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教育長（長谷雄二） 

 おはようございます。それでは、ただいまよ

り平成28年度第12回教育委員会定例会議を開会

いたします。 

 本日の出席日数は定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたします。 

 なお、会議録の署名委員は、会議規則第20条

第２項の規定によりまして、山崎教育長職務代

理者、長瀬委員、お願いいたします。 

 教育長報告につきましては、一覧表にしてお

ります。 

 なお、主な報告をさせていただきます。 

 11月26日、土曜日、第９回おおさかさやまこ

どもフェスティバルに山崎教育長職務代理者と

参加いたしました。 

 同日午後に狭山池シンポジウム2016。こちら

にも私と山崎教育長職務代理者が参加いたしま

した。 

 11月30日、12月定例議会、本議会のほうの初

日がございました。 

 12月４日、日曜日。人権を考える市民のつど

いに参加いたしました。 

 12月13日、府小学校校長会共同研究発表会に

出席いたしました。 

 主な活動については、以上でございます。 

 今の私の報告について、委員の皆様、ご意見、

ご質問等、ございませんでしょうか。はい、あ

りがとうございます。 

 それでは、早速ですが、議事に移りたいと思

います。 

 本日の議案でございますが、日程第１、報告

第27号、小学校の休業日の変更についてを議題

といたします。 

 担当に説明を求めます。吉川課長 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 日程第１、報告第27号、小学校の休業日の変

更についてご説明いたします。 

 お手元に別紙資料１、２、３とございます。 

まず、別紙の資料１をごらんください。 

 これは、大阪狭山市立小学校及び中学校の管

理運営に関する規則で、その３枚目、最後のペ

ージに記載されております。別表第２条関係で

すが、これは、２学期制から３学期制への変更

に伴い、学期の区切りと休業日を見直したもの

で、中学校につきましては、平成26年11月の教

育委員会議で決定し、27年度から施行していま

す。小学校につきましては、平成27年11月の教

育委員会議で決定し、今年度28年度から施行し

ています。 

 その際の変更点ですが、１学期は８月31日ま

でとあったものを８月20日までとしたもの。冬

期休業日は、１月７日までであったものを、６

日までとしたもの。さらに、夏季休業日を中学

校のみ８月27日までとしたものです。 

 合わせて、創立記念日につきましても課業日

とし、これらの変更によって小学校は２日間。

中学校は６日間の授業日数を確保することがで

きています。 

 今回、報告させていただきますのは、小学校

の休業日の変更についてです。次期学習指導要

領の改定に伴い、小学校では授業日数が増加す

る見込みですが、現行でもゆとりのない状況で

あることからスムーズに移行するためには、早

めの見直しが必要であると考えるものです。 

 続きまして、資料２をごらんください。 

 Ａ３の資料でございます。 

 これは、今年度の小中学校の主な行事をまと

めたものです。各月の一番下の欄に15、19、22

と、その月の小学校の授業日数を示しています。

３月は卒業式までを数え、これを合計いたしま

すと、今年度の小学６年生の授業日数は合わせ

て193日となります。 

 左下に表を載せております。小学校４年、５

年、６年生の時間割は、月火木金曜日は６時間。
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水曜日は５時間です。水曜６時間目のクラブや

委員会は授業時間には含まれません。 

 曜日ごとの授業日数と授業時間を掛け合わせ

て、今年１年間の総授業時間は、1,119時間と

なります。 

 学習指導要領で定められている標準授業時数

は980時間ですが、そこには行事等の時間は含

まれておりません。 

 下の右側の表は、主な行事に係る時間数をま

とめたものですが、こういった行事等で使われ

る時間を、最低見積もって少なくとも119時間

は必要となります。 

 以上のことから、今年度の総授業時間の

1,119時間から標準授業時数の980時間と、今申

しました行事に係る時間、最低見積もった119

時間を引きますと、ゆとりの時間は20時間しか

ないことがわかります。 

 その上、今年度は台風の接近で既に１回休校

となっております。６時間が欠けました。また、

この３学期はインフルエンザ等の学級閉鎖が予

想され、３日間、さらに18時間欠けてしまう可

能性がございます。その場合は授業時数が不足

してしまいます。 

 最後に、資料３をごらんください。 

 改定案と現行を比べていただきますとわかり

ますように、新しい学習指導要領では、３年生

以上の授業時数が外国語活動と外国語として35

時間増加する見込みです。そこで、先日臨時の

小学校校長会を開いて学校現場の状況をお尋ね

しましたところ、校長先生方も授業時数にゆと

りがないことや、今後の学習指導要領改定を踏

まえ、夏季休業日を変更することが望ましいの

ではないかとのご意見をいただきました。そし

て、小学校の校長先生としては、夏休みの始ま

りを７月21日から28日へとし、その１週間を授

業日としたいとの考えが多数でした。 

 その理由といたしましては、プール指導の開

始日をその分遅くし、給食がなくなってから、

個人懇談を実施すると、授業時数が確保しやす

い。あるいは例年、この期間は水泳指導や補充

学習を行っているので、子どもや、保護者がス

ムーズに受け入れられると思われるということ

でした。 

 一方、中学校では、授業が欠けた場合は、そ

の分を７時間目の授業、あるいはモジュール学

習などを取り入れることで、授業時数を確保し

ております。今回、中学校の校長先生方にお尋

ねしますと、生徒の８割以上が、部活動に参加

しており、７月21日からは大阪府の大会が行わ

れ、また、夏休み後半は、地区の総体があるの

で、これ以上、夏季休業日を変更するのは難し

いとのことです。 

 市教育委員会事務局といたしましては、小中

学校が同じ期間、夏季休業日とすることが望ま

しいと考えておりますが、現段階では、中学校

の調整が難しいことを踏まえ、小中学校の夏季

休業日を別に定めるか、あるいは小学校の希望

には沿わず、中学校と同様の休業日とするか、

ご意見をいただきたいと存じます。 

 ご審議くださいますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

教育長（長谷雄二） 

 ありがとうございます。 

 今日の議事進行についてですが、できれば、

ただいま学校教育グループ課長のほうから現場

の校長先生のご意見、あるいは新学習指導要領

の改定に伴う時間数の増加等々、いろんな条件

がございます。なお、今日、夏季休業日の入り

口を遅くする、あるいは夏休みの出口を早くす

る。そこまでの結論に至るのは、できれば１月

に結論をお出しいただくということで、今日は、

いろいろな条件も含めまして意見交換の場にす

るということでよろしいでしょうか。 

 それでは、そういう段取りの中で、これから
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ご質問、ご意見等、話し合っていただきたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

 担当から、特に不足など、つけ加えはないで

すかね、今のところ。 

 それでは、意見をよろしくお願いします。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 丁寧な説明ありがとうございました。 

 もちろん、これは、本市だけで考えれば良い

ことだと思うのですが、どうしても休業日等に

つきましては、隣接の市町村とか、府内の動向

がどうなっているかというのは、お調べになっ

ておられますか。もし明らかでしたら、お願い

したいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 尾島参事。 

学校教育グループ参事（尾島 肇） 

 失礼します。府内の他市の状況ですが、府内

で夏季休業日を短縮して旧課程の授業数を確保

している市町村の数は現在19ございます。その

うち、全て19市町村において夏休みの出口を早

める措置をしているところが19。うち、１市の

み７月の夏休みの休業開始を遅らせているとこ

ろがございます。 

 状況については以上でございます。 

 南河内地域におきましては、そのような対応

を実施しているのは、千早赤阪村のみでござい

ます。 

教育長（長谷雄二） 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 19市町村については、ほぼ出口のところを早

めてるということですね。先ほど小学校の校長

先生方が、授業の連続性でまた１週間ほどはプ

ール指導や補充学習で子どもたちが学校へ来る

のが現行でも行っているということもあって、

１週間ほど、今の夏休みの入り口部分を遅くす

ることが、校長会では望ましいこということな

んやけども、他市町村で、そのあたりがなされ

てない理由はあるのですか。 

教育長（長谷雄二） 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 そのあたりにつきましては、茨木市に直接問

い合わせました。実際、北摂のほうで、８月23

日、24日、25日と、このあたりから２学期をし

ているところが多くて、その中でも茨木、吹田、

高槻あたりが、平成22年ごろから、クーラー設

置と関連させて実施したそうです。これは現場

の意見は聞かずに、教育委員会主導のトップダ

ウンで行って、授業時数の確保ということでな

さったということです。 

 それが、近隣の北河内、豊能地区のほうに広

がって、ほとんどが、豊中市、箕面市、能勢町、

吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、島本町、守

口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四

條畷市、交野市がほとんどが24、25です。寝屋

川市だけが22日。７月21日から夏休みに入るん

ですけど、１日遅らせて22日から。あとは後ろ

も寝屋川市は８月21日から。学期間規則を改定

したということでございます。 

 だから、７月の最初が望ましいかどうかとい

うことを聞かずに、８月の後ろというふうにし

たと、茨木市の課長さんからお聞きしました。 

教育長（長谷雄二） 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 すみません、分からないところばかりなんで

すが、南河内の中学校では、今もやってるのか

な。地区大会が大体、25日ぐらいに終わります

ね、私、現場におりましたので。ところが、か

なり早い、23日とか、寝屋川市なんか21日です

か。北のほうでは中学校の対外試合なんか大分

日程が変わってるんでしょうか。 



－4－ 

教育長（長谷雄二） 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 これは本市の中学校の校長先生方にお尋ねし

ましたら、南河内地区がそのような時期に実施

していて、ほかはその辺は調整しているのでは

ないかということでした。地区独自の大会が８

月25日前後に、今も行われています。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 もう一つだけ。 

教育長（長谷雄二） 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 北のほうの市町村では、夏休みは早めに切り

上げているという市町村については、小中一緒

なんでしょうか。 

教育部理事（田中典子） 

 一緒です。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 日程は一緒ですね。 

 小学校と中学校とは、夏休み期間がずれてい

るというところはないですか。 

教育長（長谷雄二） 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 これは、クーラーの設置と関係しているよう

ですので、スタートが中学校から始めて、小学

校用クーラーがついたら、小学校も始めたとい

うところが多いようでした。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、どうでしょうか。 

 今、ちょっと質問のやりとりを整理させても

らいますと、最終１月の定例会議で議決してい

ただく部分については、一定担当グループのほ

うで、今のような議論をもとに、こういうケー

ス、こういうケースということで、今確認すべ

き事項として、夏休みの休業期間の見直しと、

短くするという前提で議論をしているわけです

が、短縮という前提で議論は進めてよろしいで

すかね。どうでしょうか。 

 田川委員。 

教育委員（田川宜子） 

 前後戻るのですが、７月21日の休業開始を28

日にしたいという案が、校長会で出ていたとい

うことですが、前半を早めるメリットデメリッ

ト、後半を早める、出口を早めるメリットデメ

リットを、教えていただきたいと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 吉川課長。 

学校教育グループ課長（吉川 豊） 

 今のご質問ですけども、まず、７月、入り口

をちょっと遅くするということは、小学校の校

長先生方がおっしゃることですけども、プール

指導との関係がございまして、どうしても６月

の、梅雨のまだ肌寒いころからプールに入る、

今の状況ではそうなっております。特に、小学

校１年生なんかにとっては、かなり、それが負

担になってしまうということで、夏休みの入り

口を遅らせて、遅らせた分にプール指導等を充

てることをすれば、もう少し気温が高くなって

からプール指導を始めることができるというこ

とと、それから、今現在でも、補充学習のよう

な形で７月21日以降に何日か小学校プール指導

をしておりますので、子どもたちや保護者にと

っても、そこに追加するのはなじみやすいんじ

ゃないのかなという、そういうご意見でした。 

 特に中学校につきましては、８月の最後をち

ょっと早くしているのは、２学期への行事等に

つなげていく、その期間を確保していきたいと

いうことも、先ほどのクラブのことも含めまし

て、そういうご意見がございました。 

 以上でございます。 

教育委員（田川宜子） 

 それでは、小学校では前半を早めるデメリッ
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トは、少ないということですか。中学校だった

ら、対外トーナメントがあったりで、デメリッ

トが大きいということで。 

教育長（長谷雄二） 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 家庭によりますと、やはり夏休み時期に、家

族そろってどこかに行かれるということで、７

月の終業式はちょっと悪いですけど、早く休ん

でというような、家庭の予定を入れられること

もあるかと思います。だから、小中学校に両方

お子さんがいらっしゃる場合は、夏休み期間が

ばらばらになることで、ご家族の予定もたちに

くいということも考えられるかと。保護者の皆

様も何もおっしゃっていませんし、校長先生方

も、あまりそこは思っておられないですが、中

学校と小学生を抱えておられると、期間が違う

ことがデメリットになることが考えられます。 

教育委員（田川宜子） 

 ありがとうございます。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、どうでしょうか。 

 長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 子どものことと直接関係ないんですけど、１

週間ほど後ろ倒しに終業式がなることで、業務

上の支障は起こってこないですかね。大体どの

時期ぐらいに学習のまとめをして、評価につな

げて、補充は先ほどもされますけど、それとま

た別のですので、１週間後ろになることでの、

業務の整理が可能なのかということと、教員の

研修の期間ということもあるかと思うので、そ

れはそれで大事なことですので、そのことに支

障が出ないかどうか。周辺が全部一斉ではない

中で、狭山の先生たちにも夏休みにきちんと研

修も受けていただきたいので、後ろ倒しになる

ことでの業務の支障と研修についてはいかがで

しょうか。シミュレーションとして。 

教育長（長谷雄二） 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 おっしゃるとおり、府内でこの７月の上旬は

皆さん、21日から夏休みですので、例えば、初

任者研修であるとか、そういう既に市内でも来

年も７月21日から休みであると思って、学校の

中で、その午後に研修を組み入れている。午前

中はプール指導とか学習補助がありますので、

そういう学校もあるということは、この間の校

長会でも出ていました。 

 業務上といえば、そのあたりが欠席しないと

行けない担任の先生が出てくるか、そのあたり

はわかりません。今、府のほうでは、８月の終

わりは、授業日になってる学校が多いので、こ

のあたりについては、研修は余り入っていない

ということはあります。 

教育委員（長瀬美子） 

 ８月の前半で終わりますね。７月の後半です

ね、どちらかというと。はい、ありがとうござ

います。 

教育長（長谷雄二） 

 ほか、どうでしょうか。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 現状では、７月28日までを授業にした場合は、

これは、小中学校、夏休みの休業日は変えない

と仕方がないですね。当然ながら。中学校では

難しいでしょう。府の大会がこの期間で組まれ

ているので、運動部活動では、ほとんどのクラ

ブが21日から対外試合ということもあって。３

年生にとっては、最後の大会になるクラブもあ

ると思います。そうなると、小学校と中学校を

変えておけば、それはそれで済むことですが、

小中学校の夏休み期間が一緒ということは、で

きないということですかね。その辺りに問題が
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あるのですが、子どものことを考えて、それが

一番良いいうことであれば良いと思うんですけ

れども。先ほど、田中理事からもありました、

夏休みに入った、今の21日ごろから、お父さん

の仕事の関係で、家族での旅行を予定されてい

る、ご家庭もあるだろうと思います。 

夏休みにおける家族生活というか、家庭で

の生活ということも、ものすごく大事なことで

すので、その辺りも考えなければなと思います

ね。 

例えば、小学校と中学校の２人のお子さん

がいる場合に、どちらか残して、中学生ぐらい

になったら、もう、家族で旅行に行くのは嫌だ

という子もいると思います。それよりクラブ活

動だというお子さんもいらっしゃると思います。 

親の方針として、家族みんなで一緒に行く

んだという家庭もあるでしょうし、その辺は、

それぞれかと思います。その辺りが、少しデメ

リットかなと思います。夏休みを遅くするとい

うこともね、わからないこともないのですが。 

教育長（長谷雄二） 

 今日はいろいろ議論していただくということ

で、私のほうからも。新学習指導要領改定に伴

う時間数を課題にすると、今の山崎委員がおっ

しゃたように、中学校よりも小学校のほう、夏

休みの終わりを早くしないと、ちょっと論理的

に合わないかなと思います。後でまたご意見が

きっと出ると予測しているのですが、当然給食

については、今のところ実施できる状況ではな

いので、短縮授業で、４時間目どまりになるの

で、計算上は、７日間ほど確保して28時間。た

だ、物理的に理屈で説明は果たせると思います

が、中学校よりも小学校のほうが夏休みが短く

なるというのは、単純に中学生の保護者にとっ

ては、どうなっているのかと。それについては、

説明をするということはあると思います。校長

先生方は、そういうことも含めて７月の入り口

のほうで延ばしておけば、何とかというお考え

もあったようには思います。それにしても、中

学校よりも小学校のほうが、夏休みが短いとい

うのは、非常に、良い意味でも、悪い意味でも

インパクトがあると思いますので、その辺りも、

余地があるかなと。一つの方法としては、とり

あえず、中学校の休業日に合わせて、学習指導

要領改定になった時点で、もう一度、現状を鑑

みて休業期間を延ばすということも一つの手立

てだと学校教育グループでは考えていたという

ことも聞いております。 

 給食について、来年度以降に給食センターの

工事があるので、夏休み期間、40日を想定して

工事期間を設けているという状況があるので、

それ以降に、給食というのは可能ですかね。 

学校給食グループ課長（寺本芳之） 

 実際、夏休み期間中は、給食センター内に大

規模な機器のメンテナンスをやっているのです

が、業者との契約の変更と予算の確保ができれ

ば、検討は可能だと思います。 

教育長（長谷雄二） 

 予算の確保というのは、給食費の値上げとい

うか、その日数が増える場合は給食費の徴収金

額もふえるということですよね。 

学校給食グループ課長（寺本芳之） 

 大体１食費当たり240円程度かかっておりま

すので、それは増えることになります。 

教育長（長谷雄二） 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 教育長のほうから、学習指導の分で授業実数

の変更があるということで、お話しがありまし

た。ちなみに、茨木市で参考に聞きましたら、

英語の時間、外国語が35時間増えた分について

は、モジュールでコマ数をとるという考えはな

いということでした。でも、１コマでとらずに、

モジュールでとると。先日の校長会でも、校長
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先生方は、英語をそのように15分ずつ、朝の会

でやるとか、昼休みでやるとか、放課後やると

いうのは連続性もないし、子どもたちに15分と

いっても、きっちり確保できない可能性が高い

ので、できれば、夏休みの時間に総合的な学習

として、まとめどりをして、英語はやはり時間

割に位置づけたほうが、確実にできるのではな

いかということでした。 

 茨木市の課長さんの話によりますと、５、６

年生は、週２時間外国語活動になりますので、

１時間はちゃんとした時間割を入れて、残りの

１時間45分について、15分、15分、15分、週３

回やるという形でも、週１回英語をしっかりと

やった上での15分ずつという感じで考えられな

いことはないんだけれども、３、４年生の外国

語活動が１コマだけ増える分を、全部15分ずつ

ばらばらにしてしまった場合に、果たして本来

の、評価もしないといけないのであれば、そう

いう活動になるかなということで、そこはとて

も心配しているということでした。 

 本市の場合は、それが時間割に位置づけるた

めに夏休みにまとめどりをして、そこで何か総

合的な学習の体験活動をするなど、そういうイ

メージで捉えているし、市教委としても、それ

が望ましいのではないかと考えています。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 どうでしょうか。方向性としては、３つぐら

いのパターンかなと。 

 山崎委員。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 新学習指導要領では、５、６年生が1,015時

間。中学生は何時間でした。 

教育部理事（田中典子） 

 1,015です。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 同じ。ということは、中学生は、1,015時間

で、今の夏休みはいつからやった。８月の。 

教育部理事（田中典子） 

 27日で終わりです。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 27日で終わりですか。28日から２学期が始ま

る。中学校は1,015時間で課題はないのかな。 

教育長（長谷雄二） 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 私は、そこはすごく疑わしいと思いまして、

この間から校長先生方を呼んで、詳しく説明を

求めたのですが、よくよく考えてみますと、水

曜日の６時間目のクラブと委員会の時間は中学

校にはないです。ですので、週30時間は完全に

確保できる状態で、ただテストとか懇談が多く

て授業カットするというものの、この間の台風

のあった後も、狭山中学校なんかでは、７時間

授業を、その次の週１週間やっています。ただ、

中学校になったら７時間の授業でも耐えられる

し、モジュールといっても、きちんと15分確保

しようと思ったら中学生はそのとおりできます

けど、小学校の場合はその辺がかなり難しいも

のがありますので、実態が違うなと考えていま

す。 

 以上です。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 ただ、年間の授業時数が中学校と小学校５、

６年生が一緒で、授業日数が小学校のほうが多

いというのは、ちょっと、いかがなものかとい

うのが、ちょっと正直な気持ちです。 

 私、前も申し上げましたけども、できれば小

学校と中学校は同じ期間であることが望ましい

と思いますね。ただ、子どもの発達段階を考え

て、あるいは授業の流れとか、もちろん、小学

校と中学校とは中身が違いますので、それに合

わせることも大事かと思います。ただ、学校現

場なり、あるいは教育委員会だけでというので
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はなく、難しいかもしれませんが、やはりもう

少し保護者の声などが、もしあれば、聞いたう

えでと思いますね。 

教育長（長谷雄二） 

 どうでしょうか。ひとつの提案として、土曜

日に授業を行うということについては、可能な

のかどうか、ちょっと教えていただけますか。 

 田中理事。 

教育部理事（田中典子） 

 土曜日授業は国のほうも進めてきている分も

ありますので、またいろんな取り組みを実施し

ているところを参考に、そういう方策を示して

いければ、各学校でまた選択の幅が広がるかな

というふうに考えています。 

 以上です。 

教育長（長谷雄二） 

 新学習指導要領改定に伴う授業時数の増加を

本市としてはどう対応するかという前提で、夏

季休業中の変更等の見直しという報告でござい

ました。 

 それでは、１月に向けて、意見のほう、いろ

いろ各委員から頂戴しておりますが、夏休みの

入り口、出口。中学校との夏季休業中の期間の

関係等、メリットデメリット、整理されつつあ

ると思います。 

 来月１月に担当グループは、今の議論を受け

て、ほぼ方向性としては、夏休みの中学校の休

業期間と、あまり乖離すべきでないというご意

見。それから７月の入り口期間を延ばすという

ことについては、かなりデメリット等も含まれ

る。それから、もう一方の意見としては、新学

習指導要領完全実施の時点で施行までの、現在

の状況を見据えて、改めて休業期間については、

再度変更と、中学校と連関させながらというご

意見もございました。 

 ひとまず休業期間の変更短縮については、異

論がないということを踏まえて、１月、提案を

していただくというような、勝手な議長の整理

の仕方ですが、よろしいでしょうか。 

 長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 私は２学期に行事が多いのであれば、２学期

の授業時間確保のために後を早めると思ったん

ですけど、中学校でも１学期に修学旅行行って

るところもあれば２学期にあるところもあるの

で、理由があってやってはいると思うんで、そ

こが整理可能なのかどうかも確認だけしておい

てもらってもいいですか。６月に修学旅行の狭

山中と、９月に修学旅行の南中、三中がありま

すね。 

教育長職務代理者（山崎 貢） 

 中学校は全部１学期です。修学旅行は。 

教育委員（長瀬美子） 

 小学校は全部後期になっています。２学期に

小学校。それでも、ちょっと違ったりするので、

行事の比重を確認しておいていただいて、年間

通して何時間確保するかですが、やはり、１学

期の評価、２学期の評価、３学期の評価も公正

にするために、行事の全体数は出していただけ

ましたので、比重を見ていただいて、もし、２

学期の授業時間数が浮くと、３日間ふやしてで

も、２学期を充実したらいいかなと思います。

期日だけ、また出して、議案の際にお知らせい

ただければと思います。小中での違いももちろ

んあると思いますが、お願いします。 

教育長（長谷雄二） 

 本日は報告案件これ１件ですので、十分な議

論の時間がございますが、さらにつけ加えで担

当グループのほうで原案を、恐らく何パターン

かを、１月に提案していただけるとは思います

が、よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかにご意見、ご質問等がないよ

うですので、ただいまの担当グループの報告案

件については承認することにご異議ございませ
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んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第１、報告第27号、小学校の休業日の変

更については承認されました。 

 なお、次回、１月の定例教育委員会議で小学

校の休業日の変更についての原案につきまして、

議決案件といたします。 

 よろしいでしょうか。 

 本日の議案は以上でございます。 

 これをもちまして、本日の教育委員会定例会

議を閉会いたします。 

                  以上 
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