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平成３０年１月定例教育委員会会議録 

１．日  時    平成３０年１月１１日（木）午後２時 

２．場  所    泉佐野市役所４階 庁議室 

３．出席委員   教育長                奥  真弥  

教育長職務代理者           北浦 秀樹 

委 員                南 一早枝 

委 員                畑谷 扶美 

委 員                山下 潤一郎 

委 員                中村 スザンナ 

委 員                赤坂 敏明 

４．説明のために出席した職員の職、氏名 

教育部長              上野 正一 

施設担当理事            福島 敏 

文化財担当理事            鈴木 陽一 

スポーツ推進担当理事          谷口 洋子 

         教育総務課長            樫葉 浩司 

         教育総務課教職員担当参事      十河 統治 

教育総務課施設担当参事       田中 伸宏 

教育総務課給食担当参事       藪  剛司 

         学校教育課長            上田 和規 

学校教育課学校指導担当参事     明渡 賢二 

学校教育課人権教育担当参事     和田 哲弥 

青少年課長             山隅 唯文 

    （庶務係）教育総務課長代理兼係長       北庄司 俊明 

5．本日の署名委員 委 員               中村 スザンナ 
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議事日程 

  （報告事項） 

報告第 1 号  放課後児童健全育成事業等委託業者の決定について（学校教育課） 

報告第 2 号 教育委員会後援申請について 

報告第 3 号 教育委員会後援実施報告について  

 

  （午後２：００開会） 

 

奥教育長 

   ただ今から平成３０年１月の定例教育委員会議を開催します。 

  本日の傍聴はありません。 

本日は委員全員が出席しているため、会議が成立しています。 

本日の会議録署名委員は、中村委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

それでは、本日の審議に入ります前に、１２月定例教育委員会議の会議録についてご確認をお願

いいたします。委員の皆様で何かお気づきの点がありましたら、お願いいたします。 

 

（各委員 「異議なし」の発言あり） 

 

無いようでございますので、会議録の確認は終了させていただきます。恐れ入りますが、山下委

員は後ほど署名をお願いします。 

 

奥教育長 

それでは、本日の審議に入りたいと思います。 

はじめに報告第１号「放課後児童健全育成事業等委託業者の決定について」を議題といたします。 

報告をお願いします。 

 

上田学校教育課長 

 報告第１号の「放課後児童健全育成事業平成３０年度委託事業者の決定について」説明させてい

ただきます。 

  資料 1 の「泉佐野市放課後健全育成事業及びおおさか元気広場推進事業業務委託プロポーザルの

審査結果について」をご覧ください。 

  本市の放課後児童健全育成事業は、保護者が就労等の理由により昼間家庭にいない、小学校に通

う子どもたちに、家庭に代わる生活の場を提供し、適切な遊びや指導を行い、児童の健全な育成を

図ることを目標に行っている事業です。また、おおさか元気広場推進事業は、全ての児童を対象に、

土曜日や長期休業期間において、安全で安心な子どもの居場所づくりを推進する事業でございます。

両事業は一体的な運用をするため、一括で事業者の公募を行い、泉佐野市放課後児童健全育成事業

及びおおさか元気広場推進事業業務委託事業者選定委員会（以下選定委員会という。）を設置し、選
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定を行った結果、次のとおり最優秀候補者を選定いたしました。 

 １．業務名は、泉佐野市放課後児童健全育成事業及びおおさか元気広場推進事業業務委託でござ

います。 

  ２．事業の実施期間は、平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの３年間としており

ます。 

  ３．平成３０年度以降の変更点としましては、学童保育の対象学年につきまして、平成２９年度

は、小学校 5 年生から６年生までの受入を長期休業期間のみ行いましたが、平成３０年度は、通常

期も含めて小学校 1 年生から 6 年生まで受入を開始することとしました。 

  なお、おおさか元気広場推進事業については、変更点はございません。 

  ４．選定の経過ですが、募集要項等の配布は平成２９年８月８日から８月２１日まで、現地説明

会は８月２２日、質疑の受付は８月２２日から８月２５日まで、質問に対する回答は９月１日、応

募期間９月８日から９月２２日まで、選定委員会については、第１回が 10 月 2 日で選定基準等の審

査を、第 2 回が 10 月 10 日でプレゼンテーション・候補者の選定といった内容で行ったところでご

ざいます。 

  ５．選定の結果は、最優秀候補者を株式会社セリオと決定しました。 

  ６．選定方法及び選定基準については、選定委員会を開き、選定基準の審議及びプレゼンテーシ

ョン（内容説明・質疑）による審査を実施し、評価を行いました。なお、選定委員については、保

健医療福祉施設等の関係者 1 名、保護者代表 1 名、市関係者 3 名の計５名で、選定基準は各委員の

評価点の合計点が最高のものを最優秀候補者として選定し、選定委員一人あたり評価点 100 点×5

人＝500 点満点とし、適否のラインは、満点の 60％（300 点）以上といたしました。 

  ７．最優秀候補者の選定理由は、企業評価、業務遂行能力評価、コスト評価の総合評価において、

審査委員全員の得点が満点の６０％以上の 300 点以上の要件を満たし、413 点となりましたので、

最優秀候補者として選定しました。 

  なお、平成２９年市議会の１２月定例議会において、平成 30 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31

日までの３ヶ年の債務負担行為予算を議決いただいておりますので、株式会社セリオとは、今後、

契約を締結し、3 月 31 日までを準備期間として進めいていくものでございます。 

 次に、平成３０年度の留守家庭児童会の入会のご案内ですが、1 月 4 日より、各小学校の留守家

庭児童会及び学校教育課の窓口に申込用紙を置くとともに、市報 1 月号及び市のホームページへの

掲載によりお知らせをしているところでございます。 

  申込期間については、1 月 9 日から 2 月 4 日まで、申込・受付時間は、各留守家庭児童会で月か

ら金曜日の午後２時から午後５時、土曜日の午前 9 時から午後 5 時、また、1 月 28 日(日)、2 月 4

日(日)の両日は生涯学習センターの講座室で午前 10 時から午後 4 時 30 分まで受付をいたします。 

  なお、入会の決定につきましては、保育の必要度で選考し、3 月上旬に可否を通知する予定でござ

います。 

  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

奥教育長 

   ただ今の報告について、ご意見ご質問ございましたらお願いします。 
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北浦委員 

   こういう事業は今の世の中でより一層重要性、必要性が出てきていると思います。想像するに、

年々制度を利用する児童が多くなっていると思いますが、実情はどのようなものですか。 

 

上田学校教育課長 

   セリオさんに委託するようになって入会児童は確かに増えてございます。 

      今後 3 年間の見通しは、児童全体の人数ですと、少し減少傾向になる見込みになっております。

今回、今の教室など施設の範囲の中で 6 年生まで引き上げさせていただくことにつきましても、過

去の児童数の推移などを参考にして、3 年先までは現状のキャパシティで受け入れができるであろう

という試算に基づくもので、30 年度より 6 年生まで引き上げさせていただくという形で進めさせて

いただきたいと思います。 

 

北浦委員 

   入会の案内に「保護者のいずれもが働いているか、病気などの理由で保護者が昼間不在になって

いる」と書いてありますが、このような家庭に限るのですか。共稼ぎではないけれども、いい事業

だから子どもを参加させたいというのはだめですか。 

 

上田学校教育課長 

   共に働いているなり、ご家庭で子どもを見ることができない状況でないと入会できないというこ

とになります。入会に際し、就労等の証明書などが必要になっています。 

 

中村委員 

   延長しても午後 7 時までしかお世話していただけないということで、季節によっては暗い時間帯

がありますが、下校は本人ひとりで帰らすのでしょうか。保護者が迎えに来るのが前提でしょうか。

よく１人で下校しているお子さんをお見かけしますが、安全面の評価はどうだったのでしょうか。 

 

明渡学校教育課学校指導担当参事      

   延長を希望されていないところは５時になったら帰らせていると思います。冬は暗くなるのが早

いので 4 時半に帰らせています。延長になったところはお迎えにきてもらうということで線引きを

しています。 

 

中村委員 

   学校は場所を提供しているだけで、セリオさんに安全面等はすべてお任せしているということで

すよね。 

 

上田学校教育課長 

   はい、そうです。 
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中村委員 

   延長料金は別途いくらかかりますか。 

 

上田学校教育課長 

   ６時までの場合は 1,000 円、7 時までの場合は 2,000 円です。 

 

赤坂委員 

   セリオさんの 3 年前の評価と比べて、今回、点数的には上がっていますか。 

 

上田学校教育課長 

   先程の選定基準で 500 点満点中 60％の 300 点を超えているかが適否の基準になりますが、今回

のセリオさんは 413 点でございました。 

評価の中で、今まで３年間事業をやっていただいた実績も反映されたのかなと思います。具体的

には、委託されてから入会児童さんが増えているという点、利用者のアンケートの中で高い評価を

いただいている点でございます。 

 

赤坂委員 

   大阪府の中でセリオさんに委託している自治体が多くあると思いますが、どの程度の自治体が委

託されていますか。 

 

上田学校教育課長 

一番大きいのは大阪市の実績でして、大阪市で 70 の施設の実績があります。その他では、田尻町、

西宮市、愛知県豊明市、千葉県浦安市、東京都江東区、板橋区といったところで、本市を含め全体

では１２５施設となります。 

 

奥教育長 

他ございませんか。 

無いようでございますので、以上で報告第１号を終わります。 

次に、報告第２号「教育委員会後援申請について」を議題といたします。報告をお願いします。 

 

樫葉教育総務課長 

   教育長専決により教育委員会の後援名義使用を承認した事業について、報告資料第３５号に基づ

いて説明。 

   新規 4 件、継続 2 件、計 6 件の事業内容について一括で報告 

 

奥教育長 

   ただ今の教育委員会後援申請について、ご意見ご質問ございましたらお願いします。 
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南委員 

「くらたんワイワイ祭り」について、対象範囲が泉州地域と広いですが、自由参加なのか、何人

くらい参加者を見込んでいるのか、対象が小中学生なのかを教えてください。 

 

上田学校教育課長 

   募集は幼児から大人までの家族で 200 名という定員になっております。泉州地域ということで岬

町から泉南市、阪南市、田尻町、熊取町、泉佐野市、岸和田市の教育委員会が後援するということ

でございます。 

 

畑谷委員 

   岬町から岸和田までということは泉佐野の子どもたちも参加できるのでしょうか。参加申込書か

何かが学校のほうに連絡はあったのでしょうか。 

 

奥教育長 

   校園長会では案内がありましたか。 

 

明渡学校教育課学校指導担当参事 

   校園長会では紹介させていただいていませんが、直接、学校へ案内がいっています。 

 

南委員 

   これは今年から新規で始める事業ですか。後援名義が初めてということですか。 

 

上田学校教育課長 

   少なくとも去年は行われていたみたいです。後援名義は初めてです。 

 

赤坂委員 

   「くらたん」というのはどういう意味ですか。 

 

樫葉教育総務課長 

   くらげのような形のマスコットキャラクターです。 

 

中村委員 

   「親子で学ぶ全国学力テスト 学習会」の主催者は大阪府の特定非営利法人ですか。 

 

樫葉教育総務課長 

   代表者の方の住所は泉佐野市です。 

 

奥教育長 
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   これはＴＯＳＳの関係の方がされていると思います。 

 

中村委員 

   参加費用は必要ですか。 

 

上田学校教育課長 

   無料です。 

 

北浦委員 

   「親子で学ぶ全国学力テスト 学習会」について内容が継続するものではないとなると、来年の

３月を今承認するのはおかしいと思います。１年以上先の案件でもいいのですか。 

 

奥教育長 

   ４回を一貫してやるということで申請をあげられたと思うのですが、連続講座ではないにしても、

バラバラではないことは確かですね。 

   なかなか B 問題を解くのは難しく、学校も慣れさせるために練習問題をしたりします。この学習

会は具体的な問題を通して、こんなふうに考えるのですよということを子どもたちや保護者に教え

るセミナーだと思います。入試対策的なことではないので、後援してもいいかなという判断なので

すが。 

   

南委員 

   後援名義に係る期間についての決まりはありますか。 

 

北庄司教育総務課長代理兼係長 

   規約等では後援名義の期間についての区切りはないと思います。 

チラシにも４回分、３１年３月までの開催日が掲載され、一つの事業の計画で申請いただき、目

的も合致しております。 

以前もＴＯＳＳさんでバラバラに数回開催するものがあり、ある程度同じようなものはまとめて

くださいという委員会議でのご意見もありましたので、今回もまとめさせていただきました。 

 

北浦委員 

   主催者、目的、内容が変わらないということですね。 

 

赤坂委員 

   「第９回いじめ撲滅こどもボクシング大会」についてですが、「いじめ撲滅こどもボクシング大

会」が９回目なのか、それとも、「いじめ撲滅運動」が９回目で今年はサブタイトル的にボクシン

グをするのかどちらですか。 
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樫葉教育総務課長 

   ボクシング大会が継続して行われているようです。いつもは大阪市内などで、ボクシングジムの

方が主催でされていますが、今回は岸和田のＮＰＯ法人が主催で、タイアップして岸和田市で開催

してもらうということのようでございます。 

 

奥教育長 

他にありませんか。 

無いようでございますので、以上で報告第２号を終わります。 

次に、報告第３号「教育委員会後援実施報告について」を議題といたします。 

報告をお願いします。 

 

樫葉教育総務課長 

報告第３号「教育委員会後援実施報告について」ご説明いたします。報告資料３号「教育委員会

後援実施報告一覧表」をご覧ください。報告件数は今回 7 件でこれらは以前に教育委員会で後援承

認したものであり、実施報告ということで、報告資料第３号をもって報告にかえさせて頂きます。 

 

奥教育長 

ただいま報告がありましたが、委員の皆様でご意見、ご質問等がございましたらお願いします。 

   無いようでございますので、以上で報告第３号を終わります。 

 

奥教育長 

   続いて、その他に移らせていただきます。 

   何かありませんか。 

 

鈴木文化財担当理事 

   歴史館いずみさの冬季企画展ということでチラシをお配りしています。タイトルは「昔の道具展」

ということで、毎年この時分にさせていただいている企画展でございます。今年は漁具とくらしと

いうサブタイトルにもございますように、初めて漁具を中心にした展示をしようという企画でござ

います。案外、漁具が残っていないということがございまして、本市でも漁具の収集があまりない

のですが、今回６５点ほど展示するということでございます。なかなかありそうでないものをとい

うことで珍しいものもあると聞いておりますので、ご覧いただければと思います。 

期間は今週の土曜日からでございます。期間中の３月１０日には企画展講演会といたしまして、

弥生文化博物館から「古代の船と漁業」ということで講演会に来ていただけるようになってござい

ます。３月２５日まで開催しておりますので、足を運んでいただけたらと思います。 

以上です。 

   

奥教育長 

ただいま報告がありましたが、委員の皆様でご意見、ご質問等がございましたらお願いします。 



 

 

9 

無いようでございますので、他の件で何かありませんか。 

 

山隅青少年課長 

   成人式についてのご報告をさせていただきます。 

委員の皆様には、成人式へご出席いただき、ありがとうございました。皆様のご協力をいただき

まして、概ね予定時間で終えることが出来ました。 

今回、新成人の対象者が 1,217 名、男女別では、男性 606 名、女性 611 名でございました。参加

者数でございますが、合計で 823 名の方にご参加いただきました。男女別では、男性 396 名、女性

427 名でございます。対象者数に対する参加率は 67.6％で、前年の対象者数が 1,235 名、参加者数

825 名、参加率 66.8％というところでしたので、似たような数字で推移してございます。 

報告は以上です。 

 

奥教育長 

ただいま報告がありましたが、委員の皆様でご意見、ご質問等がございましたらお願いします。 

 

中村委員 

   熊取町では式典の第二部で記念撮影をしたそうで、泉佐野市でも何年か前に記念撮影をしていた

と聞きました。記念撮影をしていた時の話はご存知ですか。 

 

山隅青少年課長 

   私の若いころは駅前の市民会館で、南海泉佐野駅の屋上からカメラマンの方が撮っていたという

記憶がございます。 

 

上田学校教育課長 

平成 2 年か 3 年頃に青少年課におりまして、写真を撮る担当をしていたのですが、式典が終わっ

た後、ロータリーに集合していただいて何枚か撮って、撮った写真は出席していただいた新成人の

方にお送りさせていただいていました。 

その後、市民会館から泉の森ホールに会場が移ってから、いつまで撮っていたかなどの状況はわ

かりません。すみません。 

 

中村委員 

   去年までは、日根野高校、佐野工科高校、佐野高校の校長先生が出席されていましたが、今年は

地域でのご活躍の方々が多かったように思いました。ご案内はあったのですか。 

 

山隅青少年課長 

   各学校へはご案内を送らせていただいていますが、ご出席は任意ということですので。ご欠席の

ご連絡をいただく方もありますし、ご連絡が無くてご欠席という方もございます。 
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山下委員 

   他の来賓の方とも話していたのですが、誰か野次を止める人がいなかったのでしょうか。 

 

田中教育総務課施設担当参事 

   あまりいい野次でなかったので、青少年課の職員に近くに行って制止するように言ってもらいま

した。居る間は大人しくしていましたが、終わったなと思って帰ってくると、また少ししゃべって

いたということです。一応対処はしましたが、もっと長い間居らせたらよかったなと思っておりま

す。 

 

山隅青少年課長 

   来年度は何とか 1 人そういう役を置きたいなと考えております。 

 

奥教育長 

他にありませんか。 

無いようですので、他の件で何かありませんか。 

 

谷口スポーツ推進担当理事 

   年末に行ってまいりましたスポーツ交流事業の報告がまとまりましたので、報告させていただき

ます。 

事業の趣旨としましては、市内の小中学生に日常では体験できないスポーツを体験してもらって、

スポーツへの興味や関心を高めることです。又、現地小中学生との交流を計画しておりました。  

   場所は駒ヶ根高原スキー場で、派遣人数につきましては、定員 20 名の公募で、最終的には 14 名

申し込みしていたのですが、当日になって熱を出して行けない子が 1 名いましたので、13 名という

ことでした。内訳については報告書に書いてある通りでございます。 

２泊３日の詳しい内容はお配りしているしおりをご覧いただけたらと思います。 

今回、駒ケ根市スキー協会のほうに非常にご協力をいただきました。駒ケ根市では今年は２７日

に中学生の終業式があったということで、前日に終業式を終えた小学生の子どもさんしかご参加い

ただけず、３年生から５年生までということでしたので、泉佐野から参加の子どもたちよりもちょ

っと小さかったです。交流の内容については、みんなが参加できるよう、ゲレンデでグループ分け

をして、雪玉でタワーを作って競争したり、スノーマシーンの体験、雪に埋まっているスーパーボ

ールを探し出す宝探しをしたりしたあと、子どもたちみんなでりんごパイを食べました。短い時間

だったのですけれども、年末の忙しい中ご協力いただいて、本当にいい交流ができたと思います。 

今回、特にスポーツ推進委員さん同士の交流はなかったのですが、現地のスポーツ推進委員会々

長が朝来てくださって、子どもたちの交流が終わるまでずっと一緒に参加して下さいました。 

子どもたちも、スキーの講習が１日目２時間、2 日目４時間、３日目２時間の計８時間あり、本当

に大変だったと思いますが、頑張って受講しました。講習は２班に分けまして、中学生と経験者が 1

班、小学生が２班ということでしたが、中学生の子の上達が速く、２日目の昼には、500ｍくらいの

割と斜面の傾度の少ないところですけれども、リフトに乗って上から滑って降りてくることができ、
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次の日は、２回降りてきました。小学生グループの子も２回リフトに乗って降りてくることができ

て、自信がついたのではないかと思います。先生方も非常に熱心に指導して下さいまして、４回と

も同じ先生が同じグループを受け持ってくださったので、子どもたちも楽しく講習できたのかなと

思っております。 

早急にまとめたアンケートですが、全員楽しかったというふうなことを書いていただいています。

スキーができてうれしかっただけではなくて、１人でお申込みいただいた子どもたちが多かったの

ですが、友だちが増えたとか楽しかったとか書いてくれているので非常に良かったなと思います。 

スキー講習会は、わかりやすかった 11 名、難しかった２名ということで、スキーですのでなかな

か指導されたとおりに先生のところに滑って行けずに、ひっくり返ったということもありました。

リフトに乗って上に登った時は、先生１人で７～8 人をみてもらうとなかなか大変ですので、スポー

ツ推進委員さんが各班についてくれまして、先生には全体的な指導をしてもらって、行きたい方に

行けなくてスキー板が外れてしまった子どもたちには、スポーツ推進委員さんがその場に行って、

板を履かせてあげるなど、サポートしていただきました。 

次回も参加したいですかというところではほぼみんな参加したいと回答しています。 

感想はいろいろありますが、概ね、すごく楽しかったので来年も行きたいですという感想を寄せ

ていただきました。 

報告書の最後にあります今月の５日ですが、児童４名とスポーツ推進委員５名が市長を表敬訪問

させていただき、非常に楽しかったと報告させてもらいましたところ、市長から来年度も場所を探

してどこか行こうかと言ってくださり、とてもいい体験ができたのではなかったのかなと思います。 

以上です。 

 

奥教育長 

ただいま報告がありましたが、委員の皆様でご意見、ご質問等がございましたらお願いします。 

 

中村委員 

   物産店では、子どもたちはどのようなものを買われたのですか。 

 

谷口スポーツ推進担当理事 

   おうちの方に野沢菜を頼まれたからと、お漬物を買ったり、ケーキやおせんべいを買ったり、お

小遣いは一応 5,000 円までということでしたが、楽しんで買っていました。 

時間もきちんと守ってくれて、中学生が各部屋の班長になってくれていまして、食事の時間にな

ったら班長が責任をもってみんなを食事の場所に連れてくるなどしてくれていました。 

 

奥教育長 

   他にありませんか。 

 

無いようですので、教育長報告に移らせていただきます。 

今回は来週ということですので、校園長会でお願いすることをお話させていただきます。 
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はじめにの部分で、3 学期は短い時間ですけれども、本年度の総括とリーダーシップを持って次年

度の方針、方向性を出してくださいというお話をさせていただきたいと思います。 

市教委としても 3 つの課題意識を持っていただきたいということで、1 つ目は、新学習指導要領の

移行期間中なので適切な準備を行うということです。2 つ目は、それぞれの学校が学力向上、他のこ

とについてもそうですけれども、校長先生方の主義主張を何々イズムということで、もっともっと

出していただけたらと思っておりまして、そういうことを課題意識として持ってくださいというお

話をさせていただけたらと思います。そのためにも、学校会議、各種会合、ホームページなどを通

じてどんどん発信していく必要があるのですが、ホームページの更新も私どもも一定期間待ってみ

ましたけれども、出来ているところと出来ていないところがあり、かなり情報を入れてくれている

学校もあるのですが、全国的な都市の学校のホームページを見させてもらったら、まだまだ出来て

いないところもありますので、そういったことを通じて、校長先生のリーダーシップを発揮してい

ただいて、それぞれの学校の特徴、特色を出していかなければならないというのが 2 つ目の課題意

識です。3 つ目は本当に先生方が厳しい状況の中で勤務していただいているのですけれども、ノーク

ラブデイや一斉退庁の日などを設定しながら、先生方の働き方の意識改革をということで、自分自

身の健康を一番大事に考えて、健康があってこその教育活動だということをきちっと言わせてもら

おうと思っております。 

2 番目につきましては、それを受けて、次年度の計画をしていただくなかで、次の 3 つのことにつ

いては留意していただきたいということです。１つ目は学ぶ力を引き出すということ、2 つ目は今年

も心無い言動がたくさんありましたので、人を大切にする気持ちを育てるような教育をしっかり次

年度計画にも位置づけてやってくださいということ、3 つ目は協働ということで、学校内外、とにか

く、教育は学校だけでは完結しないということでございますので、地域連携、家庭連携をしっかり

やっていくということです。 

3 番目は評価育成システムのなかで校長面談をさせていただき、評価させていただくわけですけれ

ども、面談では、次年度へ向けた、とりわけ学力面と生徒指導面の 2 つについての改善点を必ずお

聞きしますということを言わせてもらおうと思っています。 

4 番目その他では、これは教育委員さんにも出席をお願いしますが、1 月 20 日 10 時半から生涯

学習センターにて教育委員会表彰があるということで、そのお願いと、2 つ目が昨年末に市民協働課

から話があった件で、中国四川省成都市の新都区と友好都市提携を結んでいるところなのですが、

今回は成都市の私立の小学校の校長先生はじめ関係者 6 名が来日され、ぜひ小学校を見学、交流さ

せていただきたいということで、2 月 9 日に第二小学校へ訪問していただくという報告です。３つ目

が、第 5 回を迎えるＳＡＮＯリンピックについてということで、今回は長縄、集団ジャンプとか、

個人種目としては二重跳びや交差跳びなどを種目としまして、どの子も体力づくりで取り組んでい

ると思いますので、ご協力をお願いしますということをお話させていただきたいと思っております。 

私の報告は以上でございます。 

私の報告で何かご質問等ございますか。 

 

無いようですので、本日の委員会に付議されました議題はすべて終了いたしました。 

次回の２月定例教育委員会会議は、２月９日の金曜日、午後２時から、市役所 4 階庁議室で開催
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いたします。 

それでは、これをもって本日の会議は終了いたします。 

 

（午後 2 時 56 分閉会）  


