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      令和４年第９回守山市教育委員会(定例会)会議録 

 

○ 日  時  令和４年８月 23 日（火） 

開会時刻 午後２時 

閉会時刻 午後３時 44 分 

 

○ 場  所  守山市役所 東棟３階大会議室 

 

○ 出席委員等   教育長 向 坂 正 佳 

          委 員 岩 下 絹穗子  委 員 福 田 正 悟 

委 員 𠮷 田 郁 雄  委 員 里 内   緑 

 

○ 説 明 員 

  教育部長        嶋 本  昭     教育部理事       筈 井  亨 

  教育部次長       植 村 俊 之     教育総務課長        武田 夕希子 

学校教育課長      寺 井 信 義      保育幼稚園課長        髙 田 利 則 

  社会教育・文化振興課 宮 下 茂 久     図書館副館長       西 村 克 子 
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 （開会：午後２時） 

教育長  只今定足数に達しておりますから、これより「令和４年第９回教育委

員会定例会」を開会します。 

  

なお、本日、傍聴者はおられないことを報告いたします。 

 本日の会議は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、案件に関

係する職員のみの出席とさせていただいておりますのでご了承願いま

す。 

 また、本日は、令和５年度 使用教科用図書の採択について、教科書

採択における公正確保のため、午後２時より開始する必要があることか

ら、日程第３ 審議事項 議第 23 号「令和５年度 使用教科用図書の採

択について」から始めます。 

 

教育長  それでは、日程第３「審議事項」のうち、議第 23 号「令和５年度 使

用教科用図書の採択について」の件を議題と致します。 

 議件について、教育部次長から説明を求めます。 

 

教育部次長 

 

【教育部次長が資料により説明】 

教育長  只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

 

里内委員  特別支援学級で使用する一般図書は、個々の子どもたちの特性に応じ

て選ばれると思うのですが、保護者と相談の上、決定されているのでし

ょうか。 

 

教育部次長  保護者とも相談し選定していると特別支援学級の担任からは聞いて

おります。 

 保護者によっては、通常学級で使用している教科書を希望されること

もありますので、その場合は、子どもの特性に応じた一般図書は無償で、

通常学級で使用する教科書は有償で購入していただいていると聞いて

おります。 

 

岩下委員  今回の教科用図書は、副読本ではなく、教科書としての扱いという理

解でよろしいでしょうか。 

 特別支援学級の子どもたちは、一般図書の中から教科書を選択されて
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いるということでしょうか。 

 

教育部次長  子どもの特性に応じて選択しているため、一般図書の場合もあれば、 

一学年、二学年下の通常学級で使用している教科書を選択される場合も

ございます。 

 

岩下委員  通常学級の教科書は、子どもに合わせたサイズかと思いますが、特別

学級で使用する教科書は図鑑なども含まれているので、持ち運びしにく

い点については何か配慮があるのでしょうか。 

 

教育部次長  基本的には、家に持ち帰らず、教室のロッカーに置いていると聞いて

おります。 

また、教室のロッカーに置いていることのメリットとしては、個々に

選択した一般図書を全員で共有できる点だと考えています。 

 

里内委員  個々の子どもの特性に応じて、なおかつ非常に多くの本の中から選択

するということは、非常に難しい作業だなと感じましたが、今回、リス

トアップされている一般図書の見本は、学校に置いてあるのでしょう

か。 

 

教育部次長  学校に全ての教科書の見本はないため、長年使われている一般図書に

ついては、特別支援学級に長く携わっている教員から教科書の特徴を聞

くなどし、子どもの特性に応じた教科書を選択していると聞いておりま

す。 

 

福田委員  議案書３ページ 令和５年度使用教科用図書選定一覧の社会で「まち

のしくみ バックヤード絵ずかん」を今回選定されたとのことですが、 

どのような意図でこの「絵ずかん」を選ばれたのでしょうか。 

 

教育部次長  通常学級で使用している社会科の教科書で、まちのしくみに関する単

元があり、そこをクローズアップして、より視覚的にも分かりやすいこ

とがこの「絵ずかん」を選定した狙いでございます。 

 また、今回選定した「絵ずかん」については、その他の一般図書も併

用する中で、まちのしくみの単元において使用すると聞いております。 
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福田委員 

 

 

 

 この「絵ずかん」を見させてもらうと、図も大変複雑なので、中学校

の特別支援学級の子どもたちであれば、理解できるかなと思いますが、

小学校の特別支援学級の子どもたちには、内容が少し難しいように感じ

ます。 

 私も、学校医をしており、見ている特別支援学級の小学３年生くらい

の子どもたちの発達段階から判断すると理解できないように感じます

し、この図を見て、本当に理解できるのか疑問に感じます。 

 

教育部次長  今回の選定については、市の代表である特別支援学級の先生方で調

査、研究していただいた結果ですので、ご理解いただければと思います。 

 

福田委員  私は理解できないですが、ご事情は理解いたしました。 

 私が、今回選定された一般図書の中でどうかなと感じたのは、「まち

のしくみ バックヤード絵ずかん」だけで、その他の一般図書について

は、例えば「どんどんめくってはっけん！からだのふしぎ」などは非常

に興味が湧いてくる内容でとても良いなと感じました。 

 

岩下委員  令和４年度教科用図書第二採択地区調査委員会 報告書 令和５年度

使用 小学校 種目 特別支援学級の 12 ページ【様式４－１】令和５年度

使用教科用図書学年別使用のめやす（知的障害学級）の社会ですが、小

学３年生から６年生には〇が付いていますが、小学校１、２年生に〇が

付いてないということは、小学１、２年生にはこういう教科書はないと

いうことでしょうか。 

 

教育部次長  小学校のカリキュラムでは、小学３年生から社会・理科を学び始め、

小学１、２年生については生活科で学んでおりますので、〇が付いてお

りません。 

 

岩下委員  小学３年生からは、〇が付いている中から一冊無償で配布されるので

しょうか。 

 

教育部次長  はい。〇が付いている中から一冊選んでいただくことが可能です。 

 

教育長  先ほど福田委員からご質問がありました「まちのしくみ バックヤー

ド絵ずかん」について、他にご意見ございますか。 
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里内委員  私も難しい内容かなと思います。裏のしくみを学ぶより、まずは表の

理解が必要かと思います。 

 また、先生からの事前の働きかけやそれまでの学習、例えばまちへ探

検に行き、学校で探検した場所を振り返る際に「ここにお店があったよ

ね。あの時は見えなかったけど、あの裏はこうだったんだよ。」など使

い方は工夫する必要があるかと思います。 

 

教育部次長  当然授業には狙いがあり、授業の中でどのように使用するかは十分検

討された上で採用されていると思います。 

 この「絵ずかん」を見て学習するというよりかは、まず、探検してみ

て、「何が見えたかな。でも実はその奥にはこういうこともあるんだよ

ね。」ということを狙える発達段階に応じた子どもがいる地域の先生方

は、使いたいと考えると思います。 

 草津市、栗東市、野洲市、湖南市、甲賀市、守山市の６市の調査委員

が集まり、自分たちの地域の子どもの中でどれが相応しいかという見方

もするので、本市の委員がこの本は該当する子どもがいないと思ったと

しても、他市の委員でその教科書を採用したいという意見が多ければ、

採用という結果になるかと思います。 

 

教育長  私も「まちのしくみ バックヤード絵ずかん」を教科書として使用す

る場合は、緻密な計画が必要だと感じました。 

また、今回審議した結果を、教科用図書第二採択地区協議会委員の

方々にも伝えてください。 

 

教育部次長  承知しました。 

 

教育長  他にございませんか。 

 ないようでありますので、これで質疑を終わり『採決』を致します。 

 お諮りします。議第 23 号については、原案のとおり議決することに

ご異議ございませんか。 

 

各委員 【異議なしの声あり】 

 

教育長 ご異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり議決することに決しました。 
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 それでは、議第 23 号が議決いたしましたので、当初の議事日程のと

おり進めます。 

 

教育長  まず、日程第１、「令和４年第８回教育委員会定例会会議録の承認に

ついて」、ご意見等はありませんか。 

 

各委員 【委員の意見・質問なし】 

 

教育長  それでは、他に意見がございませんので、令和４年第８回教育委員会

定例会の会議録は、異議がないものとして、承認いたします。 

 

教育長  次に、日程第２「教育長の業務報告」をいたします。 

【教育長 業務報告】 

 

 只今の業務報告につきまして、ご質問等はございませんか。 

 

𠮷田委員  ８月６日に戦没者の慰霊と世界恒久平和に係る要望書手交式とあり

ますが、要望書の内容を教えていただけますか。 

 

教育長  遺族会の方が、本市に対して引き続き平和を誓うつどいの開催を継続

してほしいということと、市役所の新庁舎に、戦争で使用していたもの

を常設展示ほしいということを要望されました。 

 

教育長  他にございませんか。 

 ないようでありますので、これで｢教育長の業務報告｣を終わります。 

 

教育長  それでは、続いて日程第３「審議事項」に入ります。 

 まず、議第 24 号「北部図書機能・コミュニティ機能整備工事に係る

契約の締結につき議決を求めることに係る教育長の臨時代理の承認に

ついて」の件を議題と致します。 

 議件について、図書館副館長から提出議案の説明を求めます。 

 

図書館副館長 【図書館副館長が資料により説明】 

 

教育長  只今の説明について、ご質問等ございませんか。 
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𠮷田委員  無事、３回目の入札で落札されて良かったですね。 

 ちなみに、何者が応札されたのでしょうか。 

 

教育総務課長  入札参加申請をした業者５者のうち３者が応札されました。 

 その結果、株式会社材光工務店が落札されました。 

 

教育長  他にございませんか。 

ないようでありますので、これで質疑を終わり『採決』を致します。 

お諮りします。議第 24 号については、原案のとおり承認することに

ご異議ございませんか。 

 

各委員 【異議なしの声あり】 

 

教育長  ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。 

 それでは次に、議第 25 号「北部図書機能・コミュニティ機能整備に

係る教育財産の取得について」の件を議題と致します。 

 議件について、図書館副館長から提出議案の説明を求めます。 

 

図書館副館長 【図書館副館長が資料により説明】 

 

教育長 只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

ないようでありますので、これで質疑を終わり『採決』を致しま

す。 

お諮りします。議第 25 号については、原案のとおり議決することに

ご異議ございませんか。 

 

各委員 【異議なしの声あり】 

 

教育長 ご異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり議決することに決しました。 

それでは次に、議第 26 号「令和４年度守山市一般会計補正予算（第

６号）のうち教育委員会所管の予算案に関する意見について」の件を

議題と致します。関係課長から順次、提出議案の説明を求めます。 
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関係課長 【関係課長が資料により説明】 

 

教育長 只今の説明について、ご質問等ございませんか。 

 

𠮷田委員 ルシオール アート キッズ フェスティバル開催事業費の補正予算に

ついて、毎年実施している行事であれば、補正ではなく、当初予算で計

上されたらよいのではないでしょうか。 

 

社会教育・ 

文化振興課長 

昨年度もそのようなご意見をいただきましたが、今年度、第 11 回ル

シオール アート キッズ フェスティバルが無事終了し、次年度に向け

て、これから企画、運営をしていくための経費を今回、補正予算で計上

しております。年度ごとに、別々に予算を計上することになっておりま

すので、例年９月定例月会議において、次年度に開催するルシオール ア

ート キッズ フェスティバルの今年度分の経費について、増額補正をお

願いし、その他の予算は来年度に向けて債務負担行為の補正としてお認

めていただき、事業を推進しております。 

仮に、第 11 回ルシオール アート キッズ フェスティバルが終了した

段階で、次年度開催しないことも考えられますので、このような形をと

っているのかと思います。 

 

𠮷田委員 事情は理解できますが、手間なことをされている印象を受けました。 

継続的な行事なのであれば、当初予算で計上される方がよいかと思い

ます。 

守山市の他の行事でも、当初予算ではなく、補正予算で計上している

ものがもっとあるのではないでしょうか。それを全部補正で賄っていた

ら、大変な作業をさらに大変にされているように感じますので、当初予

算に計上されることを今一度検討されてはいかがでしょうか。 

 

教育部長 ルシオール アート キッズ フェスティバルの経費補正については、

𠮷田委員のおっしゃるとおりそのように感じるところもありますが、次

年度の第 12 回に向けて、課題等も見極める中で、今回の補正は広報等

の準備を進めるにあたっての予算で、開催に係る経費については、債務

負担行為の補正として、９月定例月会議において予算を認めていただい

て、実質支出に係る歳入歳出の予算は、令和５年度の当初予算で計上さ

せていただいております。 
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また、債務負担行為を認めていただくことで、公益財団法人 守山市

文化体育振興事業団と一括で委託契約できる運びになっております。 

予算的には財政当局と協議し、毎年このような対応をさせていただい

ておりますのでご理解いただければと思います。 

 

岩下委員 全体的にプールの補修が多いと感じますが、補修の理由は、新型コロ

ナウイルスの影響で２年間水泳の授業がなく、プールを使用しなかった

ことが理由なのか、そもそも施設の老朽化が理由なのかどちらでしょう

か。 

 

教育総務課長 プール補修の理由としては、岩下委員がおっしゃるとおりプールを使

用していなかったことと、老朽化にあります。 

業者からは、「常時稼働していれば、機器の故障はあまりないが、水

泳の授業の時のみの稼働では、機器にとっては悪影響」と言われていま

す。 

水泳の授業が始まる前に、業者が点検を行っておりますが、実際は、

水泳の授業を開始する時に、故障が発生してしまいました。プールを使

用する前には、様々な箇所の安全点検を行う必要があり、そのうちの１

つが故障すると子どもの安全が確保できず、水泳の授業が危ぶまれるの

で、水泳の授業が安全に行えるよう緊急修繕させていただきました。 

昨年度、緊急修繕できず水泳の授業ができなかった守山北中学校につ

いても、今年度は無事実施することができました。 

 

岩下委員 新型コロナウイルスの影響で、水泳の授業をしていないことで支障が

出てくることは理解できますし、そもそも老朽化ということもあると思

います。プールの更衣室も老朽化等してきており、更衣をするにも生徒

達は気の毒に思います。 

水泳の授業の在り方を考えられてはいかがでしょうか。 

プールの改修を考えられる際には、全小中学校にプールが必要なのか

ということも含めてご議論いただいて、学区に一面あるいは全中学校に

一面など使用頻度の高い学校のプールを改修し、他の学校はバスで向か

うなどの方法に変更された方が、全てのプールを改修するより予算的負

担やメンテナンスもしやすいのではないでしょうか。 

改修したプールは、水泳の授業以外での利活用、例えば利用料を徴収

し市民にも開放するなどもご検討いただきたいと思います。 
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教育総務課長 全国の先進的な自治体では、集約している事例もあります。 

今後、プールの改修計画もありますが、学校のカリキュラムでこの時

期に実施しなければならないことなどもありますので、全国でプールを

集約している自治体に情報収集し、庁内で検討して参りたいと考えてお

ります。 

 

岩下委員 ぜひ守山市が先進的な市になっていただきたいです。 

中学校については、一学期の期末テストが終わってからしか水泳の授

業がなかったように思います。 

小学校についても、６月くらいから水泳の授業が始まり、一番暑い時

には入れていなかったと記憶しています。 

プールは年間通じてどの世代にも利用できるスポーツなので、学校プ

ールに囚われることなく改修していただく方が良いと思います。 

 

福田委員 岩下委員がおっしゃるとおりで、真夏の暑い時期にプール入るのは子

どもたちにとっては危険なので、守山市民プールや有料のスポーツ施設

であれば、一年中使えるのでよいのではないでしょうか。 

ぜひ、今あるプールも活用してほしいと思います。 

真夏にプールに入ることは、熱中症の危険もありますし、肌の弱い子

が塩素の強いプールに入り、日光にもあたると肌荒れも心配です。 

昔は気温も 30 度ほどでしたが、今は 40 度近くまで上がるので、真夏

のプールの使用についてもご検討いただきたいと思います。 

守山市民プールを使用したら、子どもたちも喜ぶと思います。 

 

教育長 貴重なご意見ありがとうございます。 

また、調査、研究しながら子どもたちにとっての最善を考えて参りた

いと思います。 

 

教育長 他にございませんか。 

ないようでありますので、次に債務負担行為の補正について、関係課長

から説明を求めます。 

 

関係課長 【関係課長が資料により説明】 

 

教育長  只今の説明について、ご質問等ございませんか。 
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𠮷田委員  学校給食調理業務委託事業の委託料については、予め積算できるので

しょうか。 

 

教育部次長  今後、５年契約で１日あたり 2,000 食を一括りとし、それを 13 校７

つのグループに分け、おおよそ同額程度で積算しております。 

 これまでは３年契約でしたが、令和２年度から５年契約に随時切り替

えてきており、今回の守山小学校と物部小学校の契約でもって全ての学

校が５年契約に切り替わることになります。 

 

𠮷田委員  私の質問の趣旨としては、昨今これだけ物価上昇している中で、今年

度は、国からの支援措置でもって給食の質も落とさず、給食費の値上げ

もしないと令和４年第６回守山市教育委員会定例会において回答いた

だきましたが、今後の物価上昇についても加味されている金額なのでし

ょうか。 

教育部次長  現段階では、物価上昇率２％で見積っていましたが、今後は２％を超

えてくると思いますが、そこについて加味するのは現状難しいかと思っ

ています。 

 昨年度については、中学校給食の開始もあり、約 10 億円近い金額の

債務負担行為の補正を認めていただきましたが、今年度はその半分程度

の金額となっています。今後において、物価上昇の影響を受けて、予算

が足りなくなるかどうかは、12 月以降の企画競争入札で業者がいくら

で落札するかとよるかと思います。 

 

教育部長 学校給食調理業務委託事業の金額について訂正させていただきます。 

議案書 16 ページ ２.債務負担行為の補正および議案説明書 14 ペー

ジ ２.債務負担行為の補正の中の学校給食調理業務委託事業の限度

額、466,420 千円ではなく、正しくは 466,240 千円です。 

会議録を含めた会議資料の公開の際には、修正したものでホームペー

ジに公開させていただきます。 

 

教育長 他にございませんか。 

ないようでありますので、これで質疑を終わり『採決』を致します。 

お諮りします。議第 26 号については、原案のとおり同意することに

ご異議ございませんか。 
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各委員 【異議なしの声あり】 

 

教育長 ご異議なしと認めます。 

よって、本件は原案のとおり同意することに決しました。 

これで「審議事項」を終わります。 

 

教育長 次に、日程第４｢報告事項｣に移ります。 

まず、「令和４年度滋賀県等に対する要望事項について（教育委員会

所管分）」を関係課長から説明を求めます。 

 

関係課長 【関係課長が資料により説明】 

 

教育長 只今の説明に対し、ご質問等ございませんか。 

 

教育長 ないようでありますので、次に、「和解および損害賠償額の決定につ

いて」を教育総務課長から説明を求めます。 

 

教育総務課長 【教育総務課長が資料により説明】 

 

教育長 只今の説明に対し、ご質問等ございませんか。 

 

𠮷田委員 日頃から気を付けてはいただいている中で、学校に対してこのような事

故が起こらないよう注意喚起を徹底しても先生方は困られるのではない

でしょうか。 

車に当たった石で車を破損させたのだとしたら、ご自身の任意の自動車

保険から保険がおりると思いますが、それだと自分の保険料が上がり、破

損の原因が学校のため学校で請求したということだと思います。 

先生方に指導していたとしても、起こるべくして起こるような事故は当

然あるかと思いますが、今回の事案の場合は、学校で起こった事故の保険

は、学校が加入している保険の補償内容ではカバーできなかったのでしょ

うか。 

 

教育総務課長 このような事故について、本市が加入している保険で対応させていただ

きました。説明させていただいたとおり、今回は、学校側が100％加害であ

ることから、本市から被害者の方にお支払いさせていただきました。 

今回、示談が成立したことを、９月定例月会議において市長の専決事項

で報告する必要があることから、事前に定例会で報告させていただきまし

た。 
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𠮷田委員 気を付けていても起こってしまっているので、そのことを十分加味した

上での指導をお願いします。 

 

教育部長 十分注意していた上での事故なので、致し方ないところはありますが、

昨年度も別の教育施設で、刈り払い機による車のリアガラスを破損させた

事案と駐車場の道路側溝に増設していたグレーチングが跳ね上がり、車体

下部を損傷させた事案の２件発生しているため、学校施設を管理する立場

である我々がしっかり対応すべくところは対応し、安全管理に十分配慮し

ていただきながら、例えば車が駐車場に入ってきたり、人が近づいて来ら

れた際には、作業をいったん中止していただくなどのリスク管理について

は、校園長会を通じて、教育総務課長から改めてお願いさせていただきま

した。 

昨年度も同様な事案があり、今年度も起こってしまったことについて、

誠に申し訳なく思っております。 

また、９月定例月会議においてご報告させていただくことになりますの

で、同様のご意見もしくは改めて厳しいご意見いただく可能性もございま

すが、決して故意ではありませんので、学校側には、安全管理に十分配慮

していただくことをお願いさせていただきました。 

 

福田委員 草刈りは何名でされるのでしょうか。 

 

教育総務課長 各学校の用務員１名が、草刈りを行っております。 

 

福田委員 １名で草刈りを行い、安全管理もは難しいのではないでしょうか。 

１名では前も見えないし、草刈っているところしか見てないですよね。

今回は、車だからまだ良かったですが、人身事故でしたら大変なことです

し、複数名で行う方がよいのではないでしょうか。 

 道路の脇で草刈りしている業者は、網を張っていますよね。草刈りして

いると石が飛んでくることは必然的に起こり得ることなので、１名で草刈

りを行うことは間違っていると思います。 

 

教育長 貴重なご意見ありがとうございます。リスク管理について、しっかり検

討して参りたいと思います。 

 

岩下委員 今回の事故は、平日の午後３時頃なので、児童が下校してから作業され

ているかとは思うのですが、新型コロナウイルス感染症の影響で保護者が

愛校活動に参加できていないので、草や植栽は伸びきっており、梅雨時期

に入る前に雑草を刈ろうと思って下さったのかなと思います。 

各学校に用務員が１人いますが、とてもじゃないけど１人で管理できる
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学校の規模ではないし、例えばお茶を作って下さったり、学校で壊れた何

かを修理して下さったりなどもしていただいている中で、先生方が代わり

に草刈りというのも難しいと思うので、学校の植栽が管理しやすいような

工夫、例えば伸び過ぎている木や必要のない木や毛虫の付く木は伐採する

とかグリーンに対する考え方を教育委員会事務局で検討されてはいかが

でしょうか。 

雑草だけが伸び過ぎてしまうと保護者だけでも対応しにくいですし、草

刈り機が使える人も年々減っていくのかなと思うので、学校の設備がどう

あるべきかも考えていただいたら、このような事故も起きないのではない

でしょうか。 

 

教育総務課長 各学校での樹木や植栽の管理や雑草については、教育委員会の予算で学

校の維持管理は行っておりますが、樹木の伐採については、施設の目隠し

の役割を果たしている樹木もありますので、精査して行う必要があると考

えております。 

 

岩下委員 目隠しにもなれば、その目隠しが危険な場合もあるので、しっかり精査

していただきたいと思います。 

私が、20年前に守山市に引っ越してきた時は、どこの学校の門も締まっ

ていなかったです。ゆったりしていていいところだなと思う反面、子ども

の連れ去りなどにはドキドキしていました。その辺りのバランスは非常に

難しいと思いますが、例えば守山南中学校の横を通っても、木が伸び過ぎ

ているなと感じるので、考えていただきたいです。 

 

教育長 実情に応じて、調査、検討して参りたいと思います。 

 

教育長 他にございませんか。 

事務局の方で、他に報告事項はございませんか。 

 

事務局 

（教育総務課長） 

ございません。 

 

教育長 次に、日程第５「その他事項」に移ります。 

「教育委員会関係行事について」、「教育委員会の日程等について」の

説明は省略いたしますが、この件についてご質問等ございませんか。 

 

里内委員 秋に各小中学校で運動会が実施されるかと思いますが、会議資料編

21 ページ １ 教育委員会関係の今後の行事についてで各小中学校の運

動会の記載がありませんが、私たち教育委員は出席しなくてよいのでし
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ょうか。 

 

教育部次長 学校長とも調整させていただく中で、運動会については来賓でご招待

させていただくことは、差し控えさせていただきますが、子どもたちの

成長を参観していただくことはありがたいと思います。 

 

教育長 他にございませんか。 

ないようでありますので、事務局の方から、その他、ありませんか。 

 

事務局 

（教育総務課長） 

ございません。 

 

教育長 

 

これで、「その他事項｣を終ります。 

これをもちまして、本日の議事日程は全て終了致しました。 

それでは、次回、令和４年第10回、守山市教育委員会定例会は、９月28

日（水） 午後１時30分から守山市役所東棟３階大会議室にて開催いたしま

すので、委員の皆様、よろしくお願い致します。 

 (閉会：午後３時44分) 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  


