２２日）
１７日 令和３年度東予地方青少年対策班会議（西条市・東予地
方局）
２０日 中萩校区演芸大会（中萩小学校体育館）
２１日 角野校区防災訓練（角野小学校）
２２日 市監査委員による教育委員会定期監査（～１２／２４）
２９日 環境監査委員によるニームス環境監査（角野公民館）
３０日 令和３年第５回新居浜市議会開会（市庁舎議事堂）
（～１２／１６）
１２月 ３日 市公連理事会（市庁舎教養室大会議室）
第１回教育委員会臨時会（市庁舎５３会議室）
７日 市議会一般質問・予算質疑（市庁舎議事堂）
（～９日）
１０日 市議会常任委員会企画教育委員会（市庁舎議会委員会室）
１２日 ドリーム・ツリー点灯式（金栄小学校）
（点灯期間：～１／８）※金栄ふれあい広場は中止
イルミネーション・ファンタジー点灯（垣生公民館）
（点灯期間：～１／７）
１４日 第１２回教育委員会定例会（消防防災合同庁舎災害対策
室）
１６日 令和３年第５回新居浜市議会定例会閉会（市庁舎議事堂）
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１９日 えがおのイルミネーション点灯（うずい広場）
（点灯期間：～1 月中旬）
２４日 市監査委員による教育委員会定期監査

監査講評（監査

委員室）
２８日 令和３年成人式（市民文化センター大ホール）
学校教育課の事業は、
１１月 ４日 中学校音楽発表会（市民文化センター）
５日 別子小・中学校運動会
１３日 愛媛県中学校新人体育大会（～１４日）
１７日 第２回小・中学校校長研修会（瀬戸会館）
２４日 第２回不登校対策検討委員会（市庁舎）
１２月１０日 第３回小・中学校教頭研修会（消防コミュニティ防災セ
ンター）
第４回教育研究所所員会（市民文化センター）
２４日 公立幼稚園、小・中学校第２学期終業式
スポーツ振興課の事業は、
１１月 ３日 第３５回新居浜市駅伝競走大会兼第６５回新居浜市中学
校駅伝競走大会（東雲競技場ほか）
少年スポーツ大会（ソフトボール）
（河川敷グラウンド）
少年スポーツ大会（サッカー・女子の部）
（市営サッカー
場）
６日 新居浜市民体育祭（バドミントン・小学生の部）
（山根総
合体育館）
新居浜市民体育祭（空手道）
（角野小学校体育館）
７日 愛媛ＦＣ マッチシティ新居浜の日（ニンジニアスタジ
アム）
新居浜市民体育祭（ゲートボール）
（河川敷グラウンド）
１３日 新居浜市民体育祭（ソフトボール小学生）
（河川敷グラウ
ンド）
（・２０日）
１４日 新居浜市民体育祭（バドミントン・一般の部）
（山根総合
体育館）
２０日 トップアスリート事業（バドミントン）
（市民体育館）
（・２１日）
（講師：バドミントン日本代表チームコーチ舛田圭太
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氏）

２３日 新居浜市民体育祭（ゴルフ）
（新居浜カントリー倶楽部）
２７日 新居浜市民体育祭（卓球・硬式の部）（市民体育館）
２８日 第４７回新居浜市民歩け歩け大会（山根公園芝生広場）
１２月 ４日 トップアスリート事業（陸上競技）
（東雲競技場）
（講師：新居浜市出身元オリンピック選手、明治大学競
走部単距離コーチ 渡邉高博 氏）
５日 第５回あかがねマラソン（山根公園～清滝トンネル）
新居浜市民体育祭（ウエイトリフティング）
（重量挙練習
場）
新居浜市民体育祭（卓球・ラージボールの部）
（市民体育
館）
９日 少年スポーツ指導者研修会（バレーボール）
（市民体育館）
１２日 新居浜市民体育祭（馬術）（エヒメ乗馬クラブ）
２０２２年プロ野球オールスターゲーム機運醸成事業
「野球特別展示・野球ふれあいイベント」
（あかがねミュ
ージアム）
１９日 新居浜市民体育祭（剣道）（船木中学校体育館）
文化振興課の事業は、
１１月 ３日 第６６回秋の芸術祭（洋舞ほか 市民文化センター大ホ
ール）
新居浜市美術展覧会 授賞式（あかがねミュージアム）
１１日 東予管内文化財保護関係職員等研修会（西条市楠河公民
館）
１７日 新居浜市美術展覧会運営委員会（市民文化センター第５
中会議室）
広瀬歴史記念館の事業は、
１１月 ５日 移住促進プロモーションビデオ撮影（６日）
７日 住友林業株式会社キャリア研修
９日 新居浜市立大生院中学校１年生（説明）
１０日 新居浜市新採研修
住友林業ホームテック株式会社（説明）
（１１日）
１３日 新居浜ぐるりバスツアー開始
１６日 銅婚ツアー３名（自由見学）
１７日 住友林業株式会社４年目研修（１８日、２５日）
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１８日 新居浜市立宮西小学校４年生（説明）
新居浜市立新居浜小学校４年生（説明）
２５日 名勝旧広瀬氏庭園保存活用計画策定委員会（オンライン）
１２月 １日 新居浜市立別子小学校（説明）
３日 新居浜市立大生院小学校６年生（説明）
文化庁主任文化財調査官による現地指導（旧広瀬家住宅
ほか）
（～４日）
１４日 重要文化財旧広瀬家住宅保存活用計画策定委員会（オン
ライン）
重要文化財旧広瀬家住宅耐震検討委員会（オンライン）
２５日 ＪＲ四国ツアー開始
２８日 令和３年成人式開催にあたり、チラシ持参者は観覧料を
全額免除
美術館・総合文化施設の事業は、
１０月２３日 第７１回新居浜市美術展覧会（～１１月３日）
１１月１１日 第７０回愛媛県展新居浜移動展（～１１月２３日）
１２月 ４日 原作出版７５周年「きかんしゃトーマス展」
（～１月１６
日）
にいはまＳＤＧｓアート・フェスティバル２０２１
（～１月１６日）
発達支援課の事業は、
１１月 ５日 第３回ペアレント・プログラム（オンライン）
（中京大学現代社会学部教授 辻井正次 氏）
１１日 第３回心理アセスメント講座（こども発達支援センタ－）
（特別支援教育スーパーバイザー 渡部徹 氏）
１５日 第２回新居浜市地域発達支援協議会（こども発達支援セ
ンター）
１９日 第４回ペアレント・プログラム（旧消防庁舎）
（中京大学現代社会学部教授 辻井正次 氏）
２５日 第４回教育支援委員会（こども発達支援センタ－）
１２月 ４日 第５回ペアレント・プログラム（オンライン）
（中京大学現代社会学部教授 辻井正次 氏）
１５日 第３回通級指導教室担当者会（こども発達支援センター）
１７日 第５回ペアレント・プログラム（オンライン）
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（中京大学現代社会学部教授 辻井正次 氏）
１８日 特別支援教育研修会（オンライン）
（九州大学大学院医学
研究院保健学部門 助教授 木村 一絵 氏）
２４日 第２回特別支援教育コーディネーター研修会（市民文化
センター）
２７日 心理アセスメント講座（初級）（市民文化センター）
学校給食課の事業は、
１１月 ５日 １１月栄養教員部研修会（学校給食センター）
１６日 西部学校給食センター厨房設備協議（学校給食センター）
１９日 泉川小学校２年生施設見学（学校給食センター）
１９日 倉敷中央学校給食共同調理場視察研修（岡山県倉敷市）
２４日 給食施設衛生指導（学校給食センター）
１２月 ２日 第２回新居浜市学校給食会理事会（学校給食センター）
２日 新居浜特別支援学校小学部５年生施設見学（学校給食セ
ンター）
３日 西部学校給食センター厨房設備協議（学校給食センター）
９日 衛生管理研修会（金子小学校）
１７日 １２月栄養教員部研修会（学校給食センター）
２１日 ２学期給食最終日（３学期の給食開始日は、１月１２日
予定）
別子銅山記念図書館の事業は、
１１月 ８日 ブックスタート事業 保健センター５カ月児健康相談
１２月

６日

ブックスタート事業

保健センター５カ月児健康相談

（・７日）
○図書館まつり
１１月２５日 ブックリサイクル（～２７日）
２８日 「杉山 亮氏 講演会＆ものがたりライブ」
○お話し会
１１月 ４日 乳幼児（０歳～３歳）向けお話し会
１０日 幼児向けお話し会
１６日 えいごのおはなしかい
２０日 小学生向けお話し会
２４日 幼児向けお話し会
１２月 ２日 乳幼児（０歳～３歳）向けお話し会
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１５日 幼児向けお話し会
１８日 小学生向けお話し会
２１日 えいごのおはなしかい
○講座・講演会
１１月

９日

ココロとカラダの健康セミナー第４回「マスクの下でも
きっちり美容ケア」
（多目的ホール）
（講師：クリニカルカイロ・ラクロス）

１４日 別子銅山に関する本の解説講座「別子銅山を読む」第４
回「住友の大阪」
（多目的ホール）
（講師：坪井利一郎（元
別子銅山文化遺産課長）
）
１２月１０日 ココロとカラダの健康セミナー第５回「血流リンパマッ
サージ」（多目的ホール）
（講師：クリニカルカイロ・ラ
クロス）
１２日 シン我楽多講座第２２回「音楽で振り返る００７号の活
躍」（多目的ホール）（講師：横井邦明（前別子銅山記念
図書館長）
）
１９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「続・宰平の漢詩を読む」（多目的ホール）（講師：坪
井利一郎（元別子銅山文化遺産課長））※延期分
○ロビー展
１１月２３日 「健康都市づくり推進員の活動紹介」
（保健センター）
（～
１２月３日）
１２月 １日 「２０２２年カレンダー写真コンテスト入賞作品展」
（新居浜市観光物産協会）
（～２８日）
○テーマ展示
１１・１２月 一般展示「はじまります『科学道１００冊 ２０２１』
」
児童展示「おかしいろいろ あまいせかい」
○ケース展示
１１・１２月 「日本人および日本にゆかりのあるノーベル賞受賞者」
○企画展示
１０月 １日 「お家で読書しよっ！」
（～１１月２８日）
１１月 １日 「児童文学作家 杉山 亮氏がやってくる！」
（～２８日）
人権教育課の事業は、
１１月 ４日 校区別人権教育市民講座（垣生公民館）
７日 校区別人権教育市民講座（北中学校体育館）
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９日 愛媛県人権・同和教育研究大会（愛媛県県民文化会館他）
１１日 人権のつどい日（瀬戸会館）
１４日 金子みすゞの宇宙「未来へつなごう、輝く命と夢」
（市民
文化センター大ホール）
１５日 差別をなくする県民のつどい（愛媛県県民文化会館）
１６日 校区別人権教育市民講座（中萩中学校体育館）
１７日 校区別人権教育市民講座（大生院中学校体育館）
１９日 校区別人権教育市民講座（南中学校体育館）
２２日 人権の花運動（大生院小学校）
校区別人権教育市民講座（船木小学校体育館）
２４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
商業高校）
２５日 校区別人権教育市民講座（神郷公民館大会議室）
２６日 校区別人権教育市民講座（浮島小学校体育館）
２９日 新居浜市内県立学校人権・同和教育研究大会（市民文化
センター）
３０日 校区別人権教育市民講座（角野小学校体育館）
１２月 ２日 校区別人権教育市民講座（泉川公民館体育館）
３日 校区別人権教育市民講座（惣開小学校体育館）
６日 校区別人権教育市民講座（多喜浜小学校体育館）
９日 校区別人権教育市民講座（別子山公民館大ホール）
１４日 校区別人権教育市民講座（高津小学校体育館）
１８日 ふれ愛フェスタ～ハートＦＵＬＬ新居浜（市民文化セン
ター中ホール）
ただ今の教育長一般報告について、何かご質問やご意見等はございま
せんか。
尾藤委員

議会の一般質問で、教育委員会関連の質問があったということで聞い
たのですが、校則について何か質問があったということでしたが、どう
いった答弁をされたのでしょうか。

高橋教育長

６月８日に文部科学省から校則について、人権に照らし合わせて、も
う時代に合わなくなっているような校則については、積極的に見直しを
してください、という通知がでて、それを受けて新居浜市ではどのよう
な取り組みをしていますかというようなお話しでした。
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通知を受けてすぐに市内の小中学校には発出をいたしております。校
則については、市の教育委員会というよりは権限は各学校長にありま
す。校則について議員さんがアンケートをして、不満を持っているとい
うような回答をした子どもたちが多いですけども、教育委員会としては
どう思いますか、というようなことでした。校則については、地域や保
護者や子どもの意見を反映して最終的には学校長が定めるものである
ということで、校則の意義、教育的な意義についての質問だったり、こ
れは子どもたちの意見を学校では集約して生徒総会の議題にしたり、変
える必要がある分についてはその議題に向けて、学校や保護者そして子
どもまで校則検討委員会等で対応していってもらいます。そうして変更
が行われます。というような答弁をしたということです。
やはり校則について、いろいろ今の校則の中でここは変えた方がいい
ねとか、こういうところが不都合があるね、というようなことを子ども
が議論するというところに教育として価値があると思います。そうした
答弁でした。
尾藤委員

以前、校則についてどうでしょうかという話をしたときに、今のよう
なご意見だったのですけれども、ただ子どもたちからなかなか声があげ
にくいとか、学校に対して言いにくいこともあると思いますし、男女の
ことで問題もいろいろあると思うので、ある程度ここまではおかしいの
ではないかというところがあるかないかくらいは一回見ていって、指導
するかしないかは校長先生の判断にお任せして、そういったことを知
る、どういった違いがあるかということを知っておくというのも意味が
あるのではないかなという風に思いました。

高橋教育長

各学校の校則については、資料収集はさせていただいています。今後
とても気になる時代遅れのものがあったら、それは担当課の方から都度
除外はするべきだということで伝えます。
あと、別の答弁の中で制服については１校のみ女子もスラックスを採
用して、スカートとスラックス併用してやっていくということで、校則
の改定を予定しているという学校があります、ということは答弁してお
ります。
今尾藤委員さんの方から子どもが声をあげにくいというような話し
でしたけど、一応中学校の流れとしては、５月頃に大体どこの学校も生
徒総会というのをやります。生徒総会前は学級ごとに、学級会を開いて、
生徒総会の議題どういうものがありますかとか、学校に対する要望、施
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設や決まり、校則も含めて、こういうもの何かないですかということを
大体どこの学級でも必ず開いて、それを持ち寄って生徒総会で議論する
というような流れになっています。
生徒総会で話しが決まったら、それを受けて生徒会や先生たちも入っ
て、子どもたちからでてきた議案をどういう風に実現できるか、こうい
う風な話し合いをもたれます。大体どこの学校でもそういった流れで、
子どもたちの意見はできるだけ吸い上げようとしています。
その他ご質問等ございませんか。
本田委員

地元のことで申し訳ないですが、新聞にも取り上げていただいている
のですが、長田交差点から山根グラウンドまで抜ける道で、山根配水場
のフェンスなのですが、白く大きなフェンスで囲われていましてそこに
子どもたち、小中高校生の生徒さんが絵画を描かれましてそれが据え付
けられました。角野コミュニティースクールの事業で行われたことです
けども、地域の人の目にふれるので子どもたちにすごく感心の声をいた
だき、子どもたち自身が自分のふるさとを見直すいい機会になったので
はないかなと思います。

高橋教育長

ありがとうございます。
通りかかったらぜひ見てみてください。力作です。今後も継続してい
く取り組みであります。こういうのは地域からの力で子どもたちと学校
と協力して、しかも高校生まで一緒になって、本当にいい取り組みだな
と思います。
次に報告に移ります。報告第８号「新居浜別子ハイツ自然学習館設置
及び管理条例を廃止する条例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。

竹林社会教育課長

社会教育課の竹林でございます。
報告第８号、
「専決処分の報告 新居浜市別子ハイツ自然学習館設置及
び管理条例を廃止する条例」につきましてご説明申し上げます。
議案書の８ページから１０ページをご覧ください。
本議案は、去る令和３年１１月２２日に専決処分を行い、１１月３０
日開会の令和３年第５回新居浜市議会定例会に上程しているものでござ
います。
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条例議案の内容につきましては、青少年の健全な育成と社会教育活動
の推進を図るための施設として、多くの方々に利用されてまいりました
が、建築後約４７年を経過し、老朽化により、維持管理が困難となって
いること及び利用者が減少していることなどにより、新居浜市別子ハイ
ツ自然学習館を廃止しようとするものでございます。
今後につきましては、新居浜市別子ハイツ自然学習館の建物を撤去し、
原状に復して土地所有者である住友林業株式会社に返還する予定でござ
います。
なお、この条例は、令和４年４月１日から施行したいと考えておりま
す。
以上で、「新居浜市別子ハイツ自然学習館設置及び管理条例を廃止す
る条例」の制定に伴う専決処分の報告を終わります。
高橋教育長

ただ今の説明で、何かご質問やご意見等はございませんか。
次に報告第９号「令和３年度補正予算［第８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。

佐薙総括次長兼スポーツ

総括次長の佐薙でございます。

振興課長

議案書の１１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３年度新居浜市一般会計補
正予算［第８号］)の議案送付」について説明を申し上げます。
本議案は１１月３０日開会の令和３年第５回新居浜市議会定例会議案
として上程されました「令和３年度新居浜市一般会計補正予算［第８号］
」
のうち、教育委員会関係予算に係るものでございます。
予算書の６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 第１項
項

教育総務費を１，０７６万６千円、第４

幼稚園費を４９８万円それぞれ減額し、第５項 社会教育費を１８

９万１千円増額し、第６項

保健体育費を１，２１３万円減額し、教育

費の補正後の総額を４６億７，９７６万円にするものでございます。
予算書の５５ページをお開きください。
第１０款 教育費 第１項 教育総務費 第２目 事務局費から５７
ページ上段の第５項 社会教育費 第１目 社会教育総務費及び５８ペ
ージ下段の第６項 保健体育費第３目 学校給食費 につきましては、
１１月３０日に議決された「新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及
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び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例」及び「新居浜市職員
の給与に関する条例及び新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する
条例の一部を改正する条例」に関する人件費並びに「令和３年４月１日
付の人事異動に伴う職員個々の給料、手当の各費目の増減分」を措置し
たものでございます。
５７ページにお戻りください。
下段の第７目 総合文化施設費 補正額６３２万１千円につきまして
は、
「総合文化施設環境整備事業」でございまして、令和３年９月３日に
発生した、あかがねミュージアム付近への落雷により故障した、防犯カ
メラや駐車場システムなどを修繕するものでございます。
以上で、令和３年度新居浜市一般会計補正予算［第８号］ に伴う専決
処分の報告を終わります。
高橋教育長

ただ今の説明で、何かご質問やご意見等はございませんか。
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＞

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、何かご質問やご意
見等はございませんか。

本田委員

教育長の新聞記事も拝見しましたが、スクールソーシャルワーカーを
新居浜市が積極的に導入していただいて大勢関わっていただいている
ということで、大変感謝しております。
学校の方では保護者との相談等がうまくいかない場合が多く、そのこ
とが児童に影響している場合も多いので、スクールソーシャルワーカー
がいてくださることは大変有意義なことだと思いますので、できました
らどの学校にも関わっていただけるように努力していただけたらあり
がたいなと思っております。

高橋教育長

今年スクールソーシャルワーカーの関係で、４月から１１月まででお
よそのべ件数で２０００件ほどの相談件数がありました。かなり認知が
上がって、県内でもスクールソーシャルワーカーこれだけいれているの
は新居浜市くらいで、不登校でなかなか身動きがとれないような家庭と
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か、ヤングケアラーの話しもありますけど、学校がその状態までは把握
しているけども、そこから先になかなか動きがとれないということで、
今回このスクールソーシャルワーカーさんが長年にわたって働きかけ
をしてくれたことも大きな一因で、ヤングケアラーの状態が大きく改善
されたという話しもあるので、今後ますます各専門職との協力や住み分
けというところが非常に大事になってくると感じています。ただ不登校
の子の家に迎えに行ってみたいに考えている学校もあったりして、そう
いうことではさすがに専門職の強みが発揮できないので、そのあたりは
事務局の方から丁寧に説明していく必要があるなという風には思いま
す。
矢野次長

学校教育課の矢野でございます。
今教育長がおっしゃっていたことに加えて、毎年年度当初スクールソ
ーシャルワーカーの取りまとめをされている方と、学校教育課の担当者
が学校の方に出向きまして、スクールソーシャルワーカーの役割につい
て説明をしております。これまではあまりできていなかったですけれど
も、積極的に活用していただけてない学校については、スクールソーシ
ャルワーカーと巡回をしていくということで、現時点ですべての学校回
れているわけではないのですが、順に回っていって先生方がスクールソ
ーシャルワーカーについてしっかりと認知していただけるような働き
かけを教育委員会のほうから積極的に行っているというところでござ
います。
以上です。

高橋教育長

その他、ご質問やご意見等はございませんか。
それでは、その他に移ります。
何か連絡事項等はございませんか。

高橋事務局長

先ほど角野の件とスクールソーシャルワーカーの件のお話しがあっ
たところですけども、事務局より教育に関する新聞記事の写しをお配り
しております。

高橋教育長

それでは、次回の定例会の日程を決定させていただきたいと思いま
す。来月１月は、１３日の木曜日でいかがでしょうか。
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委員一同

大丈夫です。

高橋教育長

それでは、１月の定例会は、１月１３日木曜日に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３年第１２回新居浜市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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