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令和２年７月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和２年７月１４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（亀井正俊），教育委員会事務局参事（木村元彦），参事兼教育総務課長（山

中敏孝），参事兼教育政策課長（竹下直哉），学校教育課長（磯部仁），教育指導課長

（堀之内宏行），教育支援課長（藤本寧夫），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）専決（鈴鹿市教育委員会補助金等交付要綱の一部改正）の承認について 

（教育総務課） 

（２）財産の取得について（鈴鹿市立小中学校児童生徒用端末）    （教育政策課） 

 

６ 報告事項 

（１）令和３年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項について      （子ども育成課）

（２）新型コロナウイルス感染症に関する対応について        （教育総務課） 

 

７ その他 

（１）令和２年８月教育委員会定例会及び懇談会の開催について    （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２年７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，吉澤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１９６１号「専決 鈴鹿市教育委員会補

助金等交付要綱の一部改正の承認について」をお諮りします。 

 

（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，「鈴鹿市教育委員会補助金等交付要綱」

の一部を改正するについて，「鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規

則」第３条第１項の規定により専決しましたので，同条第２項の規定により，この議
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案を提出いたします。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，議案第１９６１号「専決 鈴鹿市教育委員会補助金

等交付要綱の一部改正」の承認につきまして，説明申し上げます。今回の改正理由で

ございますが，本市が行っております私学振興費補助の交付対象である学校法人の中

等教育学校の設立及び改名による一部改正でございます。専決処分に至った経緯です

が，交付対象である学校法人に速やかに補助金の交付を進める為に専決処分を行い，

今回，その承認をお願いするものであります。資料の２ページから４ページを御覧く

ださい。こちらは，本要綱の一部を改正する告示文で，２ページが改正後，３ページ

が改正前です。下線で示されている部分が改正箇所でございます。説明は以上です。 

 

（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。 

 

（下古谷委員）中等教育学校というのは，どのような学校になるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）中等教育学校というのは，６年間の一貫教育を行う学校でござ

いまして，平成１０年に学校教育法が改正されたことによって，新たに認可された学

校であります。最初の３年間は前期課程ということで，中学校の課程を，後の３年間

を後期課程として，高校の課程をし，中等教育学校では，後期課程からの入学者の募

集はないということです。独自のカリキュラムを中学校と高校で入替えをしながら独

自性を出すといった学校であります。三重県では，市内の鈴鹿中等教育学校の１校に

なっております。 

 

（下古谷委員）一般的な認識として，６年制と呼ばれる学校ということでよろしいでし

ょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）従来の６年制と呼ばれる学校は，併設型という考え方でありま

して，中学校と高校が独自にあり，中学校を卒業してから附属する高校へ行くという

かたちの６年制と呼ばれる学校でありますが，この中等教育学校というのは，一貫し

た６年間のカリキュラムに沿って学ぶという学校になります。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市教育委員会が出している補助金の対象者というのは，どのようなと

ころがあるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）鈴鹿市教育委員会補助金等交付要綱に基づく補助の対象となり

ます学校等につきましては，私立の高等学校と，学校教育法で認められていない学校

としまして，朝鮮学校に対する補助もしております。また，市内にあるイーエーエス

伯人学校にも補助をしております。その他につきましては，特別支援教育の振興補助

としまして，特別支援教育の実践研究を図るために，鈴鹿市特別支援教育研究会に対

して補助をしています。また，中体連運営補助として，鈴鹿市中学校体育連盟に対し
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て補助しており，また，部活動費補助としまして，中学校教育推進委員会に対して，

生徒の部活動における技能の向上及び健全育成に資するためということで，様々な中

体連主催の大会や文化的大会の参加に要する経費などに補助を行い，最後に，鈴鹿市

ＰＴＡ連合会活動補助金としまして，鈴鹿市ＰＴＡ連合会に対して定額を補助させて

いただいております。 

 

（福嶋委員）結構，裾野は広いのですね。 

 

（山中委員）学校法人倉橋学園伯人学校イーエーエス鈴鹿は改名とお伺いしたのですが，

学校法人倉橋学園というのは，静岡に本拠を置く通信制の学校なのでしょうか。これ

は経営が変わったのでしょうか。それとも，もともと学校法人倉橋学園が経営してい

たのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課課長）こちらにつきましては，学校の法人登記が平成２３年にされ

ておりまして，この時からの名称としまして，学校法人倉橋学園さんとなっているわ

けですが，こちらの補助事業を実施する際に，倉橋学園さん事業を照会する中で，事

業計画や交付申請の過程でいただく名称が，こちらも登記まで確認することなく，相

手さんの申請をもとにしていましたが，今回こちらが正式名ということがわかりまし

たので，適正な事務を行うために改正することにしました。 

 

（山中委員）このイーエーエス鈴鹿に通っている市内在住の小中学生の年齢層の子ども

たちというのは，何名くらいいるのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）その年齢構成の詳細な数というのは，確認いたしかねていると

ころでございますが，申請上の人数としましては，昨年度は９７名の方が在籍されて

いる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１９６１号「専決 鈴鹿市教育委員会補助金等交付要綱の一部改正の

承認について」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１９６１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１９６２号「財産の取得について（鈴鹿市立小中学校

児童生徒用端末）」をお諮りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（参事兼教育総務課長）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２９条の規定に基づき，市長から意見を求められた鈴鹿市立小中学校児童生

徒用端末を取得するについて，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。 

 

（参事兼教育政策課長）それでは議案第１９６２号の財産の取得について御説明致しま

す。議案書５ページを御覧ください。今回取得しようとする物件内容でございますが，

鈴鹿市立小中学校児童生徒用端末でございます。取得価格は，４億９，３８９万    

４，３３９円で，取得の相手方は株式会社フューチャーイン四日市営業所でございま

す。取得の目的でございますが，鈴鹿市立小中学校児童生徒用端末を取得し，児童生

徒１人１台端末環境を実現し，教育ＩＣＴ環境の充実を図るためでございます。６ペ

ージを御覧ください。機器の詳細につきまして御説明致します。児童生徒用端末とし

てクロームブック，取得する台数は１３，４８９台でございます。この端末を取得す

ることにより，文部科学省のＧＩＧＡスクール構想に基づく児童生徒１人１台端末環

境を今年度中に実現し，教育ＩＣＴ環境の充実を図るものでございます。説明は以上

でございます。御審議のほどよろしく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。 

 

（吉澤委員）この株式会社フューチャーイン四日市営業所というのは，入札で決まった

と思いますが，結構参加されたでしょうか。 

 

（参事兼教育政策課長）こちらの入札につきましては，一般競争入札を実施いたしまし

て，参加表明社が５者ございました。郵送郵便入札ということで入札を行っておりま

すけれども，１者辞退がございまして４者の入札となりました。 

 

（福嶋委員）パソコンの数について，この数というのは，現在の児童生徒数から予測し

た数なのでしょうか。また，学校に据え置きになるのでしょうか。そうすると，次年

度，児童生徒数はおそらく減っていくと思うのですが，そのときはどのようにされる

のでしょうか。 

 

（参事兼教育政策課長）端末数につきましては，児童生徒数をベースに算出しておりま

して，昨年度整備いたしました３，２００台に合わせて，今回整備いたします    

１３，４８９台，これで 1 人 1 台環境が実現するということになります。合わせて児

童生徒数の推移を見ておりますけれども，２０年推計を前回の定例会で報告をいたし

ましたけれども，減少傾向でございます。それから,大きな流れとしましては,説明会

の方でも説明させていただいておりますが，２５％ぐらい児童生徒数が減少していく

流れの中で，端末が足らないということは想定しておりません。以上でございます。 
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（福嶋委員）学校によって児童生徒数に凹凸があると思いますが，それは融通を利かす

ということでしょうか。 

 

（参事兼教育政策課長）全体の端末数については，十分余裕ありますけれども，学校に

よって過不足が生じると思います。これは当然，鈴鹿市の財産でございますので，学

校間で融通し合っていくというかたちになります。 

 

（下古谷委員）１３，４８９台という非常にたくさんの台数だと思います。おそらく入

札の条件で，いつまでに納品してくださいというのが決まっていて，それもクリアで

きるのだと思います。１点気になったのが，パソコンが入ったときに教室で充電をす

る電源などの設備もこの中に入っているのでしょうか。 

 

（参事兼教育政策課長）充電保管庫は今回の調達には含まれておりません。と申します

のは，校内ネットワークの整備がＧＩＧＡスクール構想のもう一つの柱でございます。

これは総合教育会議でも御説明したところでございますが，こちらの校内通信ネット

ワークの整備に併せて，充電保管庫の設置も予定として含まれておりますので，そち

らの方で充電保管庫を整備します。今回購入する予定の児童生徒用端末については，

夕方以降に充電ができるという想定を考えております。 

 

（福嶋委員）購入したあと，メンテナンスや保証はどのようになっているのでしょうか。 

 

（参事兼教育政策課長）今回のＧＩＧＡスクール構想の端末の取得については，基本的

には経費の削減ということを文科省からも言われておりまして，基本パッケージとい

うものはメーカー１年保証で対応するとなっています。それは，端末自体の価格が低

価でございますので，壊れた場合にはその後は買い換えるなり，そういった方法で取

得，買い替えということを考えております。保証をつけるという事になりますと，端

末代に毎年２０％ぐらいの費用がかかってくるわけで，結局５年使えるのと同じ端末

がもう１台買えるという事になります。これだけの端末の２割というのを毎年予算化

するというのはちょっと厳しいので，ここは基本パッケージの１年保証で対応しよう

と考えたものでございます。 

 

（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１９６２号「財産の取得について 鈴鹿市立小中学校児童生徒用端末」

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１９６２号を原案のとおり承認いたしま

す。 
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（教育長）続きまして，報告事項に移ります。報告事項１番目の，「令和３年度鈴鹿市立

幼稚園入園児募集要項について」をお願いいたします。 

 

（参事兼子ども育成課長）それでは，私からは報告事項の１番目，「令和３年度鈴鹿市立

幼稚園入園児募集要項」につきまして，説明申し上げます。１ページを御覧ください。

まず，「１ 募集対象」でございます。市内に居住している又は入園までに転入を予定

している幼児のうち，５歳児は，平成２７年４月２日から平成２８年４月１日生まれ

の者，４歳児は，平成２８年４月２日から平成２９年４月１日生まれの者を対象とい

たします。次に，「２ 定員及び連絡先」でございます。こちらの表に募集する幼稚園

と定員を記載しております。なお，表の下，欄外に注意書きを記載させていただきま

した。まず１点目は，募集の結果，定員を超えた場合の取扱いについてです。定員を

超えた場合は抽選を行いますが，４歳児から進級する園児を優先しますので，そのほ

かの者で抽選を行うことになります。２点目は，休園基準についてでございます。園

児数が１５人未満となった場合は休園となり，ただし，栄幼稚園と令和２年度は休園

中ではございますが椿幼稚園の２園については，７人未満となった場合は休園となり

ます。次のページには「３ 入園手続」について記載させていただきました。幼稚園

から配布される入園願に必要事項を記入し，入園を希望する幼稚園に提出していただ

きます。併願は認めておりませんので，１園のみに提出していただくことになります。

入園願及び募集要項は，８月３日(月)から，各幼稚園で配布する予定でございます。

最後に「４ 募集期間」でございます。令和２年９月１日（火）から９月１８日（金）

の期間で，受付時間は９時から１６時まででございます。ただし，土曜日，日曜日，

国民の祝日に関する法律に規定する休日は除きます。以上でございますが，この幼稚

園の園児募集につきましては，広報すずか８月５日号にて掲載し，市民の皆様にお知

らせをす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。 

 

（下古谷委員）対象年齢が５歳児だと，平成２７年４月２日から翌年の４月１日までと

なっていますが，小学校も４月２日から翌年の４月１日までになっているのでしょう

か。 

 

（学校教育課長）４月２日から翌年の４月１日までになっています。 

 

（下古谷委員）４月１日からに変わったようなイメージがあったのですが，変更されて

いないということですね。 

 

（福嶋委員）希望している園が，人数が足らなくなって休園になった場合は，また別の

ところにお願いをするということになるのでしょうか。そして，それは随時受け付け

ということになるのでしょうか。 
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（参事兼子ども育成課長）休園になった場合は，別の園を選んでいただくことになりま

す。 

 

（教育長）ほかに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，次の

報告事項に移ります。報告事項２番目の「新型コロナウイルス感染症に関する対応に

ついて」をお願いいたします。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，報告事項の２番目としまして，「新型コロナウイルス

感染症に関する対応」について報告させていただきます。報告事項は３点ございます。

まず，１点目として，皆さん御承知のことと思いますが，先週の金曜日，市内で初め

て新型コロナウイルス感染症患者が発生しました。先週の７月１０日の午前中に三重

県知事から発表されており，県内で４７例目ということです。本日の時点ですと，さ

らに他の市町で増えまして，５０例目まで増えている状況でございます。市内の累計

としましては，市内在住の方につきましては，今回が初めてですけれども，累計とい

うことでは，三重県の発表では２名となっています。この方の内容としましては，市

内に在住される６０代の無職の男性と報告されております。ＰＣＲ検査の結果，陽性

を確認し，金曜日の時点ですが，濃厚接触者の報告はないということでありました。

その報告を受けまして，鈴鹿市では新型コロナウイルス感染症対策本部会議が早急に

開催されました。この決定事項としましては，園児児童生徒及び教職員に濃厚接触者

の報告はないという非常に大きなポイントがありまして，このことから小中学校園，

保育所，放課後児童クラブ及び市の施設等については，施設ごとの感染症対策を徹底

し，ガイドラインに沿った適切な措置を講じたうえで，通常通りの運営とすることを

決定いたしました。また，学校への対応として，この本部会議の結果を受けまして，

市内の発生例が生じたことを小中学校園に報告し，改めて感染防止対策の徹底を行っ

たところです。こちらは，基本的な３つの密（密閉・密集・密接）を避ける，毎日の

検温，マスクの着用の励行等をするということで，従来通りの徹底を指示しました。

また，臨時休業につきましては，園児児童生徒及び教職員，学校関係者に濃厚接触者

の報告はなく，金曜日以降につきましても追加の濃厚接触者の報告はなく，通常通り

で臨時休業にしないということを連絡しております。このように新たに新型コロナウ

イルスの感染症が市内で発生しましたが，幸い学校や子どもたちに影響を及ぼすよう

な状況ではないということで，今後，新しい生活様式を徹底しながら，学校での感染

症の対策に努めるということを改めて確認したところでございます。次に「２ 修学

旅行について」でございます。こちらにつきましては，鈴鹿市では旅行先について，

小学校，中学校ともに三重県内で行うということを６月２４日に記者発表させていた

だきまして，報道等へ発表させていただくとともに，学校等，保護者にも周知をさせ

ていただきました。宿泊日数は，小学校が１泊２日，中学校が２泊３日以内というこ

とで，決めました。実施期間については，１学期の予定であった学校がたくさんあり

ましたが，２学期以降とすることとしまして，小学校が１０月，１１月，中学校が９

月に行うということで考えております。主な見学地及び宿泊地につきましては，県内

に観光地があり，そうしたところから検討することとし，伊勢，志摩，鳥羽，熊野，
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伊賀上野方面等を含めて各学校で計画することになっております。４ページを御覧い

ただきたいと思います。この旅行についても集団での行動というのは非常に重要にな

ってきますので，感染予防対策につきましては，旅行関連業における新型コロナウイ

ルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き（第１版）が出ており，こちら

をベースに各学校と旅行会社等で綿密な対策を講じて計画を立てるということであり

ます。いろいろな観点の中で，修学旅行の実施前，実施中，実施後の健康観察を徹底

していく，また，マスクの着用や手洗い等の基本的な感染症対策を行うことや，見学

施設，宿泊先，輸送機関の利用等での感染対策，これは行先の対策がきちんとできて

いるかということを事前に情報等を確認させていただきながら，修学旅行先を選定し

たり，決定したりするプロセスの中で非常に重要なことだと考えております。また，

食事の提供,体験プログラムの実施での感染対策や，旅行実施中の発症者発生時の対応

をどのようにしていくのか等を含めて，対応を万全にしながら修学旅行の計画を作成

して実施していくということであります。次に「３ その他」についてでございます。

こちらについては，クラブ活動等に関する内容です。夏の前に中学校でほぼ最後とな

る中体連の大会，県大会につながる鈴亀地区の予選というのが多くの競技種目である

のですが，県大会等がなくなるということから独自の代替大会として，令和２年度鈴

亀地区中体連交歓記念大会を開催することが決まりました。競技種目等については，

別紙のとおりですが，１２種目ありまして，陸上,バスケットボール等を含めた競技を

７月２５日から８月２１日まで開催するということが決まりましたので，報告させて

いただきます。ただ，残念なことに柔道につきましては，競技上の性質もありまして，

この交歓記念大会さえ中止になりました。以上が，新型コロナウイルス感染症に関す

る対応についての報告になります。 

 

（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）修学旅行について，小学校が１０月，１１月，中学校が９月となりますと，

この時期，日程的にはもう決めていかないと進んでいかないものだと思います。各学

校で対応することであり，なかなか全体を把握することは難しいとは思うのですが，

困っている学校などはないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）県内に実施すると決定する前に，市内の小中学校長会と協議を重ねた

上で，宿泊先や交通手段の確保がほぼ見通しがついた段階での発表とさせていただき

ました。現状につきましては，どこの学校も宿泊先，移動手段の確保をされていると

聞いております。詳細な見学地につきましては，いろいろなコロナ対策も含めて業者

と綿密な調整を図っていただいているところです。 

 

（教育長）保護者説明会の状況などはいかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）各学校，特に中学校につきましては，事前に保護者会を設けて保護者

の方へ説明をするという機会を設けておりまして，その際にも県内で実施するという
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ことを受けて，具体的な旅行の行程等についてもお示しできる範囲と，できない範囲

とを区分しながら説明していただいております。その中で，県内で実施することにつ

いての意見も出ているということを聞いておりますが，概ね学校の意向，方向性につ

いて理解をいただいていると聞いております。 

 

（福嶋委員）旅行先が県内ということは，遠くに行きたくないということと，県内の困

っている施設を助けるという意味もあって，県内になったという解釈でよろしいので

しょうか。 

 

（教育長）そのとおりです。 

 

（教育指導課長）一義的には新型コロナウイルス感染症対策ということで，リスクの低

い場所を考えた上で，県内ということを判断させていただきましたが，県内の素敵な

ところを再発見するということも趣旨に入れておりますので，そういった観点で学習

を進めていただこうと思っています。 

 

（福嶋委員）例えば伊賀上野と伊勢志摩ではだいぶ方向が違うと思いますが，そういう

ところに行くとすると，移動手段は何になるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）感染リスク等も考えまして，移動手段はバスで考えていただいていま

す。バスについても間隔をあけずに，でも必ずマスクを着用する，換気をしっかり行

う，消毒をしっかりすれば，問題なく活用できると聞いております。また，行程も組

みやすいということも聞いておりますので，原則バスで移動するとしています。 

 

（福嶋委員）バスは２席あるうちの２席とも使用するのでしょうか。 

 

（教育指導課長）文部科学省からの通知もありまして，国内旅行の手引きというものが

旅行業関係者の方々からガイドラインが出ています。その中でバスの利用については，

隣同士や前後で座っても大丈夫で，大声で叫んだり，大声でしゃべったりしない，マ

スクを着用するといった制限もあるのですが，そういったことを踏まえた上で利用は

可能であると聞いております。そういった自分たちの身を守るということも含めて学

習をしていただけたらと思います。 

 

（福嶋委員）スペイン村などは子どもたちも喜ぶと思いますが，熊野古道は子どもたち

には辛いかなと思います。スペイン村は入っているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）今のところの予定で考えていただいている学校も多いです。 

 

（下古谷委員）バスの運行に関しては，普通に２人掛けなら２人座って，ただマスクな

どは付けてということであったのですが，気になったのが，食事の時はマスクを外し
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て食べるということになりますので，テーブルをはさんで両側で食べるというのは避

けて，片側だけで食べるなどというような配慮もあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）食事，又は宿泊先での食事においては，基本的に３つの密を避けるよ

うな対策をそれぞれで取っていただくということで，お願いをしております。なお，

バイキング形式ではなく，一人ひとりのセットメニューになったものを提供していた

だくようにということもガイドラインに載せさせていただいております。そういった

内容での食事のとり方をお願いしているところでございます。 

 

（下古谷委員）そうするとお弁当のようなかたちのセットを子どもたちはいただくとい

うことですね。 

 

（山中委員）鳥羽の一流旅館に泊まるような学校もあるとお聞きしたのですが，今まで

修学旅行を受け入れたことがないようなところで，若干心配する声も聞きました。小

学校ですと，どうしても騒ぎますし，どうしてそのような一流旅館が受け入れを決め

たのか疑問なのですが，その辺の配慮というか，どのようなことができるのかわかり

ませんが，各学校から悩みが出てきたら，相談にのってあげてほしいと思います。 

 

（教育長）しっかりと要望など受け止めながら，安全で安心な，思い出に残る修学旅行

にしていきたいと思っております。 

 

（福嶋委員）中体連のことについて，鈴鹿と亀山で交歓試合ということですが，鈴鹿と

亀山の中学校の校数はどのくらいになるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）鈴鹿市の公立中学校１０校と私立中学校が１校，亀山市は３校です。

鈴鹿市と亀山市の全部の中学校が交流をするということですので，鈴鹿市と亀山市の

交流ではなくて，その２市が集まった中体連の交流という交歓大会になります。 

 

（福嶋委員）それぞれトーナメント形式ということになるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）勝ち抜きや，リーグ戦を行ってから順位決定戦というところもござい

ますので，種目によって様々です。 

 

（福嶋委員）生徒たちは喜んでいると思います。 

 

（教育長）中体連の最後の大会がなくなっての開催ですので，本当に喜んでいると思い

ます。なるだけ短縮するということもしながらになりますが，楽しみにしていると思

います。 

 

（吉澤委員）この大会で優勝や準優勝した場合に，上の大会は臨むことができるのでし
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ょうか。 

 

（教育指導課長）鈴亀地区の大会が中止になった背景には，県の大会が中止ということ

が事前に決定されていまして，それに伴って，この鈴亀地区の交歓大会の上につなが

る大会というのは実施しないということです。 

 

（教育長）委員の皆様も応援していただけたらありがたいと思います。 

 

（教育長）それでは，ほかに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）｢令和２年８月教育委員会定例会及び懇談会の開催について｣をお願いします。 

 

（参事兼教育総務課長）８月定例会でございますが，令和２年８月１２日（水）午前９

時から教育委員会室において，開催したいと存じます。また，定例会終了後に令和元

年度教育委員会活動の点検・評価についての懇談会を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,教育総務課長が説明いたしました日時，場所におい

て，それぞれの会議を開催することにいたします。それでは，これをもちまして令和

２年７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。 

 

 

 

７月教育委員会定例会終了 午後２時４５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 吉澤 時子 


