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令和２年 10月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和２年 10月 20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），文化財課長（野呂和伸），子ども育成課

保育幼稚園グループリーダー（富尾文哉），書記（鈴木明），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）令和元年度教育委員会活動の点検・評価報告書について    （教育総務課） 

（２）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） 

（３）就学等に関する規則の一部改正について           （教育指導課） 

（４）鈴鹿市考古博物館条例施行規則の一部改正について       （文化財課） 

 

６ 報告事項 

（１）令和３年度幼稚園児募集結果について           （子ども育成課） 

 

７ その他 

（１）令和２年 11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２年１０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，福嶋委員にお願いいたします。 

 

（教育長）議事に入ります前に，10月１日付けをもちまして，教育委員会委員に再任さ

れました下古谷博司委員に，御挨拶を賜りたいと存じます。下古谷委員，よろしくお

願いします。 

 

（下古谷委員）10月１日から引き続き教育委員として，また頑張らせていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。昨今は，教育業界や社会が大きく変化してい

く中で，今の小学１年生の子が平均寿命を生きたとすると，もう 22世紀に入っていき
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ます。おそらく今の子どもたちのこれからというのは，本当に社会が大きく変化する

激動の中を生き抜いていくことになるのだろうと思います。それに見合った教育をし

ていかなくてはならないということで，新指導要領が始まります。それを踏まえて微

力ながら協力できるところは協力をして頑張っていきたいと思いますので，よろしく

お願いいたします。 

 

（教育長）下古谷委員，引き続きよろしくお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第 1971号「令和元年度教育委員会活動の点

検・評価報告書について」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，地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第 26条第１項の規定に基づく，令和元年度教育委員会活動の点検・評価報告書

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，議案第 1971号「令和元年度教育委員会活動の点検・

評価報告書」について，説明申し上げます。別冊の「令和元年度教育委員会活動の点

検・評価報告書（案）」を御覧ください。教育委員会活動の点検・評価につきましては，

報告書（案）１ページに記述のとおり，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

26条第１項の規定に基づき，教育委員会の活動状況について自らが点検及び評価を行

い，その報告書を作成するとともに，これを市議会に提出し，併せて，市民へ公表す

ることが義務付けられております。なお，この点検・評価報告書（案）の内容につき

ましては，これまで，６月教育委員会定例会におきまして，担当課の評価をお示しし，

その後，教育委員の皆様及び教育長に加筆・修正していただきました。その上で，再

度，担当所属で見直し，８月には，本点検評価の協議のため，第１回教育委員会懇談

会を開催し，御意見をいただいた上で仮確定としましたことから，議案をもって内容

の説明に代えさせていただきたいと思います。なお，懇談会の際に評価の総論が必要

との御意見をいただきましたので，４ページの（８）に，「令和元年度教育委員会活動

の点検・評価の総括」の追加をさせていただきました。また，７ページ以降の大半の

基本事業におきまして，文字の大きさを統一する為に，２ページにわたるように，レ

イアウトの変更を行いました。その後，外部の学識経験者の評価としまして，三重大

学の須曽野教授及び瀬戸教授に懇談会終了後の８月から９月にかけて，御意見をいた

だき，５２ページ以降に掲載しております。両氏の御意見を一部紹介いたしますと，

須曽野教授の御意見では，５２ページからの各基本事業に対する御意見をはじめ，  

６７ページの「おわりに」におきまして，「学習用のコンピュータを準備・配付すれば

終わり，ということではなく，それを「狩猟社会」「農耕社会」「工業社会」「情報社会」

に続く Society5.0の社会で，そして With Coronaの時代に，児童生徒にとって学習効

果がある学び，そして，効率よく魅力的に学ぶことが今，大事になっています。その
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ために，学校内や家庭でよりよく学べる学習環境の整備が必要です。全市で組織的に

取り組まないといけない課題です。」との御意見を頂戴しております。続きまして， 

６８ページからの瀬戸教授の御意見でございますが，「５ 特別支援教育の充実」にお

いて，「特別支援教育においては，なかなか支援ファイルや個別の教育支援計画作成が

100％にいたらない点が気にかかる。支援ファイルの作成においては家庭との連携が必

要なため，その点での困難さを有する場合もあり，やむを得ないこともあろう。しか

し，学校における個別の支援計画は必要な児童生徒全員に対して作成すべきものであ

り，達成できないとしたら何が要因なのかその分析をさらに進めていく必要がある。

将来的には支援ファイルや個別の教育支援計画は，個々の児童生徒の援助ニーズに応

じて不登校など対象児童生徒を拡大することが，一人でも多くの児童生徒がきめ細や

かな途切れのない支援を受けていくことにつながっていく。そのためにもこの領域の

さらなる充実を願いたい。」との御意見を頂戴しております。この度，一次評価から学

識経験者の評価までの過程を踏まえまして，最終案を報告書としてまとめましたので，

議案として提出させていただきました。次に，今後の予定でございますが，本日，本

議案について御承認をいただきましたら，法の趣旨に基づき，市議会 12月定例議会の

開会日に，本点検・評価報告書の冊子を市議会へ提出いたします。また，市民への公

表については，市議会への提出後，総務課の「情報コーナー」や教育総務課窓口で閲

覧できるように冊子を設置するとともに，教育委員会のホームページに掲載する予定

でございます。また，点検・評価報告書を公表した旨を，「広報すずか」の 12 月５日

号に掲載するなどして周知を図ってまいります。 

 

（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）４ページの（８）のところで，今回，年間を通して点検・評価の総括という

ことで書いていただいていますが，反省点や今後の教育施策への意気込み，決意が表

されていて，大変わかりやすく理解することができました。とても意味のあることだ

と思いますので，今後も是非載せていただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）この点検・評価報告書というのは，議会に提出して，公表するということ

が最終の目的となっていますが，例年，議会ではどのような反応や御意見があるので

しょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）直接この報告書に対してではなく，大きく教育問題として市議

会議員自身の活動や調査研究なども含めて，関心のある教育テーマに沿った成果指標

というのは，深く見られているところですので，今後の議会での一般質問や委員会で

の資料などの議員活動として，勉強される情報源の一つとして御活用されていると考

えています。 

 

（山中委員）私も総括について，文節が短く，うまくまとめられていて，わかりやすい

という感想を持ちました。この総括を入れていただいたことを感謝いたします。もう
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一点は，外部評価の先生方が本当に丁寧に見ていただいて，細かく評価もしていただ

き，ありがたく思います。認めるところは認めていただき，結構課題もたくさんいた

だいており，たくさん宿題をいただいたと感じます。例えば須曽野先生の意見の中で，

「早急に」などの言葉に敏感に反応していく必要があるのではないかと思いますので，

是非ともお二方の意見を参考にしていただきたいと思います。来年度，再来年度に向

けて，全てに力を入れるというのは大変なことですので，取捨選択しながら一番必要

なことは何なのかということに活かしていってもらいたいと思います。 

 

（下古谷委員）今回，総括やお二方の御意見等も含めて，より良いものになってきたと

感じています。少し小さかった字も大きめに整えていただいて，読みやすくなったと

感じています。お二方の先生が出していただいた課題等というのは，これから一つず

つ解決をしていってほしいと感じています。それといくつかタイプミスがありました

ので，修正をお願いしたいと思います。63ページの「６－１ 開かれた学校・幼稚園

づくり」のところで，最初の文字のところは１文字下げて始まると思います。それと

64ページの「６－３ 就学前の保育・教育の体制づくり」の最後のところで，丸があ

りません。ほかにもいくつかあったと思います。これはおそらくワードで入力してい

て仕方ないと思いますが，62 ページの真ん中くらいで，「不登校に至ることが懸念さ

れる」の下のところに「６，４１０時間」とあり，６と４の間のコンマでぐっと開い

ているので，少し読みにくいと思います。6 で切って，410と間違える方が出てくるか

もしれませんので，考えていただければと思います。 

 

（教育長）皆様方にお世話いただきました点検・評価報告書を活かして，さらに教育振

興に尽力していきたいと思っておりますので，引き続きよろしくお願いいたします。 

 

（福嶋委員）外部評価いただいたお二方の意見を拝見していると，個々に課題はたくさ

んありました。人的資源の確保と，教員間の共通認識を深めるというのが指摘によく

上がっていて，そういう面ではその２つが大きな課題なのかと再認識をしました。人

的資源の確保というのは，経済的な面があって難しいところはあるのですが，いろい

ろ工夫をしたりとか，予算の関係でも頑張っ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 1971 号「令和元年度教育委員会活動の点検・評価報告書」について，

語句の修正はございますが，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 1971 号を原案のとおり承認いたします。

それでは，次に議案第 1972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。 
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（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

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 1972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，学校給食において，本年４月と５月に新型コロナウイルス感染症拡大防止

の影響を受けた市内産野菜の地産地消を推進している事業者，及び鈴鹿市学校給食協

会を支援するため，「鈴鹿市学校給食地産地消推進事業者奨励金」及び，「鈴鹿市学校

給食協会支援金」を創設するための改正でございます。国の新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用して実施する補助金等交付事業で，本市が行ってい

ます鈴鹿市教育委員会補助金等交付要綱に新設する必要が生じたための一部改正であ

ります。専決処分に至った経緯でございますが，交付対象である補助金交付対象者へ

速やかに補助金の交付を進めるために専決処分を行いましたので，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６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ございます。３ページ，４ページが改正後，５ペー

ジ，６ページが改正前で，下線で示されている部分が改正箇所でございます。 

 

（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）この補助金で４，５月に影響を受けた業者さんが潤うことができるのでし

ょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）業者さんが潤うということではなく，この事業には，２つの補

助金の考え方を持たせております。一点目は，地産地消の学校給食の奨励金として，

これは事業者の中でも地産地消の推進のために一時的に６月から再開することによっ

て地産地消による食材の供給が滞らないように学校給食の中止期間中におきましても，

その体制を維持していただいていたということで，事業者の地産地消の維持と鈴鹿市

としても教育振興基本計画の中で学校給食での地産地消の推進というのを掲げている

ことから，４月，５月が終わった後に，そこの事業者が地産地消の供給はできません

ということではなく，体制を維持してもらったことに対して奨励金を交付する制度を

設けさせていただきました。もう一つの学校給食協会の支援金につきましては，急な

キャンセル等で学校給食協会が本来は保護者から集めたお金につきましては，給食食

材を買うために，それをプールして，そこから納入業者さんにお支払いをさせていた

だく訳ですが，どうしても急なキャンセルですと，キャンセルができずにお支払いを

しなければならない状況が出てきます。それにつきましては，納品され食材は届くの
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ですが，お金を払って納品をされた食材ですが，給食提供ができないことから廃棄す

ることにつながります。このことから６月以降再開した時に本来保護者の方から預か

った給食費が減ってしまうということに対して，不足分の支援を行うことにして，こ

の補助金制度を設けさせていただきました。 

 

（福嶋委員）潤うというより，損害を賄うことができるかという意味でした，失礼いた

しました。 

 

（参事兼教育総務課長）損害という観点からも，確かに地産地消の業者さんにつきまし

ては，支援につながっていると考えております。 

 

（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 1972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 1972 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 1973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 

 

（参事兼教育総務課長）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。 

 

（教育指導課長）それでは，議案第 1973号「就学等に関する規則の一部改正」について，

説明申し上げます。９ページを御覧ください。小学校学習指導要領の改定に伴い，昨

年度，教育委員会にて承認をいただき，本年度から使用しております小学校指導要録

の内容に合わせて，この９ページにありますように小学校指導要録抄本の様式を改正

するものであります。本様式は，本日の定例会で承認いただけましたら，公立小学校

において，本年度から使用したいと考えております。説明は以上です。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。 

 

（吉澤委員）学習状況において，全ての教科で「主体的に学習に取り組む態度」があり

ますが，先生は児童が主体的に学習に取り組むためにはどのような授業内容を準備さ

れていて，また，どのように展開されているか具体的に教えていただけますでしょう
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か。また，この態度を教科ごとに評価する時，一人ひとりの態度を見て評価するのは

とても難しいと思います。おそらく一定の基準に基づいて評価されると思いますが，

その辺も具体的に教えていただきたいと思います。 

 

（教育指導課長）この「主体的に学習に取り組む態度」という態度につきましては，子

どもたちの家庭学習の状況，または子どもが自ら考え，意見を書くノート，それから

発表する内容，具体的な子どもの思考についての意欲であったり，見取りの部分の評

価であり，またはノートを基に教員が評価するものです。そういったものを各学期に

一度，宿題や発表の内容を全て網羅した上で評価し，学年まとめて評価としているの

が現状です。 

 

（吉澤委員）３項目ずつ挙げられていますが，これに占める評価の割合というのは，だ

いたい３分の１くらいなのでしょうか。 

 

（教育指導課長）１つの評価，１つの単元で，この「知識・技能」，「思考・判断・表現」，

「主体的に学習に取り組む態度」の３つに分けられるのですが，全て３分の１ずつで

はございません。全ての単元において，それぞれに評価することになっていますので，

３分割という意味ではございません。 

 

（下古谷委員）実際に評価される時，「知識・技能」というと，丸が入るのでしょうか，

それとも点数が入るのでしょうか。 

 

（教育指導課長）これにつきましては，丸ではなく，観点別はＡ，Ｂ，Ｃで評価がされま

す。 

 

（福嶋委員）今回，外国語が入ってということですが，以前のものに比べると，今まで

使用してきた方が具体的であり，今回は抽象的というか，そういう基準になっていて，

先生方が実際に生徒それぞれに伝えやすいのかどうかというのは，いかがなのでしょ

うか。 

 

（教育指導課長）この外国語につきましては，本年度から新しい学習指導要領に則して

評価することになっておりまして，これにつきましても他教科と同じように評価基準

に則って評価することになっています。その中で，これまでは文章表記であったもの

を他教科と同じように数値での表記になるということで，国立教育研究所が作成して

おります「学習評価に関する参考資料」を参考にしたり，それぞれの先生方が子ども

の学習状況を把握した上で，評価をしているのが現状でございます。この外国語につ

きましては，本年度からですので，かなり先生方も戸惑っている部分もありますが，

教育委員会事務局も先生方の意見も聞きながらサポートしております。 

 

（福嶋委員）外国語だけではなくて，全般的に評価の仕方が今までは具体的で，分かり
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やすかったと思いますが，今回は抽象的な言葉が並んでいるので，受け取りにくいと

いうか，先生方も評価がしにくいと思います。国が考えたことではあるのですが。そ

ういった印象を受けるのですが，実際にはどうなのでしょうか。 

 

（教育指導課長）新しい学習指導要領では，これからの時代に生きる子どもたちに必要

な力というのを大きくこの３つに整理をされています。具体的に実際の社会や生活の

中で働く知識・技能，それから未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力，

そして学びを人生や社会に活かそうとする学びに向かう力，人間性の大きく３つに文

部科学省がこの学習指導要領を改定した趣旨がございます。それに則った形で学習指

導要録が整理されました。子どもたちの手元に届く通知表につきましては，これに準

じた３つの観点になっておりますが，通知表は子どもたちが理解しやすい表記になっ

ており，説明もしっかりしていただいております。 

 

（教育長）新学習指導要領の一番大きな改正点の１つが，この観点別の３つの観点をど

の教科でも３本の柱から評価をしようというのが大きな特徴だと思います。 

 

（下古谷委員）一番右側の「総合的な学習の時間の記録」の「観点」のところで，以前は

４つの項目で評価するようになっていたのが，今回は自由記入ということになってい

ます。これは何か意図があって変えたのでしょうか。 

 

（教育指導課長）以前の様式につきましても事前に評価観点を記載していた訳ですが，

新様式においては空欄とさせてもらったのは，本来これらの教育活動に関する評価の

観点については，学習活動の特質並びに学校が創意工夫を活かすということで，学校

の設置者，教育委員会ではなく，学校が適切に観点を定めるものと定められているこ

とから，今回は空欄ということにさせていただきました。前回につきましては，ある

程度指標をいただきたいということも含めて，観点を入れており，学習指導要録も空

欄としております。 

 

（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 1973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 1973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 1974号「鈴鹿市考古博物館条例施行規則の一部改正に

ついて」を，お諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（参事兼教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市考古博物館条例施行規則の一

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。 

 

（文化財課長）それでは，私からは議案第 1974号「鈴鹿市考古博物館条例施行規則の一

部改正」につきまして，御説明申し上げます。13ページを御覧ください。今回の鈴鹿

市考古博物館条例施行規則の一部改正の内容としましては，鈴鹿市考古博物館観覧料

免除規定の見直しでございます。障害者基本法では，障害の有無に関わらず，等しく

基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであると定めており，

障害者は，身体障害，知的障害，精神障害の３部門が含まれると規定されています。

現行の考古博物館条例施行規則では，精神障害者に関わる精神障害者保健福祉手帳に

ついて明記されていないことから，これを是正するために観覧料の免除規定を見直す

ものでございます。なお，詳細につきましては，鈴鹿市考古博物館条例施行規則改正

部分新旧対照表中，改正後，「観覧料の免除」に提示してございますので御審議いただ

きますようよろしくお願いします。 

 

（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。 

 

（吉澤委員）平成 18年に障害者総合支援法が改定されたために，福祉支援がさらに広が

ったことから無料になったと認識していますが，それでよろしいのでしょうか。 

 

（文化財課長）その通りです。 

 

（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 1974号「鈴鹿市考古博物館条例施行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 1974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。報告事項１番目の「令和３年度幼稚園児

募集結果について」をお願いいたします。 

 

（子ども育成課保育幼稚園グループリーダー）それでは，私からは，報告事項の１番目

「令和３年度幼稚園児募集結果」につきまして，説明申し上げます。資料の最終ペー

ジを御覧ください。９月１日から開始しました令和３年度の園児募集の結果でござい

ますが，まず，休園，開園を判断するために，９月１８日に集計した結果とその後に

１０月１日に集計した結果を記載してございます。まず，９月１８日現在の結果でご

ざいますが，箕田が１２人，椿が０人となっております。鈴鹿市立幼稚園の休園及び
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廃園基準において，入園希望を募った結果，園児数が 15人未満である場合は，休園と

なります。ただし，令和元年５月１日現在，既に園児数が 15人未満である栄幼稚園と

椿幼稚園の基準については，入園希望者が７人未満の場合は開園しないこととしてい

るため，令和３年度については，箕田幼稚園及び椿幼稚園が休園となりますことを報

告させていただきます。なお，定員を超えて申込みがされた園はございませんでした

ので抽選会は実施しておりません。次に，10 月１日時点の方を御覧ください。９月 18

日以降に申込み及びキャンセルされた方と，休園になる園に申し込まれた方の希望す

る進路を反映した人数となっています。その結果，４歳児の合計は 106 人であり，昨

年度比 59 人の減少となっており，５歳児の合計は 168 人で，昨年度比 61 人の減少と

なっております。学級数につきましては合計 16学級となり，このまま申込者数に増減

がなければ，今年度に比べ４学級減となる見込みでございます。 

 

（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。 

 

（福嶋委員）予想したようにかなり人数が減ってきたと思っています。グループリーダ

ーさんから見ると，予測された人数の減少なのでしょうか。どのように判断されてい

るのでしょうか。 

 

（子ども育成課保育幼稚園グループリーダー）昨年から幼児教育の無償化が始まり，減

少することは予想しておりましたが，個人的には思っていたより減少が大きかったと

感じております。 

 

（福嶋委員）そういった減少は，歯止めがかからなければ来年も同じように減っていく

という予測なのでしょうか。 

 

（子ども育成課保育幼稚園グループリーダー）需要はある一定数あると思っていますが，

子どもの数も年々減っていまして，この減少もおそらくどこかで歯止めがかかってく

るのだと思うのですが，これがもしかしたら数年かかるのかというのは，昨年無償化

が始まったところですので，来年以降の様子を見ないと今後の傾向というのは計り知

れないかと思います。 

 

（教育長）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。｢令和２年

11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）11月定例会でございますが，令和２年 11月 10日（火）午後２

時 30分から神戸小学校２階視聴覚室において，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 
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（教育長）御異議ないようですので,11月教育委員会定例会を令和２年 11月 10日（火）

午後２時 30分から神戸小学校２階視聴覚室において，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２年 10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。 

 

 

 

10月教育委員会定例会終了 午後２時 41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 下古谷 博司 

 


