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令和元年１２月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和元年１２月２４日（火）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（下古谷博司，福嶋礼子，山中秀志，吉澤時子） 

 

４ 議場に出席した職員 

教育次長（山本浩），教育委員会事務局参事（木村元彦），教育政策課長（竹下直哉），

参事兼学校教育課長（梅本秀明），教育指導課長（堀之内宏行），教育支援課長（神

原由明），文化財課長（新田剛），図書館長（渥美裕子），子ども政策課長（江藤大輔），

参事兼子ども育成課長（坂本悦子），書記（鈴木明），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

(1)令和２年度教職員人事異動基本方針について           （学校教育課） 

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

 

６ 報告事項 

(1)令和２年度鈴鹿市立幼稚園の入園式及び鈴鹿市立小中学校の入学式について 

（教育指導課） 

(2)令和元年度 佐佐木信綱記念館特別展「信綱と万葉集」の開催について （文化財課） 

(3)「ノーボードゲーム・ノーライフ in 鈴鹿市立図書館 夜の図書館編」について 

                                   （図書館） 

(4)第２期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（案）について     （子ども政策課） 

(5)鈴鹿市教育振興基本計画（素案）について            （教育総務課） 

 

７ その他 

(1)１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名 

 

（教育長）皆様，こんにちは。定刻となりましたので，ただ今から令和元年１２月教育

委員会定例会を開催します。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。議案第１９３０号「令和２年度教職員人事異動

基本方針について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（教育次長）提案理由でございますが，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

１条第３号の規定に関する教職員人事異動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。 

 

（参事兼学校教育課長）それでは，私からは，議案第１９３０号「令和２年度教職員人

事異動基本方針」について，説明させていただきます。資料の２ページを御覧くださ

い。昨年度との大きな変更点はございません。読み上げて，説明とさせていただきま

す。令和２年度教職員人事異動基本方針（案）。県の人事異動基本方針を踏まえ，教

職員の人事異動を積極的に推進し，鈴鹿市の教育の振興と刷新を図る。令和２年度教

職員人事異動基本方針（三重県教育委員会）。令和２年度は，現在策定を進めている

「三重県教育ビジョン（仮称）」がスタートする年度であり，「子どもの未来の礎とな

る『確かな学力・豊かな心・健やかな身体』の育成」，「個性を生かし他者と協働して

未来を創造する力の育成」などを掲げ，様々な施策を展開するとしているところであ

る。このため，各学校では，これらの施策を着実に推進し，本県の教育水準を向上さ

せ，県民の公教育に対する信頼を高めていかなければならない。また，家庭や地域と

連携・協力して魅力ある学校づくりに取り組むとともに，今後も，質の高い学校経営

を目指して継続的な改善を一層推進する必要がある。こうした中で，教職員一人ひと

りが，やりがいを高め，その能力を十分に発揮し，使命感と情熱を持って，児童生徒

の目線に立った教育の実践に取り組めるよう，次の基本方針に基づき，積極的，計画

的な人事異動を行う。１ それぞれの学校の経営方針に資するため，教職員の適正配

置に努める。２ 校長の意見を尊重する。３ 教職員の年齢・教科・勤続年数等を考

慮し，学校運営組織の充実に努め，あわせて気風の刷新を図る。「鈴鹿市内人事異動

基本原則」。（１）人事異動については，学校又は個人にとって著しく公平を欠くこと

のないようにする。（２）人事異動にあたっては，原則として現任校勤務３年以上の

者を対象とする。（３）現任校での勤務年数は，原則として８年を限度とする。（４）

近親者（血族３親等，姻族２親等）の同一校勤務は，できる限りこれを避ける。（５）

往復人事異動（Ａ校からＢ校，Ｂ校からＡ校）は，できる限りこれを避ける。（６）

特別な条件を伴う人事異動については，検討する。上記の内容は，市立幼稚園教員に

も準用するが，幼稚園のみ（２）（３）を以下のとおりとする。（２）人事異動にあた

っては，現任園での勤務年数の最低ラインを定めない。（３）現任園での勤務年数は，

原則として６年を限度とする。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）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）上の囲いの中に「それぞれの学校の経営方針に資するため」という文言が

あるのですが，各学校の経営方針というのは，ばらつき，特性があるものなのでしょ

うか。 
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（参事兼学校教育課長）どの学校にも共通する部分もございますが，地域性に応じて各

学校の経営方針というのは，いろいろございます。 

 

（福嶋委員）そうすると，教員の配置も，この学校には音楽を，この学校には英語をと

いうようなことで，その辺りは尊重されるのでしょうか。 

 

（参事兼学校教育課長）おっしゃるとおりです。その辺りも含めまして，適正な配置に

努めているところでございます。 

 

（下古谷委員）下の枠の中で，３番に勤務年数は８年を限度とするとありますが，平均

的には５，６年くらいになるのでしょうか。 

 

（参事兼学校教育課長）平均を出したことはございませんが，概ね５年以上の者につき

ましては，できるだけ希望を書くように話をさせていただいていますので，５年，６

年くらいが多いです。 

 

（下古谷委員）上の枠の中では，「２ 校長の意見を尊重する。」とありますが，神戸市

の事件があったときには，校長先生の意見がかなり通ったとのことで，また神戸市は

勤続年数が９年だったかと思いますが，ああいった問題が発生しなければ大丈夫だ

と思いますが，その辺りを気にかけていただければと思います。 

 

（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１９３０号「令和２年度教職員人事異動基本方針について」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１９３０号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）それでは次に，議案第１９３１号「就学等に関する規則の一部改正について」

をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育次長）提案理由でございますが，就学等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。 

 

（参事兼学校教育課長）それでは，私からは，議案第１９３１号「就学等に関する規則

の一部改正」について，説明させていただきます。資料４ページ，５ページを御覧く
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ださい。鈴鹿都市計画事業の白江野都市区画整理事業の官地処分に伴って，町名及び

地番の変更がございました。それに伴って，就学規則の白子小学校の通学区域に一部

変更が生じたことによる一部修正というのが提案でございます。具体的に申し上げ

ますと，白子町のうち，箱塚生水自治会，野起自治会，ラウムズ白子自治会，南花野

自治会及び官有地を除く自治会については，白子小学校の通学区域として以前指定

をしてございました。しかしながら，区画整理後，南花野自治会というのはなくなり

ましたため，これを削除するという修正をさせていただきます。よろしく御審議いた

だきますよう，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。 

 

（吉澤委員）この南花野自治会というのは，どこかに合併されたのでしょうか。 

 

（参事兼学校教育課長）南花野自治会は江島町というところへ吸収，合併されたという

ことでございます。 

 

（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１９３１号「就学等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１９３１号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）続きまして，報告事項に移ります。「令和２年度鈴鹿市立幼稚園の入園式及び 

鈴鹿市立小中学校の入学式について」をお願いいたします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の１番目，「令和２年度鈴鹿市立幼稚園の

入園式及び鈴鹿市立小中学校の入学式」について，御報告申し上げます。報告事項資

料の１ページを御覧ください。幼稚園につきましては，入園式の期日は，令和２年４

月８日（水）午前１０時，会場は，各幼稚園となっております。小学校につきまして

は，入学式の期日は，令和２年４月７日（火）午前１０時３０分，会場は，各小学校

となっております。中学校につきましては，令和２年４月７日（火）午後１時３０分，

会場は，各中学校となっております。なお，開式時刻につきましては，一部の幼稚園・

小中学校で変更となる場合もございます。以上，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。 

 

（山中委員）入学式から外れてしまいますが，小中学校の始業式はいつになるのでしょ
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うか。 

 

（教育指導課長）始業式につきましては，令和２年４月６日（月）になっております。 

 

（教育長）ほかは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，報告事

項の２番目，「令和元年度佐佐木信綱記念館特別展「信綱と万葉集」の開催について」

をお願いいたします。 

 

（文化財課長）それでは，私からは報告事項の２番目，令和元年度佐佐木信綱記念館特

別展「信綱と万葉集」について，御説明申し上げます。資料は２ページ，３ページと

カラーのチラシになります。開催期間は，令和２年１月１６日（木）から２月２４日

（月・祝）までで，４０日間開催いたします。会場でございますが，例年，特別展の

会場としてまいりました佐佐木信綱記念館展示室が，９月の大雨の影響で，現在，使

用できません。そのため，今回は，市内国分町にあります鈴鹿市考古博物館特別展示

室で開催いたします。今回の展示のテーマであります万葉集は，その原本が残されて

おらず，平安時代以降に作成された複数の古写本によって伝世されてきました。歌人

であり国文学者であった信綱は，失われた原本の再現である万葉集の「定本」を編纂

するため，万葉集の古写本を捜索，古写本同士の違いを一覧できる「校本万葉集」の

編纂を主導し，その後の万葉集研究の基礎を築きました。また，普及活動にも力を入

れ，岩波文庫に収録された「新訓万葉集」などの入門書や，「万葉辞典」，「万葉年表

大成」などの基礎的な学術書も多数刊行しています。今回の特別展では，平成から令

和への改元で注目された万葉集を取り上げ，万葉集研究を主導した国文学者として

の信綱の生涯をたどり，「校本万葉集」の編纂，万葉集の外国語訳に関する資料を中

心に御紹介します。なお，学芸員によるギャラリートークを１月２６日（日）１０：

３０からと２月２２日（土）１０：３０からの２回実施いたします。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。 

 

（福嶋委員）今年は令和になったということで，万葉集をやっていただいたのだと思い

ますが，いらっしゃる方は増えたのでしょうか。 

 

（文化財課長）万葉集ということで来館者数が増えたという訳ではありませんが，これ

を目当てに来館される方は多く来ていただいております。 

 

（福嶋委員）雨のために展示できないという話がありましたが，その修理はいつくらい

に終わるのでしょうか。 

 

（文化財課長）今年度の補正予算で入札，発注をしまして，見込みといたしましては，

令和２年の６月末までには改修を終えたいと考えております。 



6 

 

（下古谷委員）最後の方に万葉集を外国語訳にというところがありますが，何ヶ国語く

らいに翻訳されているのでしょうか。 

 

（文化財課長）中国語，ロシア語，ドイツ語，英語といったところになります。 

 

（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，報告事

項の３番目，「ノーボードゲーム・ノーライフ in鈴鹿市立図書館 夜の図書館編」に

ついてをお願いいたします。 

 

（図書館長）それでは，報告事項の３番目，「ノーボードゲーム・ノーライフ in 鈴鹿市

立図書館 夜の図書館編」につきまして，説明申し上げます。４ページを御覧くださ

い。こちらのイベントは，７月２０日（土）に図書館視聴覚室において，若年層への

利用促進と図書館をコミュニケーションの場とする視点で開催しましたボードゲー

ム体験会の第２弾でございます。第２弾では，対象者を中学生以上，開催場所を一般

閲覧室とし，休館日の１８時からの開催を予定しております。また，本との関連性が

強いゲームを主に使用し，閲覧室の雰囲気と合わせ，一層，図書館や本への興味につ

ながるよう，工夫して開催いたします。広報すずか１月５日号や中高生，大学生へも

広く周知し，鈴鹿市立図書館への来館を呼びかける予定でございます。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。 

 

（吉澤委員）素晴らしい企画だと思いますが，このようなパンフレットはどのように配

布されるのでしょうか。 

 

（図書館長）公共施設への設置や，中学校と市内の高等教育機関への配置も依頼してお

ります。 

 

（福嶋委員）とても興味深いゲームだと思うのですが，こういうゲームの内容は，図書

館の職員が手作りで作っているのでしょうか。 

 

（図書館長）第１弾もそうなのですが，こちらは津市のＮＰＯ法人のボードゲームスペ

ースＳＡＮＴＡＳというところが，多数市販されているものを所有されてみえます

ので，そちらに協力をお願いして開催しています。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の４番目，「第２期鈴鹿市子

ども・子育て支援事業計画（案）について」をお願いいたします。 

 

（子ども政策課長）それでは，「第２期鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（案）」につ
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いて，御説明いたします。この計画は，子ども・子育て支援法で定める法定の計画で

ございまして，計画期間は５年間とされております。本市における子育て支援のニー

ズに応じた確保の方策と計画の基本理念である鈴鹿で育つ，鈴鹿の未来を担う子ど

もたちの健やかな育ちをめざしてという理念のもとに行う，本市の子ども施策につ

いての計画として策定するものです。本計画の策定に当たりましては，学識経験者，

子育て関係団体等の代表者，公募市民の方などで構成する鈴鹿市子ども・子育て会議

での審議において，様々な意見等をいただきながら，策定を進めてまいりました。全

７章から構成しております。１ページを御覧ください。「第１章 計画策定にあたっ

て」では，計画策定の背景と趣旨を記載しています。子どもを取り巻く状況や，子ど

もを取り巻く様々な施策については，第１期期間中にも変化がございましたことか

ら，主に，子どもの貧困，子どもの権利などについて盛り込んでいます。２ページ以

降で，第１期計画期間内での本市の取組や，本市の各個別計画との位置づけなどを記

載しております。８ページからの，第２章では，子ども・子育て支援の現状と分析結

果として，人口の推移や計画策定に先立ち行ったアンケート結果の抜粋のほか，年少

人口や出生数，外国籍の子どもの状況，また，保護者の就労状況や主な事業の利用状

況等について記載しております。次に３２ページからは，「第３章 計画の基本的な

考え方」として，基本理念を記載しています。第１期からの変更点として，本市で行

っている５歳児検診の取組や，健康づくり課で行っている妊娠・出産包括支援を踏ま

え，包括的な途切れのない支援や地域ぐるみでの子育てを意識して「地域の宝」とい

ったキーワードを盛り込んでいます。また，３３ページには，子どもの権利について，

３４ページにございます基本的な視点とは別に新たに特出しして記載しています。

各施策への取組については，子どもの権利と基本的な視点を合わせて取り組んでい

きます。３７ページからは，「第４章 子ども・子育て支援事業の展開」として，昨

年度行いましたアンケートの結果を用いて，３８ページの推計の手順のとおり国が

示す算出方式により４０ページの家庭類型や４２ページの潜在的な家庭類型を算出

し，国が言う量の見込み，確保方策という表現で需要と供給について，５年間の計画

を記載しています。計算方法は，難解なものとなっていますので，手順と概要を３８

ページから４２ページまで記載し，算出方法の紹介をさせていただきました。なお，

人口推計については，総合計画２０２３と同じ数値を使用しています。３９ページを

御覧ください。就学前施設を利用するに当たっては，保護者の申請を受けて国が定め

る客観的な基準に基づき，保育の必要性により区分するとなっておりますが，幼稚園

につきましては，上段の表の認定区分で，１号認定及び２号認定の教育ニーズに該当

いたします。１号認定は，満３歳以上の保育の必要性のない就学前児童，２号認定の

教育ニーズは，満３歳以上の保育の必要性の認定を受けているものの教育施設の利

用ニーズの高い就学前児童となっています。４４ページの下の表を御覧いただきま

すと，①の量の見込みとして１号認定，２号認定ともに，令和２年度から毎年利用者

は減る傾向であると見込んでおります。②の確保方策では，公立の幼稚園と認定こど

も園，未移行の幼稚園として，私立幼稚園の確保方策について記載しています。確保

方策は，それぞれの定員数の合計を記載しています。いずれの事業においても計画期

間の５年間において利用のニーズに応えられる見込みでございます。５８ページか
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らの「第５章 新・放課後子ども総合プランに基づく鈴鹿市行動計画」と，６０ペー

ジからの「鈴鹿市子どもの貧困対策計画」については，今後，他の事業との一体的な

進捗管理を行うため，本計画に記載いたしました。以上の２つの計画は，それぞれ児

童福祉法と子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく計画として位置付けてま

いります。６４ページは，第７章の計画の推進，評価について，６６ページからは，

資料編として子ども政策部をはじめとして本市の各部局で行う子どもや子育てに関

連する施策について，第１期計画期間の検証と今後の方向性を記載しております。今

後の予定につきましては，１月年明けにパブリックコメントの実施を予定していま

す。説明は以上でございます。 

 

（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。 

 

（山中委員）３３ページの子どもの権利が特出しのところについて，新たにここへ権利

として出されたということで，非常に前向きに取り組んでいるということで大いに

評価をしたいと思っております。ただ，ここで出された子どもの生きる権利，育つ権

利，守られる権利という基礎基本の部分になる訳なのですが，これが事業の中で，特

出しをしたということは，非常に重視していると捉えられます。そうなれば，のちの

事業評価や振り返りの中で，これがどのように反映されたという部分も当然議論さ

れたうえで特出しがされたと理解をするのですが，そのあたりの議論はいかがなの

でしょうか。 

 

（子ども政策課長）こちらの子どもの権利につきましては，第１期につきましてはここ

まで詳細には触れておりませんでした。今回，第２期の計画を策定するに当たりまし

ては，議会等からも御意見をいただいており，子どもの権利条約に基づく４つの基本

的な権利ということで，記載させていただいております。その各事業への反映につき

ましては，来年度からの計画策定に当たって，また，この権利を改めて詳細に示して

いますので，３３ページの子どもの権利と３４ページの基本的な視点というところ

をもって，６６ページ以降の子ども政策課以外でやる事業にそういった視点を持っ

て取り組んでいくということで，記載しています。 

 

（山中委員）ある市議会議員の方とお会いした時に，その方がどこかの市の視察に行か

れ，やはり子どもの権利条約の部分について，非常に感銘を受けて帰ってきたという

ことを聞かせていただきました。学校で今，子どもの権利条約というのは，どのよう

に位置づけ，どのように子どもたちに伝えているのでしょうかという質問を受け，口

ごもるところもあったりして，非常に重要な問題ですので，その方も意識を持って議

会の中で捉えていくのではないのかと思います。大切にしてこのように出されたも

のですので，大切にしていってほしいと思いますし，大いに応援していきたいと思い

ます。 

 

（福嶋委員）全国的な流れというのがあると思いますが，その中でも鈴鹿市ならではの
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特徴があり，こういうところを補完しなくてはならない，あるいは，こういうところ

は特に重点的に取り組んでいるのですというようなことを教えていただけますでし

ょうか。 

 

（子ども政策課長）鈴鹿市は転入，転出のお子さんが大変多いということで，転入され

たお子さんの保護者につきましては，育児に対する不安をお持ちになることが多く，

転入された方向けのイベントを行ったり，また，ホームページや子育ての冊子などの

媒体を使って，いろいろ相談できるところがありますという案内を差し上げていま

す。そういったことによって，保護者の方の不安感を和らげるという事業を中心に行

っております。 

 

（福嶋委員）ほかにはないのでしょうか。例えば，鈴鹿市は外国人が多いですが，その

件では何かありますでしょうか。 

 

（子ども政策課長）人員の配置というのは難しいところがありますので，次年度に向け

ては通訳のための機器導入の検討や，子ども家庭支援課においては母語協力員の導

入検討などを行っているところです。 

 

（吉澤委員）１０ページのところに合計特殊出生率の推移が書かれていますが，平成２

９年になり大きく落ち込んでいます。これは何が原因なのでしょうか。 

 

（子ども政策課長）この合計特殊出生率のデータは三重県から取ってきており，三重県

に確認を行いましたが，原因ははっきりわからないということでした。 

 

（下古谷委員）こちらが後期の計画ということで，前期の計画を知らないのですが，先

ほどの説明を聞いて，３２ページの３章のところでは，今回，５歳児検診や妊婦・出

産期からの途切れのない包括的な支援といったところが後期のところに特徴的に入

ってきていると理解しました。特に前期に比べて，この後期の計画において，今，説

明された以外のところで特色のある取組があれば，教えていただければと思います。 

 

（子ども政策課長）まず，今回，第２期の計画ということで，前期，後期という分け方

ではないことをお断りさせていただきまして，この第２期の計画では子どもの権利

などについては特出しで書いております。また，先ほどの説明の中でありました子ど

もの貧困などについて，具体的に例えば，今も幼稚園の先生や小学校の先生に制度の

案内をするような会議などもやっておりますし，関係部署での連携を図るなどをし

ていますが，この計画を作成することによって，より一層充実させていこうと考えて

います。 

 

（吉澤委員）８８・８９ページの検証部分の文章に，「努めます」という言葉が度々使わ

れていますが，方向性という面で使われる分には良いと思いますが，やはり検証のと
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ころでは，「課題がある」や「必要がある」という言葉のほうが正しいのではないか

と思いますがいかがでしょうか？ 

 

（子ども政策課長）確かにそうですので，表現を検討させていただきます。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の５番目，「鈴鹿市教育振興

基本計画（素案）について」をお願いいたします。 

 

（教育次長）それでは報告事項の５番目，「鈴鹿市教育振興基本計画（素案）」につきま

して，説明させていただきます。資料６ページを御覧ください。１０月２３日（水）

の教育委員会定例会において報告しました「鈴鹿市教育振興基本計画（素案）」につ

いて，現在までに数ヶ所の訂正がありましたことから，本日，正誤表を配布させてい

ただきました。訂正箇所は，年号や指標に関するところが主ですが，訂正理由の中に

は確認不足による箇所もあり，反省点として捉えております。このうち指標の訂正に

ついて説明申し上げますと，正誤表の２番目は，「全国体力・運動能力，運動習慣等

調査」におきまして，全国の平均値を上回る種目が，本来は，３２種目のうち６種目

であったにもかかわらず，５種目として割合を算出していたため，１８．８％に修正

するものでございます。そして，正誤表の最後の２つは，基本事業７－５の指標で，

教職員研修に係る指標なのですが，翌年２月に研修講座を追加開催することとした

ため，令和元年度の実績を示すことができなくなり，結果として，平成３０年度の実

績を，現状値として示すことに変更するものでございます。また，この正誤表に記載

はございませんが，いわゆる「て・に・を・は」についても，数ヶ所訂正しておりま

す。なお，１０月定例会以降の動きとしましては，１２月２０日（金）の鈴鹿市議会

全員協議会の場で，数値と修正を説明した上で，協議を行っております。また，今後

のスケジュールとしては，本日から１月２７日（月）までの間にパブリックコメント

を実施し，鈴鹿市議会全員協議会でいただいた意見とともに整理を行い，２月の教育

委員会で議事として挙げていく予定でございます。 

 

（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。

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）｢１月教育委員会定例会の開催について｣をお願いいたします。 

 

（教育次長）１月定例会でございますが，令和２年１月２１日（火）午後２時から教育

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 

 



11 

（教育長）御異議ないようですので,１月教育委員会定例会を令和２年１月２１日（火）

午後２時から,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）以上をもちまして，令和元年１２月教育委員会定例会を終了いたします。あ

りがとうございました。 

 

 

 

１２月教育委員会定例会終了 午後２時３７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 山中 秀志 


