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第１１期 第２回鳥取市校区審議会 議事録 

 

 

１ 日 時  平成２３年１２月１９日（月）午後３時３０分～午後５時００分 

２ 会 場  鳥取市役所第２庁舎 ５階第１会議室 

３ 出席者  【委員】 

渡部昭男委員、岩崎憲一委員、渡邊勘治郎委員、長尾志保委員、上山弘子委員、 

西尾幹雄委員、木下 尚委員、神谷正惠委員、有本喜美男委員、 

前田多喜男委員、八木一元委員、横西経雄委員、福安 修委員 

       【教育委員会（事務局：学校教育課）】 

橋本佳忠次長、松ノ谷博参事、平井圭介参事、橋本浩之課長補佐、 

清水圭二主任 

４ 会議次第  １．開 会 

        ２．会長あいさつ 

        ３．議事録署名委員の選任 

          （神谷委員、有本委員 選任） 

        ４．報告 

（１）第１回会議概要 

（２）佐治中学校・用瀬中学校統合準備会議について 

（３）鳥取県における少人数学級の拡充について 

        ５．議事 

          （１）棒鼻地区からの校区変更要望について 

       ６．その他 

         （１）先進地視察について 

        ７．閉 会 

５ 議事の概要 

発言者 発言内容（要旨） 

事務局 

 

第２回鳥取市校区審議会を開会します。 

 出席者の確認ですが、全員出席でこの会は成立しますことを報告します。 

 なお、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰは本日ご欠席です。 

では、会長に進行をお願いします。 

会 長  それでは、議事録署名委員の選出ですけれども、２名の委員にお願いしま

す。 

 報告事項３点ありますので、事務局から順次お願します。 

事務局 

 

 報告事項（１）～（３）をまとめて報告。 

（レジュメ資料２～４ページ） 

会 長 報告について、特に（２）と（３）について何かありますか。 

 報告（２）について、両地域で新しい学校をつくるという取り組みですが、

会議の雰囲気はどうでしたか。 

事務局 

 

 予定していた委員構成より多くなり大所帯になったこともありますけれど

も、まだ委員の皆さんが事務局からどんな事項が協議されるのかというよう

な雰囲気があり、色々なアイデアやお互いの自発的な話が出てくるまでには

もう少し先のことになるのかなという感じがしました。それから、少し気に

なりましたのが、途中で後戻り的な話が出てきまして、この審議会答申の後、

教育委員会決定で２５年４月の統合ということは決定させていただいたので

すけれども、統合時期はまだ決まっていないし、焦って統合しなくてもいい

のではないかという意見がありましたが、学校名の決め方の協議まで話が進

みましたので、動き出したかなという感じで、これから皆さんにどうやって

前向きな意見が出していただけるかというところが、ポイントとなるかと思

います。 
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会 長  これからは、準備会議の会長、副会長を中心に新しい地域・学校をつくろ

うという雰囲気が盛り上がってくると思いますので、よろしくお願いします。 

委 員  佐治地域は、委員全員出席しておられましたか。 

事務局  佐治中学校同窓会の代表委員１名がご欠席でした。 

会 長  報告（３）は全国的に見ても積極的な取り組みのように思いますが、どう

ですか。 

 南中学校は現在学校規模が大きいですが、この措置によってさらに学級数

が増えるとすると教室の確保についてはどうですか。 

事務局 

 

 当面は大丈夫だと思います。南中学校の場合は、今のままいくと何年か後

に過大な年がありますけれども、まだ推定段階で不確定な部分もありますの

で、もう少し様子を見ながらになると思います。 

会 長  校長会ではどうですか、この報告（３）は学校現場としても少し喜ばしい

ことのように思いますが。 

委 員  現段階では特に意見は出ていません。とにかく方向が決まったわけですか

ら、その方針を基に素晴らしい学校をつくっていきたいと思っています。 

会 長  早速議題の方へ入ります。今日は新しい課題も出てきています。 

 では、議事１について、経過説明等事務局でお願いします。 

事務局 

 

 議事（１）棒鼻地区からの校区変更要望について説明。 

（レジュメ資料５～１６ページ） 

事務局  議事（１）棒鼻地区からの校区変更要望についての補足説明。 

会 長  一つの事例ではありますけれども、今期の審議会に非常に大きな関わりが

ありますので、この件について時間を取って意見交換をして行きたいと思い

ます。 

 それでは事実確認等を含めて何かございますか。 

委 員 ８ページ図面の紫色で囲まれている部分が問題となっているということ

で、校区の規則ではどういう表現で美保小学校区になっているのかというこ

とと、他にも小学生がいて、その子ども達の現状はどうなっているのかとい

うことを教えてください。 

事務局 

 

 区域につきましては、紫色の範囲は、天神町という地名の一部で、規則で

は天神町は全域美保小学校区域です。 

 しかし、天神町ではあるのですが、町内会は棒鼻町内会として、図面の緑

色の主に幸町の範囲の地域で一緒に活動しているということです。 

 棒鼻というのは、かつての町名ということで、今は幸町又は天神町という

ことになって地名としてはありませんけれども、この範囲で棒鼻町内会とい

う自治組織で活動され、地域としては明徳地区に属しています。ですから町

内会活動は明徳であるのに子どもの学校が美保になっている、という矛盾が

あるということがご意見の内容です。 

 実情は、先ほど説明しましたように、平成５年度までは明徳小学校に通っ

ておられたが、平成６年度以降は規則どおり美保小学校としていますので、

今ここの地域におられる小学生はみんな美保小学校です。 

会 長  人数的には、その地域の小学生は何人ですか。 

委 員  ６年生までで７名います。 

委 員  表現上、天神町の一部とかいうことではなく、全域が美保小学校区という

ことですね。 

事務局  はい。 

 鳥取市としては、天神町は美保で、記録の上でも昔から美保ということに

なってはいるのですけれども、この間まで明徳小学校に通っていたというこ

とで確認をしましたら、色々と曖昧な部分を経て、平成５年度までは明徳小

学校に入学しておられたということのようです。 

副会長 複雑なのは袋川の付け替えの問題で、幸町というのは昔の地名で古市、そ
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して天神町は富安と別々の地域です。しかもここの鳥取駅南口あたりは全く

の原っぱと水田というようなところだったので、区切る必要がなかったとい

うのが昔の実情だと思います。 

 それが宅地等の造成や河川の付け替え、鉄道の完成と色々な形で区切られ

る部分が出てきました。棒鼻町内会には市民病院の社宅や官舎が在りました

ので、その子ども達をどの学校に行かすかというところで、近い学校の明徳

小学校に行っていて、だんだんその周辺が造成され宅地化した時に、そこと

くっついてしまわれたのではないかと思います。 

旧富安村は天神町に変わり、昔から美保小学校区となってはいるのだけれ

ども、生活圏としては一緒ということで明徳小学校に通っておられたと思い

ます。日常生活の活動範囲と校区の整合性が取れることは望ましいと思いま

すが、任意参加である町内会が希望する小学校区の自治連に加盟すれば、そ

の校区になるというシステムはあまりつくりたくないなという気がします。 

鳥取市内全域でこういう問題は抱えていますので、トータルで考えていか

ないと、単独にここだけの問題で結論を出してしまいますと、他のところも

そうせざる得なくなると思います。 

昔は村に一つの役場、小学校があり、そこでコミュニティが一つに固まっ

ていました。それが、宅地造成によってばらばらになってしまったという経

緯があり、そういうところで校区問題が起きてきていると思います。 

ですから、今までの区切り方、昔の村のままの区切り方では、校区という

のは区切れなくなってきているのではないだろうかと思います。そのあたり

を含めたうえでお考えいただいたらと思います。 

委 員  該当の美保と明徳地区の自治会長に事前に確認してみたのですが、どちら

も今までに地区でそういうことを検討したことは無いということでした。も

しそういう話が出てくるのであれば、地区として検討はするが、これまで検

討したことがないので経過を教えてほしいということでした。 

 先ほど言われたように昭和３８年頃は市立病院の周辺はほとんどが水田で

住宅等はありませんでしたが、地主が開発されて住宅等が広がっていった経

緯があります。 

 それで市立病院周辺の地名は古市で、祭もそれぞれの神社で別々にあり、

境界がしめ縄で区切られていていました。おそらく水田の区域で区切られて

いたのではないかと思います。 

 そういうことで、祭りのことや、中学校、小学校のこと等、色々なことが

関わってくるので、地区としてまとめるのであれば、そのあたりも協議しな

いといけないという、全体をまとめている自治会長意見です。 

委 員  この件については、美保地域、明徳地域、日進地域の当面３地域の地域づ

くりに関わってくることだと思いますので、地域での論議が必要だと思いま

す。 

 棒鼻町内会地域の全戸数、その内町内会にはどのくらい加盟しているのか

わかりますか。 

 また、棒鼻の小学生の将来予測も、協議する上で参考したほうがいいと思

いますので、教えてください。 

事務局 

 

今日のところは、棒鼻地域の数値等は抽出していません。 

児童数の推移傾向としては、マンションが建設されましたので、若干増加

ということも考えられると思います。 

委 員 

 

 マンションがある場合は、町内会加入が実情の多くは非常に微妙です。例

えば小学校の児童がいる家庭は町内会の加入率が高いけれども、中学校にな

ると激減するという傾向のあるマンションもあり、難しい部分もありますが、

現時点でのデータの準備をお願いします。 

事務局  次回には準備します。 

委 員  町内会の意見には、加入していない人の意見は入っていないと思いますの
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で、その方達の意見もある時期には必要で、大事な視点と思います。 

会 長  ５ページのところに、１から７まで第１１期の審議会で検討を急ぐ項目が

出ていて、その５に該当しますので、かなり大きな問題と関わってくるとい

う意見が多い感じではあります。 

 ここで、会長から提案させていただきますと、校区変更については少し慎

重に進める必要がありますけれども、この事例については、「指定校変更でも

っと柔軟かつ弾力的に対応していただく」ということではいかがでしょう。

事務局の対応を見ますと少し指定校変更について従前の律儀な取り方で対応

しているようですが、文科省はいじめ等への対応も含めて、以前の距離的問

題とか身体的状況から、今はかなり広げて通学区域規定の弾力的な運用とい

うものをしています。鳥取市としてもこの事例のような事情を含めて指定校

変更を認めてよろしいのではないかと思います。 

校区変更は少し時間を掛ける必要がありますが、それ相応の理由があれば

指定校を変更する措置について、もう少し弾力的に鳥取市でも踏み込んでみ

たらどうかという提案を座長としてさせていただいて、皆さんのご意見を伺

ってみようと思います。 

 事務局は指定校変更について現在もされていますけれども、どの辺りまで

弾力化をされていますか。 

事務局 

 

 指定校変更につきましては、鳥取市としてもきわめて弾力的に運用してい

ると思っています。 

 鳥取市は指定校制度をベースとしますけれども、やはり何らかの理由があ

るものについて、その理由が正当なものであれば指定校変更を認めるという

ことで基本的に対応しています。その中で新たに入ったものとしては、例え

ばいじめや不登校の問題で指定校変更している場合もありますし、中学校の

部活の関係で変更している場合もあります。このようなものが新たに入った

ところです。 

それから放課後児童クラブの関係で、小学校３年生までは指定校変更によ

り、なるべくそこの子ども達にとって住みやすい環境をつくっていくという

ことはありますけれども、どこまで広げるかというときに、安全の問題もあ

りますが、保護者の方の意思だけで希望する学校に行きたいということを認

めるというところまでは、まだ踏み込んでいません。何らかの理由がないと

難しいというところで対応しています。 

副会長  指定校変更のことですが、第１回の資料で、これまでに意見要望が寄せら

れている地域として８項目載っています。その中で、雲山の現在米里校区、

千代水西の城北校区、それから徳吉・徳尾、上段・上原・尾崎の問題、この

中で思うのは南安長の周辺地域から城北小学校や北中学校に通う距離を考え

ると、希望すれば世紀小学校、高草中学校への変更を認めてもいいのではな

いかと思います。安全のことを考えて近い世紀小学校に通いたいという希望

の保護者がおられたら、あれだけの距離の差を考えると認めてもいいのでは

ないかと思います。ただ、それを認めると、困るのは雲山だと思います。米

里小学校の大きな部分が雲山から通学していますので、それが別の学校に通

うと米里小学校は非常に過小規模の学校となってしまいますし、受け入れる

面影小学校は施設的に受け入れるだけのキャパシティは無いのではないかと

思います。この問題は、本来美保南小学校ができる時に解決すべき問題では

なかったのではないかという気がします。雲山も含めて新しい学校をつくら

れた時に、あれだけ美保小学校に近い、川を挟んだ反対側に美保南小学校を

つくられた経緯において、全体的な目で見た形で小学校の配置を考えておら

れるのだろうかどうかという疑問を持っています。 

 以前面影村というのがあり、その中に村の中心として雲山も入っていまし

た。その中心の場所を米里村の米里小学校に持ってこられた、その背景には

多分、面影小学校のキャパシティがないからだと思います。それだけ受け入



 5 

れられる余地はないということです。そういう形で米里、面影の校区が設定

されているのではないのかなと思います。 

 その辺りも含めて、もっとバランスを考えて長期の対応が必要ではないか

と思います。 

 もう一つは、教育委員会と自治連等がコミュニケーションを取った形でや

っていくべきではないかと思いますし、都市計画と鳥取市の人口がどういう

ふうになっていくのかということも含めて、鳥取市の内部で打合せをすべき

ではないかと思います。 

もう一つ加えますと、市営住宅、県営住宅が周辺にできていったと、そこ

のバランスの中で考えると市営、県営住宅に入られる方は子どもを抱えた若

い層が多いように思います。そういうようなバランスを取りながら、学校の

位置、人口の流れ、自治会とのつながりを検討されたうえで、校区問題はも

う少し詰めていく必要があるのではないかと思います。 

会 長  １６ページの地図を見ていただきますと、かなり入組んでいる校区があっ

たり、中心市街地に小規模の学校があったりしますので、最終的には第１１

期ではこの辺りをじっくり見直していく必要があるだろうと思っています。

ただ、それには時間がかかりますので、校区の見直しには時間が必要だと思

います。 

 もう一つ原則として、鳥取市では自由校区制を取らないということが重要

なことで、自由校区制はとっていませんし、第１０期までの審議でもそうい

う方向性はありません。 

 ただ、今回のケースの場合は、例えば１５ページの地図とか１４ページの

地図を見ていただきますと分かるのですけれども、距離的には、直線距離で

いきますと明らかに明徳小学校の方が近い所にあり、子ども一人ひとりの状

況に応じて、身体的な状況や通学距離の問題を検討する余地があります。当

該者からの相談というのは、真っ当な理由だと思います。近所に同年代の子

どもがいなくて、登下校が１人となって不安である。また近くにある小学校

の方が子どもの安全を考えて行かせたいということです。 

 指定校変更は、出されてきた理由を一つひとつ、その子どもやご家庭の状

況も踏まえながら合理的だと判断すれば、教育委員会が指定校変更をすれば

よいわけであって、その範ちゅうに入るのではないかと思います。 

 今起きている問題の中には、指定校変更でクリアできる問題もあると思い

ます。しかし、それでもクリアできない大きな問題については、やはり校区

を見直さないといけないということで、踏み込んでいったらどうかと思いま

す。 

 今回の問題は、事務局でも慎重に対応していますが、子どものためにとい

うことが元々校区のありかたですので、指定校変更の措置をとられたらどう

でしょうか。 

-事務局 

 

この事例に関して、子どもの就学を保障してあげなければいけないという

ことが大原則でありますので、この問題は全体の問題とは別に考えるべきだ

と事務局としては思っています。 

委 員 先ほど該当地域の児童は７名いるということで、この４年間、保護者から

校区のことについてどうとかいう話はありませんし、自治会の中で協議され

たということもありません。歴史的に色々な話があるとは思いますけれども、

この地域の校区に関しては、大きな問題ではないのかなという思いはありま

す。 

会 長  指定校変更は教育委員会の問題ですから、それがなされれば学校側は粛々

と受け止めるという感じになるでしょうか。 

委 員  米里校区の状況ですけれども、地区としてはこれまで議題に挙がったこと

はありません。 

 雲山地域から面影小学校に通っている子どもが１０人くらいいるのです
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が、その子どもの家は、元は別の地域におられて、雲山地域へ転居される際

に、面影小学校は転居先から近いけれどもこの地域は米里小学校区だという

ことを聞かずに移り住んだ方々で、この地域が米里小学校区と知っている家

は米里に通わせています。そういう状況の中で、当該地域の会議に出かける

ことがあり色々な意見を聞きますが、校区を変えてほしいという話は聞きま

せん。ただ、子ども会に入る場合に自治会区域と小学校区域の両方の子ども

会へ会費を払わないといけないので困る、ということは聞きます。 

 地区の中で一番問題になっていることが雲山というと面影地区だと思われ

るということがあり、町名変更の要望を市へ出しているところです。地区で

協議して町名を変えるということになれば、雲山という名前は残しても、米

里小学校区を１丁目、２丁目、とすれば、面影と米里がはっきりするという

意見があります。 

 それから、明治の問題でも、世紀地区と明治地区に聞いてみましたが、明

治から変わった地域の家庭は、すでに世紀へ通っており、保護者自体が元は

明治だったと思っておらず、世紀小学校区が当たり前になっているので、明

治小学校区に変えてほしいという意見はごく一部ではないかと思います。そ

のことが具体的に進んでくるのであれば、両地区でも協議しないといけない

ので、説明や協議の場を設けて進めてほしいということでした。 

 先ほども言いましたが、自治会では校区問題についてあまり聞いていない

状況なので、情報提供していただき、自治会でも検討していくようになれば

徐々に解決していくのではないかと思います。教育委員会の方針を地区に投

げかければ、意見を引き出しやすくなるのではないかと思います。 

 現在米里小学校に通っている子どもの保護者は、初めから米里校区という

ことで認識していることもあり問題もなく、どちらかと言うと評判がいいと

思っています。 

 子ども達にとって通学距離は、初めの１年間は大変だと思うが、慣れてく

れば大した問題ではないというように思います。 

会 長  今回の問題は、個別事案として指定校変更等の関係で教育委員会とよく協

議し解決していただき、就学通知が１月末となっていて時間があまりありま

せんので、うまく進めていただきたいと思います。 

 それから、教育委員長からありました校区変更の検討要望については、こ

の問題を校区審議会の議題として取り上げて、先ほどからあるような天神町

の一部の問題だけではなく、他の地域と絡めて協議をして行きたいと思いま

す。 

 そのような方向も踏まえたうえで、今までの議論のところまでで、何かご

意見があればお願いします。 

委 員  子どもの通学及び就学に関しては、今回のケースも保護者は非常に心配し

ておられると思います。親の都合等ではなく子どものより良い環境等を考え

たうえで、ぜひとも柔軟な対応で措置をとっていただきたいと思います。 

 そうすると個々の対応がとても大変になると思いますが、一つひとつのケ

ースを慎重に審議し、より良い措置をとっていただければと思います。 

 事例以外にも他の地域で同じような問題を抱えられていることもあり、簡

単に線引きが変えられないということがよくわかりました。難しい部分はあ

りますが、通う子どもを中心に考えて、より良い校区編成となるよう希望を

持ちました。 

委 員  個別対応ということに関しては問題がありませんが、該当の地区から７名

の児童が通っているということであれば、来年度入学する子どもは、しばら

くは在校生と一緒に登校することは可能ではないかと思いました。 

 それから、同じ町内会で違う学校に通うということで町内会活動に大変支

障が出るということですが、具体的にどういうことが問題になってくるのか

なと思いました。 
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子ども会活動につきましては、先ほど会費を二重に払っているという意見

がありましたが、市の子ども会連合会にはこれまで話が出てきていないと思

うので、把握しているのかどうかわかりませんが、改めて市子連でも問題と

して挙げさせてもらって、そういうことがないように、協議させていただこ

うと思います。 

委 員 過去の経過もありますので、校区を変えることはなかなかやりづらいと思

います。 

また、全市域の課題もあり他の校区を含めて考えると会長から提案された

指定校変更の措置で対応するということに賛成します。 

それから自由選択制については、認めてしまうと校区がなくなってしまう

ということがありますし、希望のところへ行けば、偏りも出てきてしまいま

すので、勧められる措置とは思いません。 

委 員 他の委員の意見と同じです。歴史や文化等を踏まえて、これまでの校区が

歴然とできている訳ですから、今問題があるからすぐに変更していくという

ことはできないと思いました。 

 子どもの視点に立ってということが一番の大原則で、大人たちが地域の子

ども達を育てるのだという意識で立ち、弾力的な対応によりにその子たちの

どういった教育環境を整えてあげるべきか、考えていくべきではないかと思

います。 

委 員  資料の市街地中心部の校区割り図を見ますと、認識不足で、校区は道路や

河川等で区切られているものと思っていました。 

 今期に検討を予定している校区の課題については、ある程度方向性を決め

ていかないといけないのではないかと思います。 

今回の場合ですけれど、事情も踏まえて事も急ぐことですので、個別事案

として指定校変更等で対応してもいいと思います。 

委 員  町内会の要望をその都度聞いていると、対応がなかなか難しいと思います

ので、もう一つ上の地区組織の方で討議し、地区会長のご意見も聞いたうえ

で対応していくほうがいいのではないかと思います。 

 今回のケースは特殊な形になっていますので、個別対応としてもいいと思

いますが、全体的な変更については、個々の町内会長や個人の意見を全て聞

いているとなかなか決めにくいと思いますので、もう一つ大きな組織で討議

し、地区会長から出していただくという方向がいいと思います。 

委 員  他の委員の言われる通りです。全体的な観点で早急に校区変更という意向

を出す問題ではないなと思います。 

 今回の事例の事情については、指定校変更の理由になるのですか。 

事務局 

 

 事例について生活拠点が変わり住所が変わった場合、そこが正規の校区に

なりますので、指定校変更しなくてもよいということになります。 

 また、放課後の過ごし方で校区外の対象としている場合など、現在も様々

な状況を含めたうえで指定校変更はしていますので、その対応という意味で

す。 

委 員  今回のケースは１町内会からの意見、要望ですが、町内会単位の意見を受

け入れていくのではなく、先ほども委員が言われたように、その地域の地域

づくり懇談会等の単位である程度まとまる方向があるのかないのか、という

ことは非常に重要だと思いますし、事務局に先程お願いしましたが、ある程

度その対象となる町内会状況が分からないと、審議に困ることがあります。 

 今後、市街地の近接小学校問題等に進み地域と協議を行う場合、どこを窓

口にするかということでして、例えば日進なら日進地区自治連、遷喬なら遷

喬地区自治連が窓口になっていただくような進め方をしないと、問題が出て

いるからその該当町内会に相談していても地区全体の解決にはならないわけ

ですから、そういう事務も含めて今後の進め方の協議が必要だと思います。 

会 長  少し整理しますと、６ページの校区変更要望をそのまま校区審議会が受け
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取るのではなくて、もう少し大きな組織単位でまとめてきてもらうように一

旦返すという選択肢もあります。 

 その辺りも含めて最後にまとめたいと思います。 

副会長  世紀小学校は松保村と豊実村の小学校を合併したものですが、その時に千

代水村の徳吉、大正地区の徳尾、明治地区の尾崎と上段、上原を含めました。

元々は２つの村の合併だったところに他の村の部分を入れています。 

それから城北小学校をつくられた時については、千代川の改修が昭和６年か

ら８年くらいにされていると思いますが、その時は江津と秋里が千代川右岸

にあり、昭和３０年代この地域は富桑小学校の西中学校区でした。 

城北小学校がつくられた時、それから世紀小学校がつくられた時の古くか

らある問題で、その時から５０年間抱えている問題です。 

 これまで答申も２回だされていると思いますが、その通りになっていませ

ん。その通りになっていないということは、保護者やその地域に何らかの問

題点があるのではないかと思います。その問題点を解決する方法を審議し、

子どもにとってより良い環境をつくっていかなければいけないと思います。 

会 長  提案させていただきましたが、委員意見を踏まえてまとめますと、今回の

案件による校区再編等については、短期間で審議できる内容ではなく、他の

地域の課題とも整合性をとりながら進めていくべき問題であり、今後の見直

しの中で扱うことにしたいと思います。 

 したがって、今回の案件については、関係者からの個別案件として指定校

変更等の対応の中で教育委員会と関係者で協議し、解決していただくようお

願いします。 

 では、その他の先進地視察について説明と連絡事項をお願いします。 

事務局 

 

その他（１）先進地視察について説明と確認。 

（レジュメ資料１７ページ、当日の資料配布） 

会 長  視察については、事前に配られた資料を見ていただいて、当日は先進地の

取り組み等参考となることをしっかり吸収し持ち帰って、今後の本市の学校

区の審議に活かしていただくとともに、行き帰りのバスの中で委員相互の交

流や意見交換が出来ればと思いますので、１日かけての研修になりますが、

よろしくお願いします。 

 その他になければ、閉会したいと思います。 

事務局  以上で第１１期第２回校区審議会を閉会いたします。 

 


