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平成３０年３月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３０年３月２２日（木）午後２時から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席 教育長（中道公子） 

教育委員会委員（伊藤久仁子，下古谷博司，福嶋礼子，山中秀志） 

 

４ 議場に出席した職員 

教育次長（森川洋行），教育委員会事務局参事（廣田隆延），参事兼教育総務課長（白

塚山隆彦），教育政策課副主幹（小島義弘），学校教育課長（梅本秀明），教育指導課

長（川北浩司），教育支援課長（橋本伸清），参事兼地域協働課長（山本浩），子ども

育成課長（坂本悦子），書記（永井洋一），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について         （教育総務課） 

（２）鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関する基本方針の策定について 

                                 （教育政策課） 

（３）鈴鹿市立公民館長等の任命について              （地域協働課） 

（４）鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について     （教育総務課） 

（５）鈴鹿市教育長所管事務決裁規程の一部改正について       （教育総務課） 

（６）就学等に関する規則の一部改正について            （学校教育課） 

（７）鈴鹿市立学校の通学区域の弾力化による就学に関する要綱の一部改正について 

（学校教育課） 

（８）鈴鹿市教育委員会文書管理規定の一部改正について       （教育総務課） 

（９）鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正について      （学校教育課） 

（１０）鈴鹿市立学校及び幼稚園の公印に関する規則の一部改正について 

（学校教育課・子ども育成課） 

（１１）学校等の設備の使用による個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及び納 

付すべき費用の額に関する規定について           （子ども育成課） 

 

６ 報告事項 

（１）全国体力・運動能力，運動習慣等調査結果について       （教育指導課） 

 

７ その他 

（１）４月教育委員会定例会の開催について             （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 １人 
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（教育長）皆様，こんにちは。定刻となりましたので，ただ今から平成３０年３月教育

委員会定例会を開催いたします。本日の議事録署名委員は，山中委員にお願いいたし

ます。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。まず，議案第１８５３号｢鈴鹿市教育委員会事務

局等職員の任免について」でございますが，この議案は，人事に関する案件ですので，

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定に基づき

まして，会議を非公開にいたしたいと存じます。議案第１８５３号の会議を非公開と

することに，御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）それでは，御異議がございませんので全会一致で，非公開とすることにいた

します。それでは私と委員の皆さんと書記以外は，御退席の方をお願いします。よろ

しくお願いします。 

 

＜＜  関係者以外は退席  ＞＞ 

 

「議案第１８５３号｢鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について｣審議承認 

 

＜＜退出者再入室＞＞ 

 

（教育長）大変お待たせいたしました。先ほどの議案第１８５３号「鈴鹿市教育委員会

事務局等職員の任免について」は原案のとおり承認されました。 

 

（教育長）それでは次に，議案第１８５４号「鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関す

る基本方針の策定について」をお諮りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（参事兼教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に

関する基本方針を定めるについて，教育委員会の議決を得るため，この議案を提出い

たします。詳細につきましては，教育政策課から説明させていただきます。 

 

（教育政策課副主幹）それでは，議案第１８５４号「鈴鹿市学校規模適正化・適正配置

に関する基本方針の策定について」説明申し上げます。本年１月１５日に開催されま

した総合教育会議におきまして，審議いただいている案件でございますが，それ以降

の経緯といたしまして，２月５日まで実施しましたパブリックコメントの結果も踏

まえ，２月２３日に，教育委員会の諮問機関である「鈴鹿市学校規模適正化検討委員

会」から最終的な基本方針（案）の答申がなされました。３つのポイントを確認させ
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ていただきます。資料の１８ページを御覧ください。上段の四角書きの中にあります

ように３つのポイントということで，一つ目が，児童生徒数の推計を基に，全市的な

視点で考察したガイドライン的なものとしたこと。二つ目が，地域コミュニティに配

慮して，統廃合を含めた手法の進め方を，行政主導ではなく，保護者や地域と情報共

有の上，複数の選択肢について，共に考えていくこととしたこと。最後の三つ目が，

全国の取組事例を参考に，学校区の見直しや統廃合など，適正化を図る様々な手法と

着手時期について，時系列で明記したことでございます。最後に，今後の予定でござ

いますが，まず，新年度となります４月以降に，市議会等への報告，広報すずかや市

ホームページへの掲載を行い，また，分かりやすい説明用のリーフレット等を作成の

後，７月以降から，市内全地区におきまして小中学校の学校運営協議会の場で説明会

を開催して，理解を深めるための周知を図っていく予定でございます。「鈴鹿市学校

規模適正化・適正配置に関する基本方針」の策定の説明は以上でございます。御審議

の程，よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）３１ページのまとめのところにありますように，決して早すぎず遅すぎな

いタイミングでという文言がありますが，あまりゆっくりにならず，お子さんに影響

することなので，時期を見ながら取り組んでいただきたいなと思っています。 

 

（教育長）ありがとうございます。 

 

（山中委員）ここまで，本当に御苦労様でした。答申それから提言等読ませていただい

た上で，教育委員会事務局に対する結構中身の濃い，大きな課題が本当にたくさん並

べられているなと思って，読ませていただきました。これをしっかりと教育委員とし

ても頭に入れながら，今後とも考えていかなくてはいけない問題だということを感

じ取りました。これから説明会等も開かれますし，地域の意見等吸い上げていく時に

本当に今までと違う場面で，大変な行事として大変な場面を迎えることになると思

います。先ほど福嶋委員が言われたように，遅すぎず適切な流れの中でうまく意見を

吸い上げていって，良い方向性に導いていっていただきたいなと思いますので，よろ

しくお願いします。 

 

（教育長）学校施設のことであったり，校区の適切な区割りであったりというところも

ありますので，色々な関係の調整の必要があると思います。 

 

（伊藤委員）澤教育政策課長の言葉の中で一番印象に残っているのは，やっぱり今この

地域コミュニティを総代さんや色々関わってみえる方の年代の価値観と，スピード

が速くなっている環境の変化との折り合いがやはり一番難しいのかなと思うところ

があります。最近，名古屋の小学校の卒業式に児童が英語で一言一言喋っているのを

見ませんでしたか。 
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（福嶋委員）見ました。 

 

（教育委員会事務局参事）合川小学校もそうでした。 

 

（伊藤委員）合川小学校もされたんですか。 

 

（伊藤委員）だからそのスピード感がすごく難しいと思います。環境が大きく変わって

いきますが，どのように取り込んでいくのでしょうか。学校規模適正化というのは，

非常に大変だなと思います。また，地域を支える人の年代がもうちょっと若くなって

くると，もっと変わった価値観になってきますので，非常にこれは大きな問題としか

今は何とも言えないです。そこら辺を少し感じていただきながら，どこかで英断して

いただけるといいのかなと思いました。 

 

（教育長）そういうことを把握，周知して，理解を得ながら，地域の方々の御意見を把

握する意味でも，地域を回って直接懇談させていただくということは，非常に大切な

ことであると考えています。 

 

（下古谷委員）今三人の委員の方が言われた通り，これからが大変なテーマだとは思い

ます。まず第一歩をようやくこれで踏み出したのかなというような気がします。これ

から説明会など開いていくことに関しましては，また，いろいろ問題点等が出てくる

と思いますので，是非その課題も慎重によく対話をして，解決をしていくというよう

な方向で進めていっていただきたいと思っております。それとあと１点教えてほし

いのが，今回パブリックコメントを求めた時に，何か反応があったというようなこと

があれば教えていただきたいと思います。 

 

（教育政策課副主幹）パブリックコメントですが，こちらにつきましては，３名の方か

ら合計１５件の意見をいただきました。この中でありました意見の内容としては，小

規模の学校を残してほしいというものがありました。子どもたちの教育環境を考え

た中では小規模だから駄目というわけではないということです。そういったことが

主な意見でして，パブリックコメントの中では一番印象に残った内容です。 

 

（下古谷委員）私も個人的に，特に日本の教育というのは世界的に見て，ちょっと１ク

ラスの人数がやっぱり多いと思います。やはり少人数というのも重要な教育になっ

ていて，今先生方も子どもに手をかけられるということからしても，やっぱり少人数

というのは決して悪いことではないと思います。そういう意味では，少人数教育とい

う意見もある程度は尊重していただきたいなと思います。 

 

（教育長）ありがとうございます。いかがでしょうか。それでは，御意見もないようで

すので，お諮りをいたします。議案第１８５４号「鈴鹿市学校規模適正化・適正配置
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に関する基本方針の策定について」を原案のとおり承認することに御異議はござい

ませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）では，御異議がないようですので，議案第１８５４号を原案のとおり承認い

たします。 

 

（教育長）続きまして議案第１８５５号「鈴鹿市立公民館長等の任命について」をお諮

りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（参事兼教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市立公民館長等を任命するにつ

いて，教育委員会の議決を得るため，この議案を提出いたします。詳細は地域協働課

長から説明させていただきます。 

 

（参事兼地域協働課長）はい，それでは，私からは議案第１８５５号「鈴鹿市立公民館

長等の任命」につきまして，説明申し上げます。３ページを御覧ください。今回，任

命について御審議をお願いするのは，市内に１０館ある単独の公民館の館長とふれ

あいセンター合わせまして計１１館の館長でございます。この公民館長等の任命に

あたりましては，例年，あらかじめ，地元の各機関・団体などの代表者で構成される，

それぞれの地区の公民館等運営委員会から，推薦をいただいております。任期につい

ては，平成３０年４月１日から翌年３月３１日までの１年間とし，特別職の非常勤職

員として任命しているところでございます。今回は，ふれあいセンターを含む，１１

名中１０名が継続となり，白子公民館の館長が新任となります。以上の１１名を平成

３０年度の公民館長，ふれあいセンター館長として任命いたしたく，お諮りするもの

でございます。以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げ

ます。 

 

（教育長）では，ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思い

ます。 

 

（教育長）御意見もないようですので，お諮りします。議案第１８５５号「鈴鹿市立公

民館長等の任命について」を原案のとおり承認することに御異議はございませんで

しょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８５５号を原案のとおり承認いたしま
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す。 

 

（教育長）では，続きまして４番目の議案第１８５６号｢鈴鹿市教育委員会事務局等組織

規則の一部改正について｣と，５番目の議案第１８５７号｢鈴鹿市教育長所管事務決

裁規程の一部改正について｣は，学校給食事務の所要の規定整備に係る改正議案でご

ざいますので，一括してお諮りをいたします。 

 

（書 記）議事を朗読 

 

（参事兼教育総務課長）提案理由でございますが，いずれの議案につきましても，教育

委員会事務局が所管する例規の所要の規定整備を行うについて，教育委員会の議決

を得るため，この議案を提出いたします。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，学校給食事務の所要の規定整備のうち，まず議案第

１８５６号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について」を説明します。

議案書５ページ，６ページを御覧ください。この規則は，教育委員会事務局及び学校

以外の教育機関の組織等に関し，必要な事項を定めているものであり，この度の一部

改正は，平成３０年４月１日から規則の第７条の教育総務課の事務分掌に「学校給食

協会に関すること。」を加えるものでございます。これは，これまでの定例会でも報

告しましたとおり，平成３０年度から自校調理校の経理の安定化，食材価格の平準化

等を図り，学校ごとの格差を是正するため，学校給食協会の事務局である教育総務課

給食グループが自校調理校における支払業務を一元化することになりますことから，

所要の規定整備を行うものでございます。続きまして，議案書の８ページと９ページ

を御覧ください。議案第１８５７号「鈴鹿市教育長所管事務決裁規程」の一部改正で

ございます。学校給食献立の決定につきましては，従前は，学校給食協会の献立検討

委員会において定めておりましたが，現在は，学校給食を所管する教育総務課におい

て，最終決定を行っておりますことから，現行の事務との整合性を図るため，所要の

規定整備を行うものでございます。説明は以上でございます。よろしく御審議いただ

きますようお願いします。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）このように一括購入することによって，大きなバランスが崩れるっていう

ことがなくなると思いますが，仕入れるお店の企業努力というのか，安く仕入れると

いうような努力が損なわれるということはないのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）すいません，一括仕入れではなくて，一括支出です。 

 

（福嶋委員）お金を払うということですね。 
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（参事兼教育総務課長）一括で払うということで，仕入れは別々です。一部仕入れは，

一括の部分もありますが，基本は自校調理校の各学校で決めさせていただきます。今

回，平成３０年４月から行うのは，今まで支払い業務を各学校の先生がやっていた部

分を一括して平成３０年４月から教育総務課がさせてもらうという事務の一括化で

ございます。各学校間のお金の是正や平準化を図るということと，間接的には教職員

の負担の軽減になるというものでございます。 

 

（下古谷委員）８ページのところで，１９の学校給食協会との連絡調整を学校給食の

献立の決定に変えるということがあります。範囲としては「献立の決定」というこ

とで，非常に狭まってしまいます。改める前の「連絡調整」だともう少し広い範囲

で議論と言いましょうか，いろいろできるのかなと思います。特に，その献立の決

定というものに絞ってしまって，今後問題は発生しないのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）連絡調整という部分も，これからも行っていきます。連絡調整

も行いつつ，最終的な決定が，現在の教育総務課がやっているということでございま

すので，今の業務と整合性を合わせるといった意味でございます。どういう献立にし

ようかという検討委員会との連絡調整は，引き続きこれからも続けていきたいと考

えております。以上です。 

 

（伊藤委員）この学校給食献立の決定というのは，もうちょっと細かく捉えて，例えば

天候の不順などで仕入れるお野菜が非常に値段が高くなったときに，素早く実情に

応じたように献立を変えるという意味かと思ったのですが，そんなことはないので

しょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）そういった意味も，広義的には含んでいるということでござい

ます。ただし，献立検討委員会等で，だいぶ前から献立は決定すべきものになりまし

た。天候不順などで物が入らないという場合は，臨機応変にこれからも対応してまい

りたいと思います。 

 

（山中委員）一括支出ですが，各校の納入業者は異なると思います。その請求伝票は，

一括して教育総務課に上がってくるということですか。 

 

（参事兼教育総務課長）その通りでございます。今までは，学校ごとに支払っていた請

求書を，全部教育総務課で処理させていただくといったかたちでございます。 

 

（山中委員）学校現場としては非常にありがたいことだとは思うのですが，非常に教育

総務課としては大変なことだと思います。ただ，人は増えませんよね。 

 

（参事兼教育総務課長）はい，事務の効率化を図りながら，適切にさせてもらいますと

共に，今の職員でなんとか頑張りながら運用を図っていきたいと思っています。 
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（伊藤委員）そうしますと，全部同じ献立で，各学校からの請求書の格差が多くならな

いでしょうか。小学校３０校全部同じ献立じゃないのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）献立はセンター校と自校調理校で別です。 

 

（伊藤委員）一括で請求書が上がってくると，今までそれぞれの学校で払ってみえたも

のが，学校や取引先によっていろいろ違うというか異なるということが，よくわかる

のかなと思ったのですが。 

 

（参事兼教育総務課長）支払い業務だけが教育総務課になるだけであって，契約，納品，

検収は依然として学校側がやっていただきます。そして，請求伝票だけ教育総務課で

支払い処理を行います。その財布を教育総務課が全部１８校分一括で握らしていた

だくということでございます。 

 

（伊藤委員）請求書のみ教育総務課で支払い処理を行うということで，契約先によって

かなり金額に差が出るということが，おのずと教育総務課でわかるのではないかと

思いました。 

 

（参事兼教育総務課長）おっしゃるとおりです。ひとつの野菜でも，Ａ業者とＢ業者が

ありますので，若干の値段の違いはあると思います。そういったところが，今，各自

校調理校で別々にやっていたものを，これから教育総務課が一括してすることによ

って，価格の平準化につながって行くのではないかと思います。ここは高すぎる，こ

こは安すぎるというのが，是正するひとつの方法にもなるのではないかなと考えて

おります。 

 

（福嶋委員）そうすると，胡瓜一本でもここは安くて，ここは高いというのが出てくる

と，逆にここは少し他のとこよりも高いですから，もうちょっと努力してもらえませ

んかなど，そういう指導，指摘をお願いすることもできるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）不当な支配にならないよう指導，命令というのはなかなかしに

くいですが，そういったところに間接的につながるようにこんな状況ですといった

ところを指し示すことはできると思います。あと，鈴鹿市の教育委員会ホームページ

にも平均的にいくらという仕入れの価格を示しておりますので，それをひとつのガ

イドラインなどそういったようなものにしていきたいと思います。 

 

（教育長）全体的に教育委員会事務局の方で見ていて，より安定した給食の提供に努め

ていくよう図りたいという，大きな狙いがあります。 

 

（福嶋委員）よりよいメリットを活かしつつ実施いただければと思います。  



9 

 

（教育長）ありがとうございます。 

 

（教育長）ほかにはいかがでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮り

します。議案第１８５６号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正につい

て｣と，議案第１８５７号「鈴鹿市教育長所管事務決裁規程の一部改正について｣を原

案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８５６号及び議案第１８５７号を原案

のとおり承認いたします。 

 

（教育長）続きまして６番目の議案第１８５８号｢就学等に関する規則の一部改正につ

いて｣から，８番目の議案第１８６０号｢鈴鹿市教育委員会文書管理規程の一部改正

について｣までは，それぞれ関連する所要の規定整備に係る改正議案でございますの

で，一括してお諮りをしたいと思います。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（参事兼教育総務課長）提案理由でございますが，いずれの議案についても，教育委員

会事務局が所管する例規の所要の規定整備を行うについて，教育委員会の議決を得

るため，この議案を提出いたします。詳細は私から説明させていただきます。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，議案第１８５８号「就学等に関する規則の一部改正

について」，そして議案第１８５９号「鈴鹿市立学校の通学区域の弾力化による就学

に関する要綱の一部改正について」，そして議案第１８６０号「鈴鹿市教育委員会文

書管理規程の一部改正について」は，それぞれ共通する所要の規定整備となりますこ

とから，私から一括して説明させていただきます。この度の一部改正は，これらの例

規に，「鼓ヶ浦」の「が」の表記が，大きなサイズの「ケ」と表記されている箇所が

あることから，「鈴鹿市立小学校及び中学校設置条例」を始め，ほかの例規との整合

を図るため，大きなサイズの「ケ」から，小さいサイズの「ヶ」に改正するものでご

ざいます。改正する箇所は，議案第１８５８号では，議案書１２ページ，新旧対照表

の下線部分の「鼓ヶ浦小学校区」の１箇所，議案第１８５９号では，議案書１５ペー

ジ，１６ページの下線部分の「鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校」の５箇所，議案第１８６０号

では，議案書１９ページ下線部分の「鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校」の１箇所となっており

ます。説明は以上となっております。よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 
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（教育長）それでは，御意見もないようですので，お諮りいたします。議案第１８５８

号｢就学等に関する規則の一部改正について｣から，議案第１８６０号「鈴鹿市教育委

員会文書管理規程の一部改正について｣までを原案のとおり承認することに御異議

はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８５８号から議案第１８６０号までを

原案のとおり承認いたします。 

 

（教育長）続きまして議案第１８６１号「鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正

について」をお諮りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（参事兼教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市立学校の管理に関する規則の

一部を改正するについて，教育委員会の議決を得るため，この議案を提出いたします。

詳細は学校教育課長から説明させていただきます。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは議案第１８６１号「鈴鹿市立学校の管理に関する

規則の一部改正」につきまして，説明申し上げます。資料は２０ページを御覧くださ

い。今回，議事として提出させていただきましたのは，鈴鹿市立学校の管理に関する

規則の第４条第２項の変更でございます。具体的な変更内容としましては，２２ペー

ジの新旧対照表を御覧ください。改正前は２項中，下線部「同項第１号又は第２号に

掲げる日」の部分を，改正後「同項第１号又は第２号に掲げる日及び第４号に掲げる

日」といたします。変更理由としましては，長期休業日の一部を学期中の授業日に移

すことで，学校休業日の分散化を図り，子供と保護者や地域の方が体験的な活動をし

て，子供たちの心身の健全な発達を促進するための法改正として，学校教育法施行令

の一部改正及び学校教育法施行規則の一部改正をする省令が，平成２９年９月１３

日に公布され，同日施行されたことによるものであります。それに伴って，国の施策

として推進することになりましたキッズウィークの導入も視野に入れたものでござ

います。本市におけるキッズウィークにつきましては報告としまして，２３ページに

書かせていただいております。実施内容としましては，まずは夏季休業の期間に授業

日１日を設定いたします。その期間は，家庭学習の状況を担任が把握したり，児童生

徒の悩みに相談に乗ったりすることで２学期のスタートがスムーズにいくようにす

るための授業日でございます。なお，授業日につきましては午前中のみとして，給食

の実施はいたしません。授業日につきましては，各学校でその実情に合わせて 1 日

を選択することになります。それに伴って，休業日といたしますのは平成３０年度は，

１０月５日の金曜日とさせていただきます。ちょうどＦ１グランプリの初日でもあ

り，１０月８日の月曜日「体育の日」と重ねて４連休となるよう設定いたしました。
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このキッズウィークにつきましては公立幼稚園，小，中学校で実施をしていきます。

今後は関係部局との調整も図りながら，調整をしていくこととしております。以上の

ようなことから，鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正につきまして，よろし

く御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）手順のところの関係部局というのは，どういう関係の局になるのでしょう

か。 

 

（学校教育課長）組織の改正，改編がございましたことから，公立の幼稚園は子ども政

策部へ移行しております。その関係もございまして，特に私立の幼稚園のこともござ

いまして，まず福祉部局，それと，児童の受け皿になります学童保育の関係から子ど

も政策部と協力をしていきます。また，直接今回大きな影響はないと考えております

が，商工会議所など産業界の方です。今後拡大をしていくのであれば，そちらの方と

も連携していきたいと考えています。以上です。 

 

（福嶋委員）商工関連課の方は，有給休暇を保護者が取れるようにというのをお願いす

るということでしょうか。 

 

（学校教育課長）そういうことでございます。 

 

（福嶋委員）キッズウィークの日について，今年はこの日，来年はまた別の日をという

ように考えていらっしゃるのでしょうか。それはまたどうしてなんでしょうか。 

 

（学校教育課長）このＦ１グランプリの日が，平成３０年度につきましては，偶然体育

の日と重なるということが，理由のひとつとしてあります。そのＦ１グランプリの日

と体育の日が，平成３１年度以降は１週間ずつずれてくる可能性もございますし，Ｆ

１グランプリそのものが，継続的に毎年続くのかどうかというのもあります。我々と

しまして，まず第一として体育の日に合わせて進めていきたいと考えています。 

 

（山中委員）キッズウィークの実施について，特に異論はありません。日にちの設定等

についてもないですが，各学校で８月２０日から３１日までの一日を学校が主体的

に選べるわけですが，一斉に３１日を授業日にして，この日を始業式とする意見等は

なかったのでしょうか。やっぱりそれはまずいでしょうか，どうでしょう。一斉では

なくて，各学校がばらばらにするのは，すごくいいことだとは思います。 

 

（学校教育課長）従来，登校日というのは特に中学校の場合は常に行っています。登校

日につきましては，授業日には設定いたしておりませんので，授業登校日にして学校

へ来るものだとは思うのですが，来なくても出席日数にはカウントしません。そのよ
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うな中で，それを踏襲するような学校もあると思います。その日独特の日があって，

今その日を授業日にしてしまうことの方が，混乱が起こるかなというように考え，一

斉にその日を授業日にすることは，避けさせていただきました。また８月３１日につ

きましては，９月１日に問題になっている自殺や不登校の問題があり，２学期が突如

始まることを懸念しています。それを避けるために，別に授業日を設けて，子どもと

対話しながら不安を取り除いていくということがあり，２学期の始業日と少し離し

たいと考えました。 

 

（教育長）キッズウィークの議論の前に，実は登校日を夏休みに設定して，９月１日問

題の防止ということがあり，少しウォーミングアップの期間を設けて，担任の先生が

宿題のフォローなどをできれば良いということがあって，この２週間の間に登校日

を設けるという提案をさせていただきました。 

 

（山中委員）どこの小学校，中学校でも夏休みの前後数日間に補講日を設けて，今教育

委員会事務局でも心配されているようなことを，学校現場でも補講日として実施さ

れているのかなと思います。補講日を実施されてないようなところもあるのでしょ

うか。 

 

（学校教育課長）どの学校でも補講日は実施されていると思います。特に７月の夏休み

に入ってすぐには補習授業を行い，子どもたちを呼んで授業をし，少しずつ夏休みを

迎えるという状況を作っています。今回は８月の末ということで考えておりますの

で，御理解いただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）一点，教員の立場から質問させていただきます。１０月５日は本来であ

れば，通常の授業をする日であり，高学年だと６コマ授業があると思います。その代

わりに８月の後半に授業を受けるということで，単純には授業が１回減ることにな

りますが,現場の先生からは，困るなどの意見はないでしょうか。 

 

（学校教育課長）校長会でそのような話も聞いております。８月は３コマ，１０月であ

れば６コマの授業があり，８月に授業を行うことにより３コマの授業数が減ること

になります。ただ，鈴鹿市が年間を通じて実施している土曜授業がありますので，こ

れでカウントができるのかなと考えております。 

 

（伊藤委員）その土曜授業も８回が３回に減るなどあったと思います。学級閉鎖などが

入ってくると，授業日数が減る一方，英語や道徳が入ってきて，土曜授業を積極的に

活用しないと授業数を消化できないのではないでしょうか。そこはどのように考え

ていますでしょうか。 

 

（教育指導課長）心配いただいている点については，教育指導課で年間授業日数の報告

を学校ごとに毎学期報告いただいていまして，それを見ると，年間の授業日数という
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のはどこの学校も不足していることはございません。年間３５週が基本ですが，それ

より若干多く週がございますので，余裕ということはございませんが，不足するよう

な数ではないことは確認できています。また，英語につきましては，平成３０年度は

新たに授業を設定するというよりは，総合的な学習の時間の中で英語を実施するこ

とになっていますので，極端に授業が増えるということはございません。この半日が

なくなったとしても大丈夫であると考えています。 

 

（伊藤委員）小学校の１年間のカリキュラムの総日数をおおよそ３５週を基本に考えて

みえて，単元ごとに何時間というように大きく考えれば良いのでしょうか。 

 

（教育指導課長）そのとおりです。 

 

（伊藤委員）高校では社会を省略などして，問題になったことがあります。そのあたり

は子どもたちの理解も含めて，カリキュラムの時間割を考えていただいているので

しょうか。 

 

（教育指導課長）はい，そうしていかなければなりません。 

 

（伊藤委員）休みが増えていって，先生が授業を省略するのではないかなと思います。

平成２９年度は学級閉鎖が多くありましたしね。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見がないようですので，お諮り

します。議案第１８６１号「鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正について」

を原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８６１号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）続きまして議案第１８６２号「鈴鹿市立学校及び幼稚園の公印に関する規則

の一部改正について」をお諮りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（参事兼教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市立学校及び幼稚園の公印に関

する規則の一部を改正するについて，教育委員会の議決を得るため，この議案を提出

いたします。詳細は，学校教育課長から説明させていただきます。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは議案第１８６２号「鈴鹿市立学校及び幼稚園の公
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印に関する規則の一部改正」につきまして，説明申し上げます。資料は２４ページ，

２５ページを御覧ください。今回，議事として提出させていただきましたのは，鈴鹿

市立学校及び幼稚園の公印に関する規則の第４条関係の別表の変更でございます。

変更理由としましては，平成２９年３月２７日付けの平成２８年度定期監査等結果

報告書の指摘事項に対する是正措置でございます。「公印の管理については，鈴鹿市

立学校等の公印に関する規則第８条の公印台帳と寸法の異なるものが見受けられる

ので，改められたい。」と，指摘がありました。そのため，全校の公印の寸法を再確

認いたしましたところ，議案のとおり差異が判明いたしました。２５ページ以降を御

確認いただきますと変更点がわかります。例えば，国府小学校の職印については，「方

２０」と一辺が２０ミリとなっておりましたが，再確認いたしましたところ，一辺が

２１ミリでございましたので，「方２１」と規則改正いたします。以降，同様な修正

となっております。１ミリ以上の差異があったものを変更させていただきました。変

更点は以上のとおりでございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上

げます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（下古谷委員）本来学校の校長の職印というのは，方の２０などと決まっていて，印の

方が変わっているということなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）そのとおりでございます。 

 

（下古谷委員）そうすると，今回は実際押した印の大きさに規則を改めるということで

すね。 

 

（学校教育課長）そのとおりでございます。 

 

（下古谷委員）それは経済的な問題からなのでしょうね。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮り

します。議案第１８６２号「鈴鹿市立学校及び幼稚園の公印に関する規則の一部改正

について」を原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８６２号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）続きまして議案第１８６３号「学校等の設備の使用による個人演説会等の開

催のために必要な施設の設備及び納付すべき費用の額に関する規程の一部改正につ
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いて」をお諮りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（参事兼教育総務課長）提案理由でございますが，学校等の設備の使用による個人演説

会等の開催のために必要な施設の設備及び納付すべき費用の額に関する規程の一部

を改正するについて，教育委員会の議決を得るため，この議案を提出いたします。詳

細は，子ども育成課長から説明させていただきます。 

 

（子ども育成課長）それでは，私からは，議案第１８６３号「学校等の設備の使用によ

る個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及び納付すべき費用の額に関する

規程の一部改正について」につきまして，説明申し上げます。資料４８，４９ページ

を御覧ください。今回の改正につきましては，平成２８年度末に，長太幼稚園が廃園

となったことに伴う所要の規定整備でございます。改正内容につきましては，資料４

９ページにございますように，別表から長太幼稚園の項を削るというものでござい

ます。なお，今年度末をもって廃園予定の牧田幼稚園及び河曲幼稚園の項につきまし

ては，現在開会中の３月市議会定例会において，「鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正」

が可決され，牧田幼稚園及び河曲幼稚園の廃園が決定され次第，本規程の改正の手続

を進めてまいります。以上，よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，お諮りします。議案第１８６３号「学

校等の設備の使用による個人演説会等の開催のために必要な施設の設備及び納付す

べき費用の額に関する規程の一部改正について」を原案のとおり承認することに御

異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１８６３号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）それでは次に，報告事項に移ります。「全国体力・運動能力，運動習慣等調査

結果について」をお願いいたします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項といたしまして，今年度実施されました，

全国体力・運動能力，運動習慣等調査結果の概要につきまして，説明申し上げます。

報告事項冊子の１ページを御覧ください。本調査は，小学校５年生と中学校２年生の

全児童生徒を対象に，昨年４月から６月末にかけて，全小中学校で実施されたもので

す。まず，今年度の調査結果ですが，全国平均を上回った種目数は，小中学校合わせ
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て３４種目中７種目で，昨年度に比べて１種目減となっております。１ページの表で

は，緑色で着色してある箇所でございます。校種別に見ますと，小学校では，全国平

均を上回った種目数が男女合わせて５種目で，昨年度と比べて２種目増となってお

ります。また，小学校では男女合わせて１６種目中１３種目で昨年度の市の結果を上

回っており，全国平均には届かないまでも改善が見られました。特に長座体前屈では

男女とも伸びが大きく，全国及び県平均を上回ることができました。次に中学校です

が，全国平均を上回った種目数は男女合わせて２種目で，昨年度の５種目に比べて３

種目減となっております。男女合わせて１８種目中６種目で昨年度の市の結果を上

回っているものの，１２種目で下回っていることから，県平均を超える種目はいくつ

かあったものの，全国平均を上回る種目は２種目に留まっております。ここからは，

各種目における８年間の経年変化について説明申し上げます。まず，小学校から説明

申し上げます。２ページを御覧ください。小学校については，本市児童の推移が県や

国の推移とほぼ一致している種目と，一致せず，年度毎に大きく上下を繰り返してい

る種目の２通りに分けられます。２ページ中段の女子の上体起こしや３ぺージ上段

の反復横とび，そして中段の男女の２０ｍシャトルランについては，県や国の推移と

一致しているとともに年々順調に伸びております。このことから，女子の筋力や敏し

ょう性，男女の持久力については順調に力をつけてきており，本市児童の強みとなり

つつあることが分かります。これは，多くの小学校で，なわとびを全校で取り組む運

動として取り入れ，季節に関わらず日常的になわとび運動を楽しめるように工夫し

たり，全校で大縄跳びをするといった活動を，児童会活動に位置づけて取り組んだり

していることが要因であると考えられます。また，体育委員会を中心に体育倉庫の道

具を全校に貸し出して外遊びを奨励したり，マラソンを継続的に行うといった取組

を進めたりしていることも要因の一つであると考えられます。一方，２ページ上段の

男女の握力，下段の長座体前屈，３ページ下段の５０ｍ走，４ページ上段の立ち幅跳

びについては，実施年度によって上昇と下降を繰り返しております。このことから，

筋力や柔軟性，走力や瞬発力の４つの力については，本市の児童にとってなかなか定

着しない力となっていることが分かります。このような状態が繰り返される要因と

しては，４つの力に対するそれぞれの学校の取組が，年によって変わってしまい，一

貫された取組がなされていないことが要因と考えられます。特に５０ｍ走について

は，男女ともに全国平均との差が大きい状態が数年間続いております。休み時間に全

力で走る動きにつながる鬼遊びを楽しんだり，体育の授業において，全力で走り回る

教材を工夫したりするといった取組が不足していることが要因と考えられます。次

は，中学校です。資料は５ページから７ページとなっています。中学校では，多くの

種目で全国の推移と一致しない状況が見られます。しかし，その中でも５ページ中段

の女子の上体起こし，６ページ上段の男女の反復横とびと７ページ上段の立ち幅跳

びについては，ここ数年は国の推移とほぼ一致しております。これは，筋力や巧緻性，

瞬発力については，それぞれの学校で，体育の授業や部活動の時間を通して一貫した

取組がなされていることが要因と考えられます。中でも，５ページ中段の女子の上体

起こしは，平成２６年度から２９年度で４年継続して伸びを見せており，上半身の筋

力を鍛える取組が継続的に行われていることがわかります。５ページ上段の握力に
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ついては，小学校同様，男女とも全国平均を大きく下回る状態が続いており，本市生

徒の弱みとなっております。さらに，７ページ中段の男子ハンドボール投げについて

は，年々本市の平均値が下がり続けており，全国平均との差も広がる一方となってお

ります。投げる運動について，授業等で運動の日常化の取組が必要と考えられます。

また，５ページ下段の男子の長座体前屈，６ページ下段の男女の５０ｍ走については，

毎年，上昇と下降を繰り返す状態となっております。この傾向は，小学校とも一致し

ており，柔軟性や瞬発力，走力については小学校から中学校にかけて，一貫した取組

に課題があることがわかります。しかし，８年の間には，男子の長座体前屈では３回，

女子の長座体前屈では１回，男子の５０ｍ走では２回，女子５０ｍ送では１回，全国

平均を超えております。このことから，それぞれの学校における継続的な取組の意識

次第では，柔軟性や瞬発力，走力について力をつけることが可能であることが分かり

ます。スポーツ庁発行の全国体力・運動能力，運動習慣等調査報告書には，走力が向

上している学校の取組として，体育の校内研修の充実や，子どもたちが学習の様子や

自分の成長を振り返られるような体育ファイルの活用といった，体育授業の充実に

つながる取組が紹介されています。また，児童会活動で走・跳・投の競技を中心に行

事を行ったり，ジャンピングボードや竹馬などを常設したりするといった運動の日

常化につながる取組を行った学校では，３年間で体力合計点が男子で５．０８ポイン

ト，女子で４．１５ポイント上昇したという報告がありました。本市においてもジャ

ンピングボードを運動場に設置し，日常的になわとびの運動に親しませる環境づく

りを行った学校では，体力合計点が昨年度に比べて男子で２．２３ポイント，女子で

２．０５ポイント上昇したところがありました。このことから，各学校で体育の授業

改善の取組や，運動の日常化の取組の工夫を行うことが，体力向上につながることが

わかります。次に，児童生徒質問紙の結果について説明申し上げます。まずは小学校

です。４ページの下段（９）を御覧ください。これは，「運動が好きですか」の質問

に対して，肯定的に回答した児童についての５年間の経年変化を表したものです。男

女とも，国の平均を０．２から１．２ポイントほど下回っておりますが，国や県の推

移とほぼ同じ動きをしているのが分かると思います。本市における「運動が好き」と

感じている子どもたちの割合は国と大きく変わらないことが分かりますが，男子で

は平成２８年度から，女子では平成２７年度から緩やかな減少傾向にあるのが気に

なるところです。一方，中学校では，７ページ下段の（９）を御覧ください。中学校

は，今年度の肯定的な回答は全国平均を下回っております。男子については，平成２

７年度から平成２８年度にかけて大きな落ち込みが見られましたが，平成２９年度

になって回復しております。逆に女子は，昨年度に比べて１．８ポイント落ち込み，

４年間で一番肯定的な回答が少なくなっております。スポーツ庁発行の報告書には，

運動嫌いな生徒を作らないため「学習課題の確認」「学びながら課題解決を図る場の

設定」「振り返りと次の授業における目標の設定」というサイクルを大切にして授業

を展開する取組例の記述があります。この取組が行われた学校では，３年間で「運動

が好き」と回答した生徒の割合が，男子で３．７ポイント，女子で１．４ポイント上

昇したと報告されておりました。本市においても，子どもたちの意欲を高めるため，

各学校における授業改善の取組が必要であると考えております。調査結果につきま
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しては，４月の校園長会で説明し，学力同様，弱みの改善に向けて，体育の授業を中

心に授業改善を進めてもらうようにしていきたいと思います。なお，本市では平成２

６年度から全ての公立幼稚園におきまして，体力向上の取組としてきらきらタイム

を実施し，４歳児，５歳児で，５つの種目について年２回測定をしております。２回

目の測定では，全ての項目で伸びが見られております。幼稚園での成果を小学校へつ

なげ，運動が好きな児童を増やしていくことも大切であると考えております。以上で

報告とさせていただきます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（伊藤委員）小学校では２０分間の休み時間があると思いますが，いろいろなことがあ

って外に出られないということをお聞きしました。今，休み時間や昼休みはどのよう

に外遊びをしているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）長い休み時間だと昼休み等で２０分あるのですが，小学生の場合，多

くは運動場に出て自由遊びを楽しんだり，季節によっては全校で縄跳びに取り組ん

だり，運動場を周回するジョギングに取り組んだりという活動をしています。教室で

読書をする子もいますが，多くの小学生は長い休み時間は外に出て遊んでいます。 

 

（伊藤委員）中学校になるとどうなるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）中学校になると，極端に外に出て行かなくなります。長い休み時間が

１５分になり，また休み時間は教室移動や準備をしていますので，１５分でどれだけ

体を動かせるかというと，小学生ほど外に出て遊ぶ生徒は少なくなります。 

 

（教育長）中学校の場合は，休み時間の平均は１０分くらいで，昼休みは，給食の片付

けも含めて１５分から２０分くらいですね。 

 

（福嶋委員）小学校より中学校のほうが，改善される割合が少ない気がしますが，どう

いったところに原因があるのでしょうか。また，中学校の場合，運動クラブに入って

いると活発になるのかなと思いますが，それはどのように反映されてくるのでしょ

うか。 

 

（教育指導課長）全体的に昨年度に比べて下向き三角矢印が多いです。調査の対象は同

じ生徒ではありませんが，現状としてやや下がっていることになっています。特に中

学校の女子については，全国的に一番結果が良かったことがあり，本市の生徒はそこ

まではいかなかったということが現状です。また，部活動についても運動部に所属し

ている生徒が多いですので，体力向上につながるような基礎体力のトレーニングを

してはいます。それが全国や三重県と比べて上回る結果に結びついていないという

ことは，取組み方を今後考えていく必要があると思います。 
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（福嶋委員）中学校で運動クラブに所属している生徒はどのくらいいるのでしょうか。 

 

（教育委員会事務局参事）中学校の場合，７割ぐらいは運動部だと思います。体力測定

したときの結果は，運動部の生徒の結果が非常に良く，歴然としています。 

 

（伊藤委員）学力テストの結果と，運動能力の結果は相関関係があるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）全く同じではないですが，全国的な傾向を見ていると，学力が高いと

ころは運動能力も高いという傾向は見られます。特に北陸地方や秋田などは学力も

運動能力も高いという結果が出ていまして，ある程度相関関係はあるのかなと思い

ます。 

 

（伊藤委員）運動能力と学力はどちらが先だと考えてみえますでしょうか。 

 

（教育指導課長）新聞，報道，書籍を見ていますと，勉強と運動を分けて考えないほう

が自然であると言われています。運動能力を上げるために大切なのは，筋力もありま

すが，脳を鍛えることであると言われます。例えば，足が遅い子は走り方を知らない

だけで，正しい走り方のコツが分かり，脳にインプットして少し練習するだけで，わ

ずか数時間後にはかなり足が速くなるということが実例でも報告されています。や

はり脳と運動神経は連動している面もあると思いますが，定かではありません。 

 

（伊藤委員）福井県の小学校では，友達と休み時間に腹筋をしたりして，一つずつ細か

いことを積み重ねていました。そのあたりが，勉強についても運動についても，ちょ

っとしたやる気の継続だと思います。休み時間も短いですので，有効に使うのは大変

だと思いますが，せめて１日のうち何かの時間だけは腹筋するなど，一つ継続して１

年間取り組んでみてはどうでしょうか。時間があればで良いので，１年間継続して，

何かの結果，実績を積み重ねていくほうが良いのではないでしょうか。体力的に取組

むということは，体力と勉強というよりは，どこまで真剣に取り組むかというところ

では共通だと思います。たかが１０分，されど１０分ですので，１年間継続して何か

研究をされるのも良いと思います。小さな積み重ねを子どもたちにさせてあげるの

も一つだと思いますので，よろしくお願いします。 

 

（教育委員会事務局参事）知・徳・体のバランスをということで取り組んでいますが，

一番大きな課題として挙げられていたのが，学力のこと，不登校のことということで

あり，それぞれの所管の各課が取り組み，その結果，浸透し，意識も非常に高くなっ

てきたと思います。体力についてもそのような方向で取り組んでいるのですが，まだ

まだそこには至っていないという状況です。例えば体力検査をするに当たっても，教

職員の取組一つで全く状況が変わってくるという現実がありますので，今後は知・

徳・体のバランスを取るために学校に取組を浸透させていきたいなと考えています
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ので，御理解いただきますようお願いいたします。 

 

（下古谷委員）先ほど説明いただいたように，例えば５ページの中学生の握力などは鈴

鹿市の弱みであり，４ページの小学生のソフトボール投げの結果を見ても，全国平均

や県平均と比べても低く，差が大きいということになっており，小学生の握力の結果

も若干弱いとなっています。鈴鹿市が握力に関して弱いという何か原因はあるので

しょうか。もしそれがわかるのであれば，それを徹底的につぶしていき，握力も上が

っていけば自然とソフトボール投げも全国平均に近づいていくと思いますので，お

願いしたいと思います。 

 

（教育指導課長）鈴鹿市全体として，握力が弱いという要因というのは分析しきれてい

ません。握力を向上させるために，常に握力計を学校に置いて，自分の握力の伸びを

測定できるようにしている学校もあります。また，学校で１学校１運動の取組という

のを推奨していまして，それぞれの学校の特色に応じて，日常的に運動ができるよう

な環境を作って体力向上を図るという取組をしています。握力やボール投げが弱い

というところについては，鈴鹿市でなぜかということはわかりませんが，少しでもそ

の弱みが克服できるような１学校１運動の取組を充実させていく必要があると考え

ております。 

 

（教育長）最近，キャッチボールなどの遊びも減ってきていると思います。 

 

（下古谷委員）私の子どもは，学校でドッジボールをしたとよく言っているので，ドッ

ジはよくやっているのかなと思いますが，なかなかボール投げの結果には反映され

てこないなと思います。 

 

（教育委員会事務局参事）先ほど申し上げましたが，体力検査がある前に，先生たちが

少し調査の説明をしたり，少し練習してみたりということでもだいぶ結果は変わっ

てくると思います。指導者の意識でもあるのかなということを考えると，やはり体力

の面についても先生の意識を高めていくことも必要なのかなと思います。 

 

（山中委員）昨年，鈴鹿市体育協会主催のスロージョギング教室に参加しました。非常

に優秀なトレーナーの方に指導者になっていただきまして，受講者が高齢の方が多

く，２時間の受講時間のうち１時間はストレッチをしていました。指導者の方はスト

レッチを重視される方で，膝を伸ばして曲げる長座体前屈について，その先生が言う

ことを１０分，２０分やりますと，やる前に比べて５センチくらい結果が変わってき

ました。長座体前屈や立ち幅跳びといったものは，長い時間ではなく，事前のちょっ

としたアドバイスや指導で大きく結果が変わります。そういう意味で，日本海側の県

は長けているのではないかと思います。そういったトレーナーの方が鈴鹿市にも見

えるわけですから，講師に招いて先生方の研修を行うのも非常に良いことではない

かなと思います。 
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（教育長）下古谷委員からもデータの分析の仕方であったり，山中委員からも良いアド

バイスをいただき，ありがとうございます。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，その他事項に移ります。 

 

（教育長）｢平成３０年４月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

（参事兼教育総務課長）平成３０年４月定例会でございますが，平成３０年４月２４日

火曜日午後３時３０分から教育委員会室において，開催したいと存じます。 

 

（教育長）ただ今の提案に，御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議ないようですので,平成３０年４月定例会を，平成３０年４月２４日火

曜日午後３時３０分から教育委員会室において，開催することにいたします。 

 

（教育長）それでは，これをもちまして，本年度の教育委員会の会議は，全て終了とな

ります。委員の皆様，１年間ありがとうございました。平成３０年度につきましても

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

３月教育委員会定例会終了 午後３時３８分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

教育長 中道 公子 

 

委 員 委 員 山中 秀志 

 


