
1 

 

１２月定例教育委員会会議録【概要版】 

                                                                                   

開催年月日 令和４年１２月２１日（水） 場  所  市役所本庁 災害対策本部室 

開 催 時 間 １３時３０分 から １５時１０分まで 

出 席 者 

教育長 澤野 幸司 

教育委員 宮田 靖、久世由美子、高橋勝栄、甲斐千尋 

参 与 

齋藤章二、長友武彦、瀬之口博行、伊東洋之、黒木幹生、山田 聡、 

岡田健一、工藤靖治、吉田 等、吉岡秀晃、井本治久、小浜祐樹、 

外山義浩 

◎ 議 事   

  ◆議案第 19号 令和４年度延岡市善行児童生徒全体表彰者の決定について 

（学校教育課） 

   ● 学校教育課長より、令和４年度延岡市善行児童生徒全体表彰者について説明が

なされ、異議なく承認された。 

 

◆議案第 20号 延岡市立幼稚園規則の一部を改正する規則の制定について 

（学校教育課） 

   ● 学校教育課長より、子ども・子育て支援法改正に伴う幼稚園規則の改正につい

て説明がなされ、異議なく承認された。 

 

 

◎ 協議 

  ◆部活動の地域移行について 

● 学校教育課長から部活動の地域移行について説明がなされた後、協議を行っ  

た。 

      

         ○ 部活動の地域移行について、国においては、令和５年度から令和

７年度の３年間を改革集中期間と位置付けており、休日の学校部活

動の段階的な地域移行について重点的に支援をしていくこととし

ている。 

         ○ 資料については、この中の学校部活動及び新たな地域クラブ活動

の在り方等に関する総合的なガイドライン（案）を示しているもの

である。ガイドライン（案）で示されている休日の地域クラブ活動
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については、まず地方公共団体が運営団体の場合というものが例示

されている。これは市町村が運営団体となって、或いは市町村が中

心となって運営団体を設立して、スポーツ、文化芸術団体、大学等

と連携をして、学校施設を活用して行われる活動に指導者を派遣す

る体制。２つ目は、多様な組織・団体が運営する場合で、例えば総

合型スポーツクラブ、スポーツ少年団等々の多様な運営団体が実施

主体となって、公民館や民間スポーツ・文化施設等を活用して、多

様な活動に親しむ機会を確保し、そこに中学生が参加するという体

制。この２つのパターンが示されているが、直ちに今のような体制

を整備することが困難な場合は、必要に応じて拠点校方式による合

同部活動も導入しながら、地域の方の協力を得て、部活動指導員や

外部指導者を適切に配置し、生徒の活動環境を確保する体制も例示

されている。 

         ○ 資料２については、延岡市内の各中学校の部活動の状況について

部員数をまとめているものである。運動部の部活動に加入している

生徒は 1232名。延岡市内の中学校が大体 3000 人いるので、そのう

ちの 1232 名が運動部の部活動に加入しているということになる。

また、美術と吹奏楽部については、320 名の生徒が加入している。

例えば陸上部について、延岡中と恒富中には部員数がない。これは、

部員がいないということだが、こちらの中学生は民間が行っている

陸上クラブに加入している。延岡市内の現状を見ると、学校の活動

でやっている、または、民間のスポーツクラブに加入している、そ

ういう傾向にあるところがある。今現在これらの調査を進めている

ところだが、部活動について先月末まとめた結果がこの人数であ

る。 

         ○ このことを受け、今事務局で検討を重ねているが、資料３が来年

度以降こういう体制でやっていこうという案である。地域部活動の

推進に向けた協議体制として、令和４年度は今後庁内検討会議を開

催したいと考えている。総務課、学校教育課、保健体育課、歴史・

文化都市推進課、社会教育課での庁内検討会議を開催し、来年度は

（仮称）延岡市地域部活動推進協議会を設置し、議論を開始したい

と考えている。この推進協議会のメンバーは、学識経験者、各種競

技団体、文化団体代表者、校長会の代表、保護者の代表、教育委員

会の事務局等々で構成したいと考えている。 

         ○ この推進協議会に運動部と文化部の２つの専門部会を置いて、実

際に中学校で部活動を行っている担当の教諭等に参加していただ

いて議論を深めていきたいと考えている。なお、アンケート等をと
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りながら、今後の部活動のあり方も含めて検討していきたいと考え

ている。 

         ○ 取組事項とスケジュールについては、早ければ令和５年度にモデ

ル実践校を指定して取り組んでいきたいと考えている。国の示す案

では、今いろんな報道があり、令和７年度までにやらなければなら

ないということでは無いようである。延岡の実情に応じた部活動の

あり方について今後検討していきたいと考えている。 

 

        ◎） 地域移行に関しては、情報がかなり先走りしているっていうよう

な部分が大きい感じがする。なぜ地域移行していくのかという具体

的な説明が、果たして各自治体や保護者に伝わっているのかという

危惧も持っている。いろいろ理由はあると思うが、なぜ今地域移行

していくのかについて伺いたい。 

        ◎） Ａ委員が言われたように、保護者の方からいろいろなことを聞く

が、全くこちらも分かっていないし、こうだよっていうことも言え

ないので、保護者も、もちろん子どもたちも一緒だと思うが、そこ

を明確にして欲しいなというのが一つ。もう一つは、簡単に言えば

学校でやっている部活動と社会体育、それについてどういう方向に

考えているのか、一緒にして考えていいものなのか、それとも別々

でいくものなのかというのも明確になって分かれば、我々も話がで

きるんじゃないかなと思う。 

        ◎） まず、なぜこの部活動の地域移行というものが、そもそも発想さ

れてきたのか。それは我々の考えということではなくて、国がどう

考えているかということについてが１点。もう一つは、先ほど資料

２の説明にあったように、この中には社会体育の人数は入っていな

い。先ほど説明があった中学校には、陸上部はないが、実は地域の

陸上クラブに入って活動している。これは他も一緒で、Ａ中の体操

をしている生徒が優勝したと先日新聞に出ていたが、このＡ中には

体操部がない。つまり地域の中のＡ高校に行ってやっている子ども

たちが中体連の大会に出ているというのは委員もよくご存知だと

思う。水泳もそう。社会体育でやっている子どもたちが、今も中体

連には出ているという状況だが、このようなことの整理について、

国の考えが示されているものがあれば伺いたい。 

        ⇒） 国のガイドライン（案）では「少子化が進展する中、学校部活動

を従来と同様の体制で運用することは厳しくなっている。」という

ことが明記されている。これは延岡市においても同様のことが言え

るのではないかと考えている。子どもの数が減ってチームが組めな
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いという学校があるが、中体連等々の大会には合同チームとして参

加している例があり、それが国でも謳われているし、延岡において

もそういう実態はある。学校や地域によっては「存続が厳しい状況

にある。」ということも謳われている。また、「必ずしも専門性や意

思に係わらず、教師が顧問を務めることで、これまでの指導体制を

継続することは、学校の働き方改革が進む中、より一層厳しくな

る。」ということが謳われている。国が示す（案）では、少子化の

中、部活動を継続していくのが難しい状況じゃないかということ

と、学校において働き方改革が進む中、教員の負担軽減の観点、こ

の二つが今回の部活動改革のメインかと思う。今後検討していく

が、本市では今、学校の職員ではない部活動指導員という地域の

方々を学校に６名配置している。例えば延岡中にはサッカー、南中

には女子ソフトボール、弓道、軟式野球、こちらが３名、北川中に

男女バトミントン、北浦中では弓道で、休日ないし平日についても

部活動を教えているという状況である。先ほど国で示している点も

あったが、そういう指導者の確保についてはいろいろな問題がある

かと思う。それから地域に移行した場合に、やっぱり保護者の負担

があるのではないか。また、学校の教員について、そのまま部活動

を指導する場合は、今後兼職兼業の許可をとるということも明記さ

れているので、そのようなことも含め、来年度設置する推進協議会

で議論をしていきたいと考えている。 

        ◎） 部活動の地域移行に関する大きな目的は二つだということは理解

いただいたと思う。もう一つの社会体育と部活動との関連について

は、国はそこまで具体的にはまだ示してないと理解いただけるとあ

りがたい。ここに私が地域移行に関する雑誌や新聞記事を集めたも

のがあるが、これだけの量があるということは、それだけ地域にと

っても非常に関心のある話だということ。歓迎する人もいれば、非

常に心配している声もこの中にはたくさんあるということが、課長

の話の中にもあった。いろんな課題が山積している。ただ、目的と

してはやっぱりそこの二つのところをどうしていくかということ。

子どもたちができるだけ自分のやりたいスポーツに触れる機会を

奪われないようにしていくということは大事なことだと思う。そう

でないと小規模校では個人競技の種目しかできないということに

なってくる。チームスポーツはできないということになってきて、

小規模校にいる生徒たちはもうバトミントンか卓球か弓道などし

かできないので、そうなってしまうということになると、やはり選

択肢が少なくなるというのは良くないのではないかということ。も
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う一つは、働き方改革の中で、これまで学校教育、いわゆる部活の

指導を先生方が全部やっていたことに対する負担感などについて、

もうちょっと目を向けようと。この二つをどう両立させていくか

で、どの自治体も非常に悩んでおり、どこにも解答がないというの

が正直なところ。我々としては、今後どうやって延岡市モデルを作

っていくかということを考えていかなければならないが、３枚目の

資料が、事務局としてはこうやって考えていくという、考えるため

の仕組みづくりを示しているものがこれだと思う。今日私たちのこ

の協議の時間というのは何かというと、この事務局案に対していろ

いろ質問したりとか、市民の代表としての教育委員のそれぞれの立

場で考えや意見を言っていただいて、事務局としてはそんな考え方

もあるなあということをもう少し幅広に検討していただくための

時間かなと思っているので、何か一つまとめていくのではなくて、

いろんな立場で、こういった今後のことについて意見をいただける

とありがたい。 

        ◎） 小学生の間にいろんなスポーツをするが、その子どもたちが中学

校に上がるときに、中学校に行ったら部活に入って頑張れるってい

うのがものすごくある。今もあるのではないかなと思う。その時に、

もしこういうふうにまだ明確になってないような部活動だったら、

子どもたちがすごく悩むんじゃないかなと思っているし、せっかく

中学校になったらこういう運動してみたい、こういう部活に入って

みたいという夢を持っている子どもたちががっかりしないように、

もう少し話し合いをしっかりやって欲しい、そこで芽を摘まないよ

うにして欲しいと、今まで指導している中ではそう思う。我々も 40

年間地域で水泳をやってきた。昔、部活の先生にプールに来て勉強

してくださいということを言ったことがある。その時には全然歩み

寄らず揉めたこともあったが、40年間見させていただいたというの

はすごくありがたいなと思う。Ａスイミングに行ったら水泳ができ

るということで、何名かずつ毎年入ってくるという形でやってき

た。今の小学校の子どもたちが中学校に入ったら部活に入りたいと

いうような夢を壊さなければいいなと思う。私も部活動がどうなる

のかと思って新聞を集めているが、全然解答は出てこなかった。も

っと子どもたちがしっかりスポーツができて、そして中学校に進ん

で、それから専門に入っていくというふうに土台づくりができるよ

うになるといいなと思っていたので、そういう夢を壊さないよう

に、もう少しいろいろ意見を出し合って、その子どもたちのために

やって欲しいなと思う。 
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        ◎） Ｂ委員から中学校に入る前の話があったが、スポーツ少年団につ

いて、部活動との繋ぎとか連携のような議論などは、今出ているの

か。 

        ⇒） スポーツ少年団は、少し中学生も入れるが、ほぼ小学生が中心で

あるというのが今の本市のスポーツクラブの形だと思う。一部中学

生が入っているクラブがあるが、スポーツ少年団と中学校部活動の

連携・繋がりは、今は地域移行という課題が大きくなっているが、

それ以前について深い繋がりがあったかというと、それほど大きな

ものはなかったのかなと個人的には認識している。ただし競技によ

っては中学生を巻き込んでいるものもあるので、そういったところ

は繋がり・連携を取っていると思う。言葉が適当か分からないが、

小学生を中心としたスポーツ少年団というのは、やはり自分たちの

チームの運営というか、もちろん勝利至上主義だけではいけない

が、そういったチームの運営の中で上手くやっていきたいという中

心的な考えが大きいのではないかなと思う。 

        ◎） 学校だけで完結していた部活動から少し広げていくとなってくる

と、Ｂ委員が言われたような以前からの繋がりというものも意識す

る必要があるという気がする。 

        ◎） 移行する目的に、教員の働き方改革も含めた時間など、そういう

ものをなくすことができることや、専門的な指導を受けることで競

技のスキルなどが上がるというようなものがある。もともと地域の

スポーツクラブに入っている子どもたちが、個人で大会に出て優勝

したら、何々中の誰々というのが出る。僕らの時代は、陸上であれ

何であれ、各学校に部活があって中体連の大会等に出ていた記憶が

ある。部員が集まらない場合だとかは、合同の学校としてそういう

のに出るようになるのだろうが、もともとあった学校について、

何々中学校陸上部とか何々中学校バレー部というようなものはな

くなるということなのか。それとも選抜でというか、学校同士で組

んで出ることになるのか伺いたい。 

        ⇒） まず、休日の部活動の地域移行。その後段階的に平日の部活動に

ついても地域移行という議論になっていくと考えている。部活動の

主体は学校の部活動ということで考えている。それと先ほどＢ委員

からあったが、「延岡市がなぜこの休日の地域移行をやるのか。」と

いうことは、今後この推進協議会で基本方針等を立てる必要がある

と考えている。国が言っている少子化の流れ、部活動の存続、学校

の働き方改革を目的とするのか、それとも先ほどＢ委員も言われた

ように、その子どもが部活をやりたいような方針にしていくのか、
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そこは私たちも今後議論していくこととしている。 

        ◎） 今の課長の指摘はとても大事なところである。部活動とは、延岡

市として、我々が思っている今までの部活動は、大体今まで経験し

た部活動だと思う。それを、これからの部活動について、「延岡市

はこういうふうに考えます。」といったところの議論がこの中では

必要になってくるんだろうなと思う。我々はどういう立場なのかと

いうと、この議論に影響を与えるのは私たちの議論だと思っている

ので、私たち自身も、やはりそういったことについて議論をしてお

かないといけないと思う。そういった意味でも今日はこの資料をも

とにいろいろとディスカッションしたいと思っている。 

        ◎） 中学生は 3,084 人、そのうち運動部が 1,232人で大体４割。自分

たちの時代の部活動のことを考えると、Ｂ委員が言われたように、

クラブ活動が楽しみでというのがあったと思う。やる気のある人た

ちがクラブ活動をしていると思うが、やる気のある人たちをどうサ

ポートするかっていうのは大人が考えてあげないといけないと思

う。ただ父兄に任せるとか、学校に任せるとかっていうものじゃな

くても、もっと大きく考える。例えば、自分たちの世代であれば、

ほとんどの人がクランクアップしたと思うが、そういうちょっとゆ

とりのある人たちを募って、その地域の人たちに学校の世話をして

もらうということも一つの手じゃないかなと思う。私も何かしてく

れって言われたらやるかもしれない。年をとってくるとやっぱり社

会に今までの恩返しをしたいっていう気持ちはいっぱいある。そん

な気持ちを持っている人たち、年配でもやる気のある人はちゃんと

やってくれるだろうと思う。学校の先生に負担をかけるというの

は、今から先は労働改革というのもあって、昨日の夕刊にも出てい

たが、小学校は残業時間が平均で 61時間、中学校が 89時間。先生

たちもとても忙しいんだなと思う。自分達の企業では今 40 時間と

いう制限を受けて、残業したくてもなかなかできない。先生も本当

は早く帰りたいんだろうと思う。おまけに日曜日まで出たら自分の

家庭はどうなんだっていうこともあると思う。できるなら、地域の

ＰＴＡも交えて、ボランティア精神で何かやることもできるんじゃ

ないかなと思う。自分はやる。 

        ◎） この地域移行のメリット的なものとしては、先ほど課長も説明さ

れたように、少子化の中にあって、子どもがいろいろなスポーツを

する選択肢が広がっていくという良さもあると思うし、今Ｄ委員が

言われたように、地域の人材を活かすことによって地域の活性化に

も繋がっていく部分もあるので、そういった部分は、非常にこの地
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域移行の中の一つのメリットかなとは思う。そうなった時にそれを

部活動と呼ぶのかなというのが疑問。というのは、部活動は教育課

程外の位置付けになっているが、学校としては、例えば運動部だっ

たら技術だけを上げるということだけではなくて、それ以外の教育

的なものがある。先日Ｂ中学校の学校訪問をした時に、その中学校

の教育課題解決の一つとして、部活動と学校生活をリンクし合える

ような体制づくりで子どもを育てているんだというような話を聞

いた。この部活動というのは、そういう競技力の向上に加えて、や

はり子どもたちのいろんな健全育成の部分でも非常に大切な要素

が含まれているんじゃないかなと思うので、そういった地域移行に

なった時も、学校との関係をいかに大切にしていくかっていうよう

な部分をしっかりと考えていく必要があるんじゃないかなと思う。

これからの地域移行に向けてのこの流れについて、私は非常にこれ

は素晴らしいなと思う。こういうようなことがあることによって、

保護者にいろいろな情報がきちんと伝わっていくということで理

解に繋がっていくんじゃないかなと思うので、この流れは非常に大

切じゃないかなと思う。 

        ◎） Ａ委員が指摘されたように、部活動にも歴史があった。これを教

育課程の中に位置づけるかどうか、そもそも部活動とは何なのかと

いう議論を国ではずっとしてきており、その中で今回の地域移行の

案が示されている。延岡市としてもそもそも部活動をどういうふう

に考えるかということは大事な議論なんだろうなと思う。ちなみ

に、地域移行した時に、今目が向きがちなのは指導者という立場だ

が、実は地域移行した時の受け皿となるその組織を運営する人も必

要となる。指導する人だけではない。運営する人も必要だし、指導

する人も必要。いわゆるコーディネーターではないが、親との間を

取り持つなど、いろんなことを、今学校の先生が全部やっているわ

けである。だから、そういった意味では、Ｄ委員が言われたように、

指導するわけではないが、自分はそういった運営の方に協力できる

よっていう人達がいる。やはりそういった受け皿を作るというのは

とても大事な話なんだろうなと思った。 

        ⇒） 国がこのように部活動の地域移行を考えている中で、部活動では

ないスポーツクラブは、今までは、都道府県が開催する中体連の大

会には出られなかった。国、都道府県それぞれの中体連が今後スポ

ーツクラブも都道府県が主催する中体連の大会に出場することを

認めることとしている。これも宮崎県でも来年から実施されると思

うが、例えばスポーツクラブの子どもたちと、部活動でやってきた
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子どもたちが同じ大会で競い合うということも今後出てくるとい

う状況になる。また、県が来年早々に検討委員会を立ち上げること

を謳っている。そこには私たちも参加して、県内の市町村の状況等

も聞くことになると思うが、各自治体においても、来年度以降、我々

も考えている協議会等を設置して検討を進めていくということは

情報収集しているところである。 

        ◎） 部活動指導をしたいという人の認定のようなものはあるのか。 

        ⇒） 今市内で部活動指導員として、地域の方を６名配置しているが、

この方々にやっていただく職務について定めている。まず一つ目

が、技術的な指導。それから安全・傷害予防に関する知識及び技能

の指導。学校外での活動、例えば大会とか練習試合等の引率。ただ

し、大会主催者及び要項等によって引率監督要件があるので、それ

ぞれの要件に従ってくださいと。また、用具や施設等の点検・管理、

会計管理、その他の部活動の管理及び運営、保護者等への連絡、指

導計画書の作成。あと、生徒指導に関わる対応、事故が発生した場

合の対応も指導員の職務として定めている。外部指導者について

は、県で研修を受けることが義務づけられているので、その研修を

受けていただくことになっている。 

        ◎） 外部指導者という位置付けと部活動指導員は、持っている権限も

かなり違うし、それに合わせて責任も違うということで、当然引率

などは、部活動指導員はできるが外部指導者はできない。だから部

活動指導員に手を挙げる方は少ない。外部指導者はまだハードルが

低い。部活の顧問の先生のフォローとして、技術的な指導をやりま

しょうということはまだハードルが低いと思うが、部活動指導員に

なるとハードルが上がってくるので、そこまでの責任は持てないと

いう方もたくさんいらっしゃるということで、実際そういうふうな

ことについて、広げようと思ってもなかなか難しい現状にある。 

        ◎） 外部指導者とか、専門的な指導者の話になっているが、例えばス

イミングスクールの指導ということで話すと、練習は今スイミング

スクールでやっているが、試合は県外、九州大会とか全国大会は学

校の先生が対応することになっていて、今のところ上手く二つに分

かれて行っている。我々がもし例えばスイミングスクールの指導で

一緒に大会に行きますと言ったときに、学校の先生は先生の役割が

あるので、監督として行ってもらって、我々は子どもの指導として

行くが、その費用は自分たちで出すという形でずっとやってきた。

そういうのは無くなるのか。今後地域移行された場合には、全部移

行された側に来るものなのか。そこまでの話にはまだなっていない
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と思うが、私もずっとそこからずっと手繰ってきたのでこの話がで

きる。そういう話し合いももちろんあるとは思うが、疑問に思った。 

        ◎） それが先ほど課長が話をした、この地域スポーツ団体の中体連の

大会への参加をできるようにということになってくるかと思う。先

ほど言ったように、例えば今Ｂ委員が関わっている子どもたちが、

今は社会体育で中体連に参加をする。少し考えを整理しないといけ

ないが、部活動で活動するのと中体連の大会に参加するのはまた違

う。今も、別に地域部活動じゃなくても、社会体育として中体連の

参加を認めている。ところが、例えばスイミングクラブを部活動と

して認めれば、部活動としてのそこに子どもたちが参加をして、中

体連なども参加を認めてくれるようになってくるわけで、そこには

学校の教員は全く関わらないようになってくる。Ａ委員が指摘され

たのは本当にそれでいいのかと。元々部活動というのは競技力だけ

ではなくて、生徒指導だとか、子どもたちの自主自立というか、そ

ういった活動の一環でもあった教育的な一環でもあったという話。

その辺の整理は、最初に話したように、国がまだ何も指針を示して

ない。だから、そういったことを整理しながら、じゃあ延岡市では

どういうふうに整理するかというのは、ここの中で議論をしていか

なければならない。だから、今どうなっているかと聞かれても、分

からないとしか答えようがないことが、まだまだいっぱいあるとい

う話になる。 

        ⇒） 国のガイドライン（案）には、大会そのものを見直すことも例示

されているので、生徒の大会等への参加機会の確保や登録のあり方

なども謳われている。例えば、先ほど言われた外部指導者による引

率、これを可能としましょうということも今後出てくるかと思う。

また個人競技においては、学校職員で引率ができない場合は、校長

が認めた上で外部指導者が引率することを可能にするとか、そうい

う見直しも検討する必要があるということも示されているので、こ

れらのことも含めて今後議論をしていくことになると考えている

ところである。 

        ◎） 今日を皮切りにいろいろまた疑問が出てくることになるし、それ

ぞれの立場でまたいろんな保護者や地域の方の意見、また競技団体

の方との繋がりもあると思うので、聞いていただけるとありがた

い。最後に一つ、実はもう一つ大きな問題が横たわっている。費用、

お金の話。結局地域移行した時に、当然地域の受け皿の方がボラン

ティアでずっとやっていくことはもう有り得ないと。そうなってく

ると、そこに対価が必要になってくるし、その対価をどうしていく
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か。自治体が負担をしていくのか、それとも受益者負担の原則で、

保護者が負担していくと。保護者負担となってくると、今までだっ

たら無料でできた部活動が有料になってくるとなると、いろんな意

味でスポーツを選べなくなる。やりたい機会、時間もあるし、機会

も場もあるが、そのことで選べないという子どもたちが出てくる。

または、こっちの部活動を本当はやりたいのだが、こっちは費用が

かかるから、こっちはできないということが出てくるという話にな

る。やはりこの問題は結構大きくて、この部活動の地域移行につい

ては、そういった視点も踏まえて考えていかなければいけない。そ

うそう簡単な話ではないからこそ、この間、国も言っていたように、

令和７年度から休日の部活動の地域移行について、これでさえもも

っと柔軟に考えましょうとなったのは、やはり、最初はこれがいい

よねと言っていたのが、今なかなか難しいことがたくさん累積して

きているという現状があるので、我々も慎重に、いろんな人の意見

を聞きながらやっていきたいと思っている。また次年度以降、この

ことについては話し合っていきたい。 

 

 

◎ その他 

  ◆令和４年度の卒業式について 

   ● 令和５年３月の各学校の卒業式については、教育委員が参加する方向で学校と

調整することについて説明があり、了承された。 

 

◆１月定例教育委員会の日程について（総務課） 

   ● １月定例教育委員会については、１月２５日（水）の１３時３０分から、災害

対策本部室で開催する。 

 

 

◎ 閉 会 

    澤野教育長が閉会を宣し、終了した。 （１５：１０） 

 

 


