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会 議 の 顛 末 

教育長 開会の辞 

ただいまから西尾市教育委員会４月定例会を開会いたします。 

教育長 それでは、議事進行は、あらかじめ配布されております、会議日程に基づいて進

めさせていただきます。 

 １ 会議録署名委員の指名 

教育長 会議録の署名委員は、尾﨑委員、平岡委員 を指名します。 

 ２ 前回会議録の承認 

教育長 前回定例会及び臨時会の会議録につきましては、すでに委員の皆様方のお手元に

送付してございますが、原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

承認してもよろしい方は、挙手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め、前回定例会及び臨時会の会議録については、原案どおり承認

することといたします。 

 ３ 報告事項 

教育長 

 

（１） 教育長報告 

先月末の花冷えのおかげで、近年に珍しく、桜を背景に入学式の記念撮影ができ

ました。学校では、未だに感染対策続行中ですが、子どもたちは、新学期の新たな

出会いに心を躍らせていることと思います。 

本日は二点お話します。 

一点目は、特別な配慮を要する児童についてです。近年、その総数は明らかに増

加しています。これについては、小学校長や幼稚園長など、長い間幼い子どもを指

導してきた者の実感として、以前から話題には上っていました。しかしこの現象に

ついては、自閉症スペクトラムをはじめ、発達障害についての知識理解が浸透した

ために、該当する児童生徒数が増加したとする見方が一般的でした。ところが、昨

今それだけでは説明できない実態があります。気にかかる例として、小学校入学時

に実施されるスクリーニング検査があります。これは、６歳児相当の認識力や数理

の概念、生活の規則や言語記憶等について問う１３点満点のものですが、通常８点

以下であれば特別支援学級の入級が検討されます。本市の幾つかの小学校のここ数

年の経年変化を調べたところ、低得点の児童の明らかな増加傾向が認められまし

た。また、以前は５点以下という児童は非常に稀だったのですが、珍しくなくなり

ました。実際、特別支援学級はもとより、通常学級にも集団生活に馴染めなかった

り、マンツーマンでないと意思疎通がうまくできなかったりする児童もおり、日常

的な支援を必要とする児童が増えてきています。この問題は学年が上がるにつれて

緩和し、高学年では支障なく学習に取り組めるケースも少なからずありますが、本

市では、学校の要望に応じて、教育アシスタント９４名を特別支援学級や低学年を

中心に配置し、全ての子どもたちのニーズに対応したきめ細かな指導に努めている

ところです。 

二点目は、今年度、学校で特に取り組んでいくべき教育課題についてです。昨年

度に引き続き三つあります。「➀コロナ禍によってやむを得ず縮減した教育活動の豊

かさを取り戻すこと」「➁ ＩＣＴ教育の日常化」「➂教育の質を低下させない働き方

改革」です。校長会でもふれましたが、特に働き方改革については、全教職員の適



切な共通理解のもとに推進しなくてはなりません。超過勤務時間についての調査も

計画されており、勤怠管理も進む中で、学校におけるＯＪＴはさらに工夫が求めら

れます。また、自主研修会の重要性も再認識されていくことと思います。 

本年度は、地域部活動の方向性を見据えるべく、校長会と連携し、スポーツ振興

課や関係団体等も交えて協議を進めていきます。当面の重点課題として取り組んで

いきたいと思います。 

教育長 続きまして（２）教育部長報告をお願いします。 

教育部長 令和４年度初めての教育委員会定例会となりますので、今年度の教育委員会事務

局のメンバーをご紹介したいと思います。 

なお、法律により教育委員会の職務権限とされている「文化」と「スポーツ」に

つきましては、令和２年度から機構改革により創設された市長部局の「交流共創部」

が補助執行しております。 

このため、教育委員会事務局に続いて、「交流共創部」も紹介いたします。 

まず、私は教育部長の齋藤武雄です。２年目となります。よろしくお願いします。 

続いて、教育庶務課長の木下課長です。なお、今年度から教育庶務課給食担当の

主幹が廃止されましたので、木下課長は給食関係についても所管します。学校教育

課の杉浦課長、学校教育課庶務担当の論田主幹、学校教育課 ICT 担当の高木主幹、

文化財課長で市史編さん室長兼務の林課長、図書館の齋藤館長、生涯学習課の鈴木

課長となります。 

続いて、交流共創部です。まず内藤部長、関係課として、観光文化振興課の犬塚

課長、スポーツ振興課の石川課長です。 

最後に事務局として、教育庶務課の平井課長補佐、髙津主任主査です。 

以上のメンバーとなりますので、一年間よろしくお願いいたします。 

私からは、２点ご報告させていただきます。 

１点目は、西尾市議会４月臨時会についてです。 

今後４月１４日と４月２８日に臨時会が開催されます。 

関係議案としまして、４月１４日につきましては、市税及び国保税に係る条例改

正、佐久島診療所に係る補正予算等の専決処分です。 

２８日につきましては、工事契約に係るもの、津波避難タワーに係る補正予算な

どが予定されております。 

教育委員会に関係するものとしまして、花ノ木小学校校舎増築等工事の施行に伴

う工事請負契約の締結に対する議会の議決をいただくものがございます。西尾市議

会の議決に付すべき契約（１億５千万円以上）に該当するためです。 

２点目は、寺津小中学校の改修についてです。 

PFI 事業に関連する事業といたしましては、本日の議題にもございます施設の指

定管理や維持管理の関係以外にも施設整備に関係するものがございまして、昨年度

寺津小中学校の改修を行い、３月末で完了しました。 

主な改修な内容といたしましては、トイレ改修（未改修であった校舎及び体育館

等校内全てのトイレを洋式化するとともに、多目的トイレを１階に設置しまし

た。）、窓ガラスへの飛散防止フィルムの施工、給食の配膳用エレベータの改修（老

朽化した荷物用エレベータを迅速な配膳ができるよう人も乗ることができるよう

にしました。）総事業費は約２億７千万円でありました。（トイレ改修約１億６千万



円（小学校約５千４００万、中学校約１億５００万円）、エレベータの改修等１億

１千万円（小学校５千２００万、中学校５７００万円）） 

トイレがきれいということは、子どもたちが気持ちよく学校生活を送るための重

要なポイントであります。少し遅くはなりましたが、子どもたちに気持ちよく学校

生活を送っていただくことにつながったかと考えています。学校施設については、

高度経済成長期以降の昭和４０年、５０年代に集中的に建設されています。そのた

め、全体的に老朽化が進んでおり、今後多くの施設の改修が必要となってまいりま

す。教育委員会としては、厳しい財政状況の中ではありますが知恵を絞ってしっか

り対応してまいりたいと思っております。 

私からは以上です。 

教育長 日程３を終わります。 

日程４、議案審議を議題とします。 

「議案第１３号 専決処分の承認、西尾市文化遺産保存活用協議会委員の任命に

ついて」提案理由の説明をお願いします。 

文化財課長 ただいま議題となりました「議案第１３号 専決処分の承認」について、提案理

由のご説明を申し上げます。今回、専決処分をした事項は、西尾市文化遺産保存活

用協議会委員の任命でございます。この委員は、西尾市文化遺産保存活用協議会設

置要綱第３条の規定により教育委員会が任命することになっています。同委員が令

和４年３月３１日付けで任期満了し、４月１日付けで任命の必要が生じたため、９

名を任命いたしました。 

任期は、令和４年４月１日から令和７年３月３１日までです。 

委員の任命につきましては、令和４年４月１日に教育長に対する事務委任規則第

３条の規定により処理いたしましたので、同規則第４条の規定により報告し、承認

を求めるものでございます。 

以上、説明といたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

教育長 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

平岡委員 任命が９人ということで、４人が市役所の課長さんたちが入っておりますが、こ

のことについて説明をお願いします。 

文化財課長 市職員４名も委員ではありますが、それ以外の専門の方及び県の職員の方で９名

となっております。 

教育長 任命者の人数は、市職員以外の９名ということですか。 

文化財課長 申し訳ございませんでした。市職員を人数に含めておりませんでした。任命者は、

９名ではなく１３名でございますので、修正をお願いいたします。 

教育長 他に質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。 

これより議案第１３号を採決します。 

本案は、修正のうえ承認することに、ご異議はありませんか。よろしい方は、挙

手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め本案は、修正のうえ承認いたします。 

教育長 引き続きまして、「議案第１４号 専決処分の承認、西尾市岩瀬文庫書庫・西尾



市立図書館おもちゃ館保存活用計画策定委員会委員の任命について」提案理由の説

明をお願いします。 

文化財課長 ただいま議題となりました「議案第１４号 専決処分の承認」について、提案理

由のご説明を申し上げます。今回、専決処分をした事項は、西尾市岩瀬文庫書庫・

西尾市立図書館おもちゃ館保存活用計画策定委員会委員の任命でございます。 

この委員は、西尾市岩瀬文庫書庫・西尾市立図書館おもちゃ館保存活用計画策定

委員会設置要綱第３条の規定により教育委員会が任命することになっています。 

同委員が令和４年３月３１日付けで任期満了し、４月１日付けで任命の必要が生

じたため、１２名を任命いたしました。 

任期は、令和４年４月１日から令和６年３月３１日までです。 

委員の任命につきましては、令和４年４月１日に教育長に対する事務委任規則第

３条の規定により処理いたしましたので、同規則第４条の規定により報告し、承認

を求めるものでございます。 

以上、説明といたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

教育長 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

教育長 特に質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。 

これより議案第１４号を採決します。 

本案は、原案どおり承認することに、ご異議はありませんか。よろしい方は、挙

手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め本案は、原案どおり承認いたします。 

教育長 引き続きまして、「議案第１５号 専決処分の承認、西尾市糟谷縫右衛門家総合

調査委員会委員の委嘱について」提案理由の説明をお願いします。 

文化財課長 ただいま議題となりました「議案第１５号 専決処分の承認」について、提案理

由のご説明を申し上げます。今回、専決処分をした事項は、西尾市糟谷縫右衛門家

総合調査委員会委員の委嘱でございます。この委員は、西尾市糟谷縫右衛門家総合

調査委員会設置要綱第３条の規定により教育委員会が委嘱することになっていま

す。同委員が令和４年３月３１日付けで任期満了し、４月１日付けで委嘱の必要が

生じたため、８名を委嘱いたしました。 

任期は、令和４年４月１日から令和６年３月３１日までです。 

委員の委嘱につきましては、令和４年４月１日に教育長に対する事務委任規則第

３条の規定により処理いたしましたので、同規則第４条の規定により報告し、承認

を求めるものでございます。 

以上、説明といたしますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

教育長 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

教育長 特に質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。 

これより議案第１５号を採決します。 

本案は、原案どおり承認することに、ご異議はありませんか。よろしい方は、挙

手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め本案は、原案どおり承認いたします。 



教育長 引き続きまして、「議案第１６号 専決処分の承認、西尾城跡総合整備検討委員

の委嘱について」提案理由の説明をお願いします。 

観光文化振興

課長 

ただいま議題となりました「議案第１６号 専決処分の承認」について、提案理

由のご説明を申し上げます。 

今回、専決処分をした事項は、西尾城跡総合整備検討委員の委嘱でございます。 

この委員は、西尾城跡総合整備検討委員会設置要綱第３条の規定により教育委員

会が委嘱することになっております。今回、令和４年３月３１日付けで委員の任期

が終了し、４月１日付けで、１５名を委嘱いたしました。 

任期は、令和４年４月１日から令和６年３月３１日まででございます。 

委員の委嘱につきましては、令和４年４月１日に教育長に対する事務委任規則第

３条の規定により処理いたしました。また、同規則第４条の規定により、次の教育

委員会の会議において、承認を求めるものでございます。 

以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますよう

お願い申し上げます。 

教育長 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

教育長 特に質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。 

これより議案第１６号を採決します。 

本案は、原案どおり承認することに、ご異議はありませんか。よろしい方は、挙

手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め本案は、原案どおり承認いたします。 

教育長 引き続きまして、議案第１７号 指定管理者の指定の取消し、西尾市一色町公民

館について、議案第１８号 指定管理者の指定の取消し、西尾市一色地域交流セン

ターについて、議案第１９号 指定管理者の指定の取消し、西尾市資料館について、

議案第２０号 指定管理者の指定の取消し、西尾市立一色学びの館については、関

連がございますので、一括して提案理由の説明をお願いします。 

 



教育部長 ただいま議題となりました４議案につきまして、関連がございますので一括して

ご説明申し上げます。 

はじめに４議案の提案理由でありますが、「新たな官民連携手法（西尾市方式）

による公共施設再配置第１次プロジェクト」に係る特定事業契約の解除に伴い、該

当４施設の指定管理者の指定を取り消したことによる報告と承認を求めるもので

ございます。資料２３ページの議案第１７号をご覧ください。 

１ 指定を取り消した施設については、一色町公民館であります。 

２ 指定を取り消した団体については、株式会社エリアプラン西尾 

３ 指定を取り消した日については、令和４年４月１日でございます。 

４ 指定を取り消した理由については、西尾市一色町公民館及び西尾市一色地域

交流センターの管理に関する指定管理者基本協定書第４２条第１項第５号の「ＰＦ

Ｉ事業契約の全部又は一部が終了したとき」に該当するためでございます。 

なお、議案第１８号から第２０号までにつきましても、施設により該当条項のず

れはあるものの、議案第１７号と同様に指定管理の取消しをしております。 

また、参考資料としまして、議案の裏面に令和４年３月１７日付で指定管理者に

対して送付しました指定取消通知書を掲載してございます。 

以上で議案第１７号から第２０号までの説明とさせていただきます。 

よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。 

教育長 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

武内委員 指定取消通知書を送付されたとのことですが、株式会社エリアプラン西尾から

は、３月１８日以降、注１、注２に関して何か反応はありましたか。 

生涯学習課長 注１の不服審査は行われておりませんが、注２の訴訟が、現在、提起をされてお

ります。訴訟につきましては、指定管理の取り消しの通知をする前に指定取消処分

を行わないことを求める訴訟が提起されております。その後、４月１日の指定管理

取消しに対しまして、取り消しを求める訴えに変更されております。 

なお、窓口が資産経営局になっておりまして、正式な訴状等は、教育委員会へは

届いておりません。 

武内委員 指定取り消し後、現在は、次の業者が４施設を管理していると思いますが、問題

なく管理運営ができていますか。 

生涯学習課長 ４施設とも正常に運営がされております。 

武内委員 現在、資産経営局が窓口になっているとのことですが、今後、教育委員会として 

何か問題や不都合になってくることはありますか。 

生涯学習課長 教育委員会として指定取消しの決定をしているため、弁論のため裁判所に出頭を

求められる可能性があります。また、今後の裁判の展開次第ですが、判決結果によ

っては対応が求められる場合が想定されます。 

平岡委員 今後の裁判の推移など、何か動きがあった場合には、教育委員会定例会などで報

告や情報提供をお願いしたい。 

教育部長 今後、随時、教育委員の皆様にもしっかり情報共有を図っていけるように、対応

していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 



教育長 大変ご心配をおかけしておりますので、特にしっかりと報告をするように、また、

ご意見をうかがっていくようにしてまいりたいと思います 

教育長 他に質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終わります。 

これより議案第１７号を採決します。 

本案は、原案どおり承認することに、ご異議はありませんか。よろしい方は、挙

手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め本案は、原案どおり承認いたします。 

教育長 これより議案第１８号を採決します。 

本案は、原案どおり承認することに、ご異議はありませんか。よろしい方は、挙

手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め本案は、原案どおり承認いたします。 

教育長 これより議案第１９号を採決します。 

本案は、原案どおり承認することに、ご異議はありませんか。よろしい方は、挙

手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め本案は、原案どおり承認いたします。 

教育長 これより議案第２０号を採決します。 

本案は、原案どおり承認することに、ご異議はありませんか。よろしい方は、挙

手をお願いします。 

（挙手 全員） 

ご異議なしと認め本案は、原案どおり承認いたします。 

教育長 以上で、日程４を終わります。 

日程５、その他を議題とします。 

（１）「令和４年度職員配置について」説明をお願いします。 

教育庶務課長 ただいま議題となりました、その他議題（１）令和４年度職員配置について、ご

説明申し上げます。３１ページ、その他議題（１）資料「令和４年度教育委員会事

務局職員名簿」をご覧ください。令和４年度の教育委員会事務局の組織については、

前年度同様に教育庶務課をはじめ、５つの課を置くものであります。 

各課の再任用職員を含めた一般職員の配置人数をご報告申し上げます。 

はじめに教育庶務課は、本庁と学校給食センター及び小中学校等の用務員、調理

員を含め３６名であり、任期付き職員の任期終了や再任用職員の定年退職などに伴

い、前年度と比較し６名の減となっております。 

次に、学校教育課は、前年度と同様１５名であります。 

裏面をご覧ください。 

生涯学習課、文化財課、図書館は、前年度と同様９名であります。 

以上、その他議題（１）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

平岡委員 学校教育課で、２名の方に県と記載されていますが、どういう意味かご説明をお

願いします。 



教育庶務課長 学校教育課の指導主事の内２名は、愛知県教育委員会からの派遣となっておりま

す。毎年２名ずつ県から派遣していただいております。なお、この２名につきまし

ては、来年度以降は、市職員の指導主事となる予定となっております。 

尾﨑委員 学校の調理員の欄に、トモ愛知や矢田平パンなどと記載されていますが、どうい

う意味かご説明をお願いします。 

教育庶務課長  小中学校の調理員の欄に、トモ愛知などの企業名が記載されている学校について

は、自校調理している学校で、給食の調理業務自体を業者委託している学校です。

職員名が記載されている学校は、教育委員会直営の学校となっております。 

尾﨑委員  調理員さんが矢田平パンの方ということですか。 

教育庶務課長 調理をしている方、全員が委託している企業の方になっております。 

教育長 他に質問がないようですので、続きまして（２）「学校教育関係者電話番号一覧

表について」説明をお願いします。 

学校教育課長 その他議題（２）「学校教育関係者電話番号一覧表について」ご説明申し上げま

す。その他議題（２）資料をご覧ください。 

学校の電話番号と校長、教頭及び事務局の自宅または携帯電話番号が記してあり

ますので、必要に応じてご活用ください。なお、個人情報になりますので、取扱い

にはご配意ください。 

以上で、その他議題（２）資料のご説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

教育長 特に質問がないようですので、続きまして（３）「令和４年度役職者一覧につい

て」説明をお願いします。 

学校教育課長 その他議題（３）「令和４年度役職者一覧について」ご説明申し上げます。 

その他議題（３）資料をご覧ください。 

すでに委員の皆様にはご承認をいただいておりますが、新任校長６名、新任教頭

１０名を始め、一覧にありますように役職者を配置し、学校活動をスタートしてお

ります。ご確認ください。 

以上で、その他議題（３）資料のご説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

特に質問がないようですので、続きまして（４）「西尾市子ども会活動支援委員

設置要綱の改正について」説明をお願いします。 

生涯学習課長 その他議題（４）西尾市子ども会活動支援委員設置要綱の改正について、ご説明

申し上げます。 

今回の要綱の改正理由でございますが、子ども会活動支援委員は市子ども会育成

連絡協議会の活動を支援する委員でございますが、これまでは委員の中から代表支

援委員を２０名くらい選出して、市子連の役員を輩出しておりました。 

規約の中では、なかなか市子連の役員交代がうまく広がらないということで、今

回、代表支援委員という役まわりをなくして、純粋に子ども会活動の支援をする組

織として、子ども会活動支援委員の見直しを行いました。 

それでは資料３６ページをご覧ください。新旧対照表になりますけども第２条の

活動内容中、市子連の委員を輩出するという項目を削除いたしました。それと、第



５条につきましては、派遣依頼というこれまで明確ではなかった部分について、明

文化いたしました。第６条については、代表支援委員の役割を規定していたものを、

今回削除いたしました。 

以上で、その他議題（４）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

特に質問がないようですので、続きまして（５）「第２次生涯学習推進計画策定

支援業務委託業者の選定について」説明をお願いします。 

生涯学習課長 その他議題（５）第２次生涯学習推進計画策定支援業務委託業者の選定について、

ご説明申し上げます。 

生涯学習課では、今年度で計画期間を終える生涯学習推進計画の２次計画を今年

度中に策定を予定しております。その計画の策定支援業務を行う業者について、選

定を次のように予定しております。３ 委託業務の内容ですが、第１次生涯学習推

進計画の分析・評価、第２次生涯学習推進計画の策定支援全般、第２次生涯学習推

進計画のとりまとめとなっております。４ 業者の選定方法は公募型プロポーザル

方式です。５ 選定スケジュールについては、令和４年４月中旬に公募を開始しま

して、５月上旬に提案書の提出、一次審査として書類選考を行い、５月中旬にプレ

ゼンテーションによる二次審査、５月下旬に契約締結を予定しております。 

以上で、その他議題（５）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただいまの説明で質問、意見はありませんか。 

特に質問がないようですので、続きまして（６）「西尾市資料館企画展 最新発

掘調査成果展について」説明をお願いします。 

文化財課長 ただいま議題となりました、その他議題（６）「最新発掘調査成果展」について、

ご説明申し上げます。その他議題（６）資料をご覧ください。 

 西尾市資料館では、令和４年４月９日（土）から７月３日（日）までの期間、企

画展「最新発掘調査成果展」を開催します。 

文化財課では、開発事業に伴う緊急発掘調査や、古墳などの史跡保存のための確

認調査など、毎年、市内各所で発掘調査を実施しています。令和２年度、３年度は、

岡島町のあいちリハビリテーション病院の増築や、国森町の区画整理事業などに伴

って大規模な発掘調査が相次いで行われました 

また、佐久島の平古１号墳や吉良町小山田の猪子塚古墳の確認調査、巨海町で発

見された巨海南古墳など、複数の古墳の発掘調査を行いました。今回の企画展では、

こうした調査で明らかになった最新の成果をご紹介します。 

また、６月２５日土曜日には、発掘担当者が調査成果を解説する講座を開催しま

す。 

以上、その他議題（６）の説明とさせていただきます。 

教育長 ただ今の説明で質問、意見はありませんか。 

特に質問が無いようですので、日程５を終わります 

教育長 教育委員会名義使用として、６件提出されています。 

ご確認をお願いいたします。 

教育長 この他、何か連絡事項はありますか。 

教育庶務課長 令和４年度の学校給食スペシャルメニューについて、お知らせをいたします。 

昨年度１月から開始しましたスペシャルメニューを、令和４年度も実施いたしま



す。基本的に月２回実施し、７月と１２月は月に１回、８月と３月は実施をいたし

ません。メニューの内容につきましては、本日、机上配布をさせていただきました

資料をご参照ください。まだ案の段階であり、特に２学期以降は変更する場合がご

ざいます。 

コロナ禍において黙食などの制約を受けている子どもたちが、笑顔になり、郷土

の食文化に触れることを通して、地域への愛着を感じられるよう、期待をしており

ます。 

以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。 

教育長 以上で本日の日程は、すべて終了いたしました。 

次回は令和４年５月１０日火曜日 午前１０時から、市役所４１会議室で予定さ

れています。ご予定いただきたいと思います。 

教育長 これをもちまして西尾市教育委員会４月定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 
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