
- 1 -

平成３１年第３回 新座市教育委員会 定例会

会 議 録

招 集 期 日 平成３１年３月２８日午後３時 場所 本庁舎３階３０４会議室

開 閉 日 時

及び宣告者

平成３１年３月２８日午後３時 開会 宣告者 金子 廣志

平成３１年３月２８日午後４時６分 閉会 宣告者 金子 廣志

教育長 金子 廣志

委

員

議席番号 氏 名 出･欠 議席番号 氏 名 出･欠

１ 鈴 木 松 江 ○ ２ 小 泉 哲 也 ○

３ 脇 田 美保子 × ４ 宮 瀧 交 二 ○

出

席

職

員

①教育総務部長 ○ ②教育総務部副部長兼生涯学習スポーツ課長 ○ ③教育総務課長 ○

④中央公民館長 ○ ⑤中央図書館長 ○ ⑥学校教育部長 ○

⑦学校教育部副部長兼学務課長 × ⑧教育支援課長 ○ ⑨教育相談センター専門員 ○

事務局 戸川真理子、安光優美

会議事件名 発 言 者 発 言 の 要 旨

開会

会議録承認

議案第２０号

教育長

教育長

委員

教育長

各委員

教育長

教育長

中央公民館長

平成３１年第３回新座市教育委員会定例会の開会を宣

する。 午後３時

始めに、人事案件について報告する。

平成３１年第１回市議会定例会において、宮瀧委員の

人事案件が上程され、全会一致で可決された。これによ

り、宮瀧委員の任期は平成３１年の４月１日から平成

３５年の３月３１日の４年間となる。今後ともよろしく

お願い申し上げる。それでは、宮瀧委員から一言御挨拶

をお願いしたい。

あっという間に任期４年が経過したが、教育委員とし

て新座市の学校教育、社会教育を細かく見せていただき、

本当に感心することが多かった。新しいことを行うこと

も大事だが、新座市の優れた点は更に伸ばし、きちんと

維持していくことも大切である。何か私にできることが

あれば、頑張ってやっていきたい。今後ともよろしくお

願い申し上げる。

平成３１年第２回新座市教育委員会定例会並びに第１

回及び第２回臨時会の会議録の承認について問う。

承認

平成３１年第２回新座市教育委員会定例会並びに第１

回及び第２回臨時会の会議録は承認された。

議案第２０号「新座市立公民館規則の一部を改正する

規則について」を中央公民館長から説明願う。

中央公民館において、現行の担当制から係制に移行し、

新たに業務係を設置することを提案するものである。中

央公民館は、公民館及びコミュニティセンターの筆頭館

として、各館との連絡調整業務や予算執行、修繕の契約
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議案第２１号

議案第２２号

議案第２３号

教育長

各委員

教育長

教育長

教育長

学校教育部長

教育長

各委員

教育長

教育長

学校教育部長

教育長

各委員

教育長

教育長

等の取りまとめ業務を行っているほか、平成３０年度か

らは野火止公民館に指定管理者制度を導入したことに伴

う指定管理者との連絡調整業務が加わるなど、その業務

量は増加傾向にある。そこで、業務のチェック体制を強

化するとともに、事務執行を円滑に行うため、係を設置

するものである。

議案第２０号について、質疑はあるか。

承認

議案第２０号は、承認する。

議案第２１号から２８号までは、委員等の委嘱に関す

るものとなっている。先月から各種委員の委嘱に係る個

人情報の取扱いを変更し、御審議いただいているところ

でだが、ここで今一度、このことについて私からお話を

申し上げたい。

審議の上で、住所や年齢が示されないと承認の可否に

ついて判断がつかない場合もあるとは思うが、予め住所

や生年月日などの情報を統一的に議案に記載するのは好

ましくないため、必要に応じて教育委員の皆様から御質

問いただき、そちらに所属長がお答えするという方法で

進めてまいりたいと考えている。その点について、是非

御理解いただきたい。

それでは、議案に移らせていただく。

議案第２１号「新座市立学校医（内科）の委嘱につい

て」を学校教育部長から説明願う。

栗原小学校の内科学校医の辞職に伴い、朝霞地区学校

医師会から推薦いただいた学校医の委嘱を行うものであ

る。後任として、玲子内科クリニック院長である保科

玲子氏に学校医を委嘱したいと考えている。

議案第２１号について、質疑はあるか。

承認

議案第２１号は、承認する。

議案第２２号「新座市立学校薬剤師の委嘱について」

を学校教育部長から説明願う。

学校薬剤師の任期は、新座市立小中学校薬剤師設置規

則により２年となっているため、平成３１年４月１日か

ら平成３３年３月３１日までの２年間の委嘱を新たに行

うものである。１２名いずれも再任で、新たに委嘱する

方はいない。

議案第２２号について、質疑はあるか。

承認

議案第２２号は、承認する。

議案第２３号から第２７号までの「新座市立八石小学
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議案第２４号

議案第２５号

議案第２６号

議案第２７号

学校教育部長

教育長

学校教育部長

教育長

学校教育部長

教育長

委員

校学校運営協議会委員の委嘱について」外４件について、

学校教育部長から説明願う。

野火止小学校と、第五中学校区の八石小小学校、野寺

小学校、栗原小学校、第五中学校の計５校において、平

成２９年度から２年間の委嘱をした学校運営協議会委員

の任期が満了となるため、新座市学校運営協議会規則第

６条に基づき、新たに委員を委嘱するものである。

なお、委員には当該対象校の校長も含まれるが、現在

まだ内示段階にあるため、新年度に入ってから教育長に

よる専決処分として委嘱をさせていただきたい。

なお、資料の補足説明をする。第２４号の５番、齋藤

忍氏は、十文字学園女子大学の人間生活学部児童教育学

科の准教授である。また、第２５号の野寺小学校１番、

日出間 均氏は、十文字学園女子大学の人間生活学部児童

教育学科の教授である。

議案第２３号から議案第２７号までについて、質疑は

あるか。

私から１点質問したい。複数校を同じ方に委嘱してい

るケースはあるか。

校区内の小学校と中学校とで重複して委嘱している方

がいる。例えば、赤川氏には野寺小学校と第五中学校の

委員をお願いしている。

学校運営協議会委員は、学校が内申で上げてきたもの

をそのまま委嘱していると思うが、地域と共に学校運営

をしていくとい趣旨に、校長経験者が２人も入っている

ような体制が合っているのか疑問がある。この点につい

て、事務局ではどのように考えているか。

我々としても、本来ならば地域の方を中心に入ってい

ただくのが一番望ましいと考えているが、学識経験者と

いう枠の中で、学校に対する理解が深い方ということで、

元校長を入れる学校が多いように感じられる。ただし、

地域にも校長経験者の方もいらっしゃるかと思うので、

今後は広くアナウンスしていきたいと考えている。

１校に２人も校長経験者がいたら、地域の意見よりも

学校を経験した２人の意見の方が圧倒的に強くなること

が考えられるため、コミュニティ・スクールの趣旨とは

外れてくるのではないかと思う。その地域に住んでいる

場合であれば、学識経験者として１人ぐらいはよいかも

しれないが、全く地域と関係ないような場合はいかがな

ものか。学校から内申があった方々をそのまま委嘱する

のではなく、教育委員会でチェックすべきである。今後

検討していく必要があると思うが、委員の皆さんはどう

考えるか。

私も教育長の考えに賛成である。例えば、万が一、災

害が発生した場合に、学校区域内の方々にお力をお借り

できるような体制になっていた方が、学校にとっても地
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議案第２８号

諸報告

教育長

各委員

教育長

教育長

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

教育長

各委員

教育長

教育総務課長

域の方々にとっても、自分の地域の子供たちの学校を守

っていくという意味でも、ふさわしいと思う。

今回から直ちに変更するということは難しいと思うの

で、今後は事務局のチェックを入れるようよろしくお願

いする。課題は残るが、他に質疑がなければ、本件につ

いては、承認としてよいか。

承認

議案第２３号から第２７号まで、承認する。

議案第２８号「新座市スポーツ推進委員の委嘱につい

て」を生涯学習スポーツ課長から説明願う。

本市のスポーツ推進委員は、地域スポーツ事業や新

座っ子ぱわーあっぷくらぶなど主体的に運営し、市民体

育祭など様々な事業運営に積極的に協力する立場にあり、

本市のスポーツの普及推進に広く従事している。新座市

スポーツ推進委員に関する規則では、定数５４名以内と

されているが、現在３２名に委嘱している状況である。

本件は、平成３１年４月１日付けで平田智秋氏をスポー

ツ推進委員として新たに委嘱するものである。平田氏は、

現在、十文字学園女子大学人間生活学部准教授として御

活躍されており、同大学の学生とともに新座市ロードレ

ース大会にも参加していただいている。

なお、任期は、規則で２年と定められているが、欠員

補充ということから、他のスポーツ推進委員の任期に合

わせて平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日ま

での１年間とする。

議案第２８号について、質疑はあるか。

平田氏は自薦か、それとも他薦か。

自薦である。市内ロードレース大会に御参加いただい

ている中で、このような業務もあるということを御説明

させていただいたところ、是非ともということで手を挙

げていただいたという経過がある。

他に質疑がなければ、承認としてよいか。

承認

議案２８号は、承認する。

２件の報告をする。

①株式会社東京現像所から、映画上映会「インクレデ

ィブルファミリー」を始めとして、１５件の事業に対し

て名義後援の承認を行った。

②新座市教育委員会の後援等に係る事務取扱要綱の一

部改正について報告する。今回の改正は、教育委員会定

例会にて御指摘を頂いていた２点である。

まず、１点目は指定管理者が実施する自主事業につい

て、年度当初に生涯学習スポーツ課に提出される事業計

画の教育長決裁をもって名義後援を承認したものとみな
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教育長

委員

教育総務課長

委員

教育総務部長

生涯学習スポ

ーツ課長

すという変更である。従来は、事業ごとに１件ずつ名義

後援の申請を提出していただいていたが、これにより手

続の簡略化を図ることができる。

２点目は、事業実施後に実績報告書の提出を求めるよ

う変更するものである。今後は、当初の申請どおりに事

業が実施されたかということを教育総務課で確認する。

なお、この要綱の一部改正は、４月１日から施行とな

るため、新年度から取扱いを変更する。

教育総務課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

新座市教育委員会の後援等に係る事務取扱要綱の第２

条のオにある「その他、第２号に掲げる基準…」の第２

号とはどの部分を指しているのか。

第２号とは、その下に掲げている事業内容の審査基準

のアからエを指している。

それでは、第３条の「ただし、第２条第２項エに掲げ

る事業については、…」の第２条第２項エとは何を指し

ているのか。

こちらは、「第２条第２号エ」の記載誤りである。申

し訳ないが、修正願いたい。

３件の報告をする。

①新座市立教大学セントポールズ・アクアティックセ

ンター（室内プール）開放事業実施要綱の一部改正につ

いてである。平成２７年１０月から、立教大学室内プー

ルを利用し、市民に開放する事業を実施しているが、事

業の継続に当たり、市の財政負担を考慮して、その負担

軽減等について立教学院と継続的に協議を進めてきた。

その当面の措置として、平成３１年度から市民開放事業

の実施について、これまで原則毎週土曜日の午後６時か

ら午後８時、毎週日曜日の午前１０時から午後７時まで

としていたものを、第２、第４土曜日、日曜日とし、ま

た、日曜日は午後５時までに縮小し、運用することとし

た。これについて要綱の一部を改正し、３月１日付けで

告示した。

②新座市市史編さん委員会の設置についてである。昭

和５５年から昭和６２年にかけて、新座市史を編さんし

た。これについては、調査の対象が昭和４５年頃という

ことで、市史５巻、調査報告書１１巻を刊行した。それ

以降は、編さんがなされていない状況である。また、既

刊市史は専門的な内容が多く、ページ数も巻によっては

１，０００ページを超えるなど、市民が気軽に読むとい

う点では課題があると考えている。そこで、平成３２年

の新座市市制施行５０周年を契機とし、既刊の市史を要

約するとともに、市制施行後５０年の事項を加えた市制

施行記念の市史を編さんするものである。編さんに当た

り、学識経験者３名及び市職員５名の合計８名から構成
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教育長

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

委員

する新座市市史編さん委員会を設置し、市制５０周年記

念日となる平成３２年１１月１日の発行に向けて作業を

進めていく。

③「新座の遺跡展～先人の暮らしを探る／歴民でお花

見を」の開催についてである。市内には、１０８か所の

埋蔵文化財包蔵地が所在し、開発事業に伴い多くの遺跡

確認作業を行っている。今般、平成２９年度に発掘調査

をした栗原一丁目地内の栗原遺跡から、旧石器時代の石

器等６９点が出土し、整理作業を終えたため、歴史民俗

資料館の企画展として３月２６日（火）から５月１２日

（日）までの間、展示することとした。また、この期間

中、３月３０日（土）には「歴民でお花見を」として、

呈茶、琴の演奏、桜のライトアップを実施するので、お

時間があれば是非足をお運びくださるよう御案内申し上

げる。

生涯学習スポーツ課からの報告に対する質疑、意見は

あるか。

立教大学の室内プールは、なかなか利用しづらい面も

あるかと思うが、開放日が減るということで、更に幅が

狭まるのではないかと考える。財政の負担軽減の観点か

らという説明だったが、軽減額はどのくらいになるのか。

また、実績や効果等を調査し、今後も本当に続けていく

べき事業なのかをしっかり検証してもらいたい。

今年度予算が１，５０８万２，０００円であり、平成

３１年度予算は、８１８万４，０００円となっている。

金額的には約７００万円が予算ベースで減少するという

ことになる。また、実績としては、平成２８年度の利用

者が延べ２，４０５名であり、使用料から歳入を差し引

いて計算すると、１人当たり５，０００円以上かかった。

平 成 ２ ９ 年 度 は 、 利 用 者 が 伸 び て お り 、 延 べ

２，９９９名だったが、１人当たり４，３００円程度か

かっていた。既存の大和田ファミリープールを比較対象

とするのは少し違うかもしれないが、こちらが１人当た

り９００円程度ということを踏まえると、かなり大きな

負担になっていることが分かる。教育委員会としては、

市の財政を勘案すると、開放時間の縮小はやむを得ない

と考えている。

歴史民俗資料館では、予算が厳しい中にあっても意欲

的に事業を実施されていることを評価したい。以前、教

育委員会定例会において、私の方からふじみ野市や志木

市の例を挙げて、担当職員の方が展覧会を開いて集客に

努力されているというお話をした。

そのような中、今回「新座の遺跡展」を企画されたの

は素晴らしいと思う。しかし、少し心配なのは、「展」

とつけてしまうと、世間一般の方は、大きな博物館、美

術館の展覧会のような、かなりスペース的にも大きなも
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委員

生涯学習スポ

ーツ課長

委員

生涯学習スポ

ーツ課長

中央公民館長

教育長

各委員

学校教育部長

教育長

各委員

教育支援課長

のをイメージされるのではないかということである。「新

座の遺跡速報コーナー」のような表現にして、「期間限

定」とか「初公開」といったキャッチコピーを付けたほ

うがよいのではないかと思った。

市史編さん委員会が設置されて、今後資料を作成する

という方針がはっきり決まったことは大変素晴らしいと

思う。既に委員は決定しているのか。

市の職員は充て職になっており、教育総務部長、副部

長、広報の関係ではシティプロモーション課、総務課、

市のハード面ではまちづくり計画課の職員を予定してい

る。また、学識経験者として、文化財保護審議委員会の

皆様にも御協力いただきたいということで話を進めてい

る。

立教大学の温水プールの件に戻るが、家族が使わせて

いただいて、すごく良い施設だったということなので、

やはり広く市民の皆さんに利用していただきたいと思う。

今回は良い機会なので、利用時間の変更を大々的にＰＲ

してほしい。

通常利用は隔週になったが、夏休み中はこれまでどお

りの日数を開放するため、今後も利用者の促進に努めて

いく。

公民館・コミセンまつりの開催についてである。公民

館・コミセンまつりは、各館で活動するサークル等の利

用者団体の成果の発表や作品展示を行うもので、平成

３１年度の開催日程は資料のとおりである。

中央公民館からの報告に対する質疑、意見はあるか。

なし

２件の報告をする。

①インフルエンザ等による臨時休業の状況についてで

ある。２月最終週から３月第３週にかけて、東野小学校

において毎週１クラスずつ学級閉鎖を実施した。

②休日開庁についてである。転出入の多い年度末、年

度初めの窓口業務の混雑を緩和するため、３月３１日（日）

に市の休日開庁に合わせて学務課も実施する。時間は、

午前８時３０分から午後５時１５分までである。

学務課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

なし

４件の報告をする。

①平成３０年度文化面表彰等については、資料のとお

りである。

②平成３０年度中学校卒業予定者進路状況についてで

ある。国公立高校への進学予定者８３２名、県内私立高

校２５９名、県外私立高校１８５名、専修学校等１名、
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教育長

就職その他が５名、進路未定者が２３名である。今年度

は、国公立高校への進学者の増加と県内私立高校への進

学者の減少が、昨年度と入れ替わっている状況が見てと

れる。また、進路未定者２３名については、昨年度の同

時期より７名増加している。

③授業力向上セミナーについてである。今年度は、

１０月１６日に第四中学校で実施した。昨年度は、３学

期に授業力向上セミナーがあった関係で、申し訳ないが、

この時期の報告となってしまった。今年度は国語科とい

うことで、十文字学園女子大学教授の冨山哲也先生から

豊富な事例を御教示いただくとともに、誰でも実践でき

る授業の工夫について懇切丁寧に御指導いただいた。第

四中学校では、古典の授業の発表を行った。

④平成３０年度中学校評価システム事業本評価につい

てである。本市の課題は、小学校では１１番の挨拶や場

に応じた言葉遣いの指導、中学校でも同じく１１番の挨

拶や場に応じた言葉遣いの指導、また、１３番の規範意

識を高める指導となっている。１１番については、昨年

度と同様の課題項目となっている。経年変化で見てみる

と、小学校は昨年度よりもややポイントが下降している

が、中学校は昨年度より若干上がっている。また、昨年

同様の課題であった、教職員自らが手本となって生徒に

規範意識を高める指導についても、中学校では若干ポイ

ントが上昇している。

評価項目ごとに、主なものを詳しく述べると、学力向

上の分野については、昨年度と比較して小学校では８番

と１０番、中学校では９番と１０番のポイントが上昇し

た。特に１０番の国際理解教育の推進については、小学

校英語の教科化を見据えて、各学校において英会話の時

間や外国語の充実を図っており、実際に今年度の学校訪

問においては、小学校の担任の先生方が英語を自分自身

で用いて授業を展開している様子が多く見られた。その

実践の成果が表れていると捉えることができる。

一方で小学校では、豊かな心の育成、健康・体力の向

上、中学校では健康・体力の向上において全体的にポイ

ントが下がっている。

このことから、学校訪問や研究委嘱を通して児童生徒

の学力向上に関しての先生方の意識の向上が見られた一

方で、豊かな心の育成や健康・体力の向上に関しては、

わずかながら課題意識を捉えている先生が増えたと推察

される。確かな学力だけでなく、豊かな心、健やかな体

をバランスよく育むことが生きる力の育成につながるた

め、２０２０年度の新しい学習指導要領の全面実施に向

けた取組をさらに進めていきたいと考えている。

教育支援課からの報告に対する質疑、意見はあるか。

進路予定者の進路状況については、例年に比べて特徴
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教育支援課長

教育長

教育支援課長

委員

教育支援課長

委員

教育相談セン

ター専門員

的なことはあるか。

昨年度は国公立への進学者が減り、県内私立高校への

進学者が増えたが、今年度は逆に国公立が増えて県内私

立が減ったという形になっている。

公立志向が少し高まったということが言えるのか。

昨年度は私学の無償化という形で随分言われていたの

が、少しトーンダウンしたことが原因の一つと考えられ

る。

要望なのだが、中学校進路状況について、未定者が昨

年度よりも増えているという報告だったので、今後の見

届けを是非お願いしておきたい。

確認して、４月に改めて御報告する。

学力向上については若干上向きになっている反面、心

の育成と体力向上については、逆に下がったというお話

があった。今後両輪ということで進めていただけるとい

うことなので、是非お願いしたいと思う。

また、大変嬉しく思うのは、コミュニティ・スクール

を全校で進めている中で、小学校も中学校も保護者や地

域との連携強化という点では、全ての項目がＡとなって

いる。これは、順調に進められている証である。

５件の報告をする。

①県スクールソーシャルワーカーの配置についてある。

既に御承認いただいた新座市スクールソーシャルワーカ

ーと同様に、非行や問題行動など問題を抱える児童生徒

への支援や、虐待などその児童生徒を取り巻く環境に直

接的な働き掛けを行うことを目的に活動するもので、平

成２２年度から県より配置していただいている。新座市

スクールソーシャルワーカーは、各中学校区を定期的に

回る巡回型であるのに対し、県スクールソーシャルワー

カーは、各学校からの要請に応じて支援に当たる派遣型

となっている。来年度については、４月より２名、週２

日の配置が予定されている。

②子どもと親の相談員及び学校カウンセラーの配置に

ついてである。児童生徒の発達やいじめ、集団不適応、

不登校の問題等の解決を図るため、臨床心理に関して高

度な専門的な知識、経験を有する学校カウンセラー２名

を年間５０回、計１００回新座市教育相談室に配置する。

各学校からの学校カウンセラーの活用に係るニーズは多

く、来年度も引き続き臨床心理士２名体制で対応する。

また、いじめ、不登校等児童の心の問題の重要性に鑑み、

児童、保護者の相談に応じるため、来年度も全ての小学

校に子どもと親の相談員を配置する。相談員の全小学校

配置は、新座市独自の制度である。１校当たり週２日か

ら３日、１回４時間程度、年間９０回配置し、またその

ほかに夏季休業中にも２日間研修の機会を設ける予定で
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その他

教育長

委員

教育相談セン

ター専門員

委員

教育相談セン

ター専門員

教育長

委員

ある。

③介助員の配置についてある。介助員は、肢体不自由

で車椅子等を使用する児童生徒が学校生活を円滑に送る

ことができるよう支援を行っている。平成３１年度は、

現在第二中学校の介助員が未定となっている。対象児童

生徒の在籍は、小学校２名、中学校４名、計６名となり、

児童生徒の学習時間に十分に対応するため、介助員９名

で対応を図っていく。

④特別支援教育支援員の配置についてある。特別支援

教育支援員は、通常の学級及び特別支援学級における特

別な教育的配慮を要する児童生徒の支援に当たるととも

に、一部非行問題行動等を含む特別な対応が必要な児童

生徒の支援に当たっていただいている。平成３１年度は

２３校に各１名配置を基本とし、そのほかに小学校の特

別支援学級において１０名を超える学級、児童生徒数

７００名を超える大規模校、また車椅子を使用しないも

のの特別な支援を必要とする児童がいる学校、発達障害

を背景とした生徒指導上の問題が顕著な学校に対し、合

計４１名を配置する予定である。

⑤特別支援教育推進員の配置についてある。特別支援

教育推進員については、今年度に引き続き石崎推進員を

配置する。

教育相談センターからの報告に対して、質疑、意見は

あるか。

例えば、私の大学は両キャンパスとも駅からスクール

バスを運行しているのだが、スクールバスの運転手が健

康診断を受けているかを大学側がしっかり確認している。

そこで、今説明のあったような子供たちと直接関わる職

にある支援員や介助員の健康状態について、どのように

把握しているのか教えてほしい。

夏休み中に市が実施している健康診断等を受けてもら

っている。

特別支援教育推進員について、具体的な職務内容を教

えてほしい。

大まかに３点ある。１点目は、特別支援学級担任への

相談及び指導のために、設置校に伺っている。２点目は、

就学支援委員会の準備等を指導主事とともに行っている。

３点目は、市内で行われる教育シンポジウム等にも準備

等で関わってもらっている。勤務場所は、教育相談セン

ターである。

その他、全体を通じて何か意見等はあるか。

今年度、第六中学校で関東ブロック研究大会が行われ

たようだが、案内がなかったため、知らなかった。出席

するかは別として、今後はそのような大きな大会が開催

される場合は教えてもらいたい。
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閉会

教育長

教育長

告知が漏れてしまい、本当に申し訳なかった。今回の

研究発表は、市主催ではなかったため、失念していた。

内容的には大変評価が高く、関東各県都からお集まり

いただいた体育の先生方から非常に高い評価を頂いた。

授業の内容も良かったし、学校の施設、設備も非常に優

れていて素晴らしかったと言っていただけた。２年後に

は、家庭課の授業で関東ブロック研究大会を予定してい

るので、その時は必ず御案内申し上げる。

他になければ、平成３１年第４回定例会は４月２２日

（月）午後３時から、市役所本庁舎３階３０４会議室で

行う。

これをもって、平成３１年第３回新座市教育委員会定

例会を閉会する。

午後４時０６分
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