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令和元年１０月新城市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 １０月２４日（木） 午後２時３０分から午後３時１５分まで

２ 場 所 本庁舎 ４階 会議室４-１

３ 出席委員

和田守功教育長 原田純一教育長職務代理者 川口保子委員 花田香織委員

安形茂樹委員 夏目みゆき委員 村松弥委員

４ 説明のため出席した職員

片瀬教育部長

櫻本生涯共育課長

請井教育総務課長

安藤学校教育課長

熊谷生涯共育課参事

湯浅生涯共育課参事

５ 書 記

佐藤教育総務課庶務副課長

６ 議事日程

開 会

日程第１ ９月会議録の承認

日程第２ １０月の新城教育

（１）教育長報告

（２）１０月の行事・出来事

日程第３ 報告事項

（１）第４４回新城マラソン大会について（生涯共育課）

日程第４ その他

閉会 午後１５時１５分
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○委員

ただいまから10月の定例教育委員会議を始めます。

日程第１ ９月会議録の承認

○委員

最初に９月の議事録署名をお願いします。

日程第２ 10月の新城教育

○委員

では続いて、日程第２、10月の新城教育、最初に教育長報告をお願いします。

○教育長

では、６点お願いいたします。

１点目、一昨日、即位礼正殿の儀が執り行われまして、天皇陛下が即位され、令和の世を内外に知

らしめられました。令和という元号のごとく、平和で幸せな時代であってほしいと切望いたしており

ます。教育委員会といたしましては、小中学校におきまして、国旗を掲揚して祝意を表しました。ま

た、資料館、保存館、博物館を無料開放いたしました。

２点目、学校訪問が進められておりますけれども、各小中学校とも教職員の授業への、あるいは現

職研修への真剣な取り組み、子どもたちの授業に集中する姿が見られました。ＡＩ時代に負けない子

どもを育てることを新井紀子さんの本の紹介など、校長会等を通して、訴えており、国語科授業の充

実も意識して進めていることが伺われます。明日は、東陽小学校の学校訪問が行われますけれども、

公開授業、指定授業すべて国語で行われるということで、日本語の言葉の力について、しっかりと取

り組んでいこうという姿勢が見られます。

それから理科等では、授業で使います化学薬品、とりわけ劇物、薬物の保管庫での管理でございま

すけれども、整理整頓、記帳など非常に適格に厳格に管理されている状況でございました。

教室環境の整備につきましては、生きて働く掲示物、学習が反映されている掲示物、そういった点

や、潤いのある環境で、草花や小動物等、子どもたちが接せられる環境づくりにつきましては、今後

の課題のひとつではないかなと思います。日々、子どもとともにつくり出す学習環境、教室環境をさ

らに充実させていくことができたらと思います。

さらに、もし、教室に余裕があって、教科の担当教室が可能であるならば、理科室だとか、家庭科

室とか音楽室とか、技術家庭科室等は、教科の専門の教室があるのですけれども、それに加えて、例

えば、社会や英語やあるいは、国語等においてもそうした教室ができれば、さらに学習の充実、発展

が可能となるのではないかと思います。

また、本日、文化会館小ホールで、教科書の説明会が全教員を対象に行われております。県下でも

新城市だけだと思うのですけれども、新しい学習指導要領になって、教科書が変わりますので、その

教科書について、教科書会社から来ていただきまして、編集方針や変更点や力点等を説明してもらう

会でございます。

それから、10月18日に東郷東小学校で金銭教育研究シンポジウムが行われました。いちのせかつみ
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さんが「人生100年を豊かにする生活設計」ということで、キャリア教育等にかかわる御講演がありま

した。子どもたちも実践発表のひとつとして、６年生が卒業記念品を贈るについて、自分たちでアル

ミ缶等を集めて、そのお金でもって全教室にＣＤデッキを購入したという実践発表もございました。

３点目ですけれども、スポーツについてです。

10月13日に、市内中学校駅伝大会が予定されておりましたけれども、残念ながら台風19号の影響で、

飯田線が不通になり、中止となりました。空を仰げば青空なのにと、多くの中学生がこの大会に向け

て、しっかり走りこんできたにもかかわらず、中止をせざるを得ない市内の通学環境を考えますと、

子どもたちの努力を何とか発表できる場を設けるために、さらに工夫、知恵等を働かすことができれ

ば、大会の開催も可能なのではないかと思いました。この大会で、県の駅伝大会の代表選手を決める

ことも予定されておりましたが、できませんでしたので、16日に日にちを変えて、各中学校の代表選

手が集まって、そこで記録会を行い、代表選手を決定いたしました。

それから、14日に市民歩こう会が開催されました。開会式直前に、にわか雨が降っておりまして、

心配されたのですが、開会式が始まりますと雨も上がりまして、すべての参加者が共育コース、健脚

コースで、市内を歩き、完歩することができました。

４点目は、文化についてですが、学校文化としての中学校の文化祭や小学校の学習発表会が11月に

開催されます。運動会と同じように、教職員、子どもたちが力を入れて取り組んでいる行事でござい

ます。また、各中学校では、学区の公民館展が同時に開催されております。市民と中学校の合同文化

祭ということも言えます。また、ほとんどの中学校において、小学生の作品も同時に展示しておりま

すので、一大市民文化祭ともとらえることができます。お時間がありましたら、ぜひお出かけいただ

ければと思います。

それから５点目は、英語教育についてです。

10月５日に新城市イングリッシュコンテストが行われました。レシテーションとそれからスキット

とスピーチの３部門に18組、29名が参加しました。上位２組がオール三河大会に出場となります。英

語教育につきましては、小学校の英語活動等を経験した子どもたちであります。

また、来年から小学校５、６年が教科化、３、４年が英語活動、それに伴って低学年から、あるい

は幼稚園から英語活動を始めている地域も多々あります。そういった状況の中で、今回のイングリッ

シュコンテストがどうであったかということの検証は必要なのではないかなと思います。私は、素人

ですのでその辺はわからないのですが、より低年齢から初めてきている成果がどのように義務教育の

仕上げ段階の中２、中３で発揮されているかといったことも今後しっかりと検証して、その観点から

改めて小学校の英語教育を見直していく必要があるのではないかと思います。

６点目は、東三河ジオパーク構想についてです。

博物館の広告の中にも、ジオパークのさまざまな行事が紹介されております。中央構造線やそれか

ら、市内の滝、あるいは地形、それから大地に育つキノコや植生など、そういったイベントを行いま

すと、非常に大勢の方々が参加しており、高い関心があることがわかります。

11月９日に東栄町で奥三河の大地と花まつりというシンポジウムが開催されます。また、11月初め

には、日本ジオパーク全国大会、大分大会も開催されます。台地とその上の生物、そして人間の生活

とは、切っても切れない関係にあると思います。
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館長がいないので、ちょっと実態がわからないのだけれども、キノコ展等開催されておりますが、

自分たちが山や野原を歩いてみても、今年はキノコ少ないなと感じます。スーパーに行っても、国内

産マツタケが出てるのかなというぐらいに見当たりません。そういったことで、気候と自然環境の変

化もしっかりととらえていく必要がある、そのもとにはジオがあるということで、この東三河ジオパ

ーク構想、さらに８市町村、力を合わせて進めていくことができたかなと思っております。

以上６点です。

○委員

ありがとうございました。

ただいまの教育長報告につきまして、御質問や御意見がございましたらお願いします。

１点だけ、確認させてください。

10月５日のイングリッシュコンテストは、上位は三河大会へと言われましたが、中学生対象に行わ

れていたスピーチコンテストと関係がありますか。

○学校教育課長

今年から、名称がスピーチコンテストからイングリッシュコンテストに変わりました。

○委員

三河のほうもスピーチコンテストに変わったということですか。

○学校教育課長

イングリッシュコンテストです。

○教育長

イングリッシュコンテストｉｎ新城だったね。

○職務代理者

それは、レシテーションもやるんですか。

○学校教育課長

そうですね。

○職務代理者

レシテーションとスピーチと両方で代表が出てくると

○学校教育課長

レシテーションとスピーチが今までそうだったのですけれども、それに加えて、対話、スキットと

いう分が入りまして、その関係でスピーチだけではなくてということで、イングリッシュコンテスト

になりました。

○委員

小学生に枠を広げるとか、そういう構想はないですね。

○学校教育課長

それはないです。

○委員

では、次へいってよろしいですか。

○委員



5

済みません。お話ししていいものかどうか、学校を責めることになりはしないかと思ってカットし

ていただいてもいいのですけれど、学校の環境づくりということを今、教育長がおっしゃったわけで

すが、環境はいろいろあると思うのです。例えば、いろいろな木々が学校の校庭内、敷地内にあると

しますと、例えば落ち葉が大変だとか、人手が足りないということで、そういう木々を切っていかれ

ることもわかるのですが、その点についていかがでしょうか。本当に言いにくいことなのですが。

○教育長

学校の緑の環境というのは、非常に価値のある大切な環境であると思います。ただ、現在の状況で

言いますと、その維持管理が非常に高額になるわけです。例えば、葉っぱが落ちた、それをどこへ処

分するか。枝をはらう、じゃあそれをどう処分するか。昔は、校庭の片隅で焼いて終わりだったので

すけれども、今はそれができなくなっている状況で、新たに学校に樹木を植えることについては、緑

陰は本当に欲しいのですけれども、維持管理等を考えると難しい時代になってきたなと感じます。

ただ、これまである木については、それぞれ思い出のある記念の木もありますし、それから、それ

なりに歴史を持った、開校以来の木々もありますので、そういったものに対する価値づけとか意義と

いったものは、子どもたちにとって必要な教育内容であると思いますので、その部分はしっかり守り

つつ、維持管理がしやすい環境づくりが必要になってくるのではないかなと思います。

○委員

維持管理は、本当に予算が伴うので、大変だと思うのですが、

○教育長

ちなみに某学校に生えていた巨木については、切るだけで60万円かったとか。それから、切った木

については、枝等については、どこへ捨てるんだという、廃棄に常々困っています。昔はＰＴＡの方

がうちの山へ捨てればいいよということで済んだのですけれども、今は捨てる場所がないとか、さま

ざまな問題がありますね。

○委員

ひとつ思うことは、効率第一にということは、わかるのですけど、お金もかかりますので、第一に

考えるとやはり別のものが失われるなということを感じております。

○委員

廃校になった学校の草刈りとかは、ボランティアで市の職員の方がやられている、教育委員会の方

たちが中心なってやられているそうですね。苦しい財政のもとで外部委託する予算もないため、休日

に時間をさいて草刈りをされているという現状だそうです。

○教育長

樹木というのは学校との境界線にしっかり植えてある場合が多いのです。そうすると、境界線のす

ぐそばに家が建っているところが多いので、最近のように強風が起きる、その樹木が倒れて市民の家

を壊してしまうという恐れもあったりすることについても、校長たちが心配している点であります。

○委員

続いて、２番目の10月の行事・出来事について、教育総務課お願いします。

○教育総務課長

それでは、１ページをご覧ください。
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10月の行事につきましては、１日、２日の２日間にかけまして、鳳来中部小学校、鳳来東小学校、

鳳来中学校、庭野小学校、八名小学校、八名中学校において、学校定例監査が行われました。

10日には、臨時教育委員会の会議、24日本日ですが、定例教育委員会の会議を開催しております。

11月につきましては、ここに記載されておりませんが、11月１日金曜日に新城市議会厚生文教委員

会の管内視察ということで、舟着小学校、八名中学校、鳳来中学校で視察の予定が入りしたので、報

告させていただきます。

19日には、大野こども園の視察、14日木曜日には、定例教育委員会の会議、28日の木曜日におきま

しては、総合教育会議がございますので、皆様、予定をよろしくお願いします。

また、土曜日になりますが、11月16日土曜日に東郷中学校屋内運動場の起工報告会を開催いたしま

す。本日、御案内状のを届けさせていただきましたので、御都合がつきましたら出席をお願いたいし

ます。

教育総務課からは以上でございます。

○委員

学校教育課お願いします。

○学校教育課長

３日にイングリッシュコンテスト。16日に駅伝代表者選考会、これは先ほど教育長が申し上げたよ

うに、駅伝大会、市の駅伝大会が中止になったため行われました。あさって東三の中学校の駅伝大会

が行われます。

11月は２、９、１６、２３日にわたって、６中学校、そして13の小学校で学習発表会と文化祭が行

われます。

以上です。

○委員

生涯共育課お願いします。

○生涯共育課長（共育係・文化係・図書館）

それでは、生涯共育課、まず共育係の行事について報告します。

平日の欄ですが、10日、11日に東海北陸社会教育研究大会が三重県津市で開かれ、本市から社会教

育委員新美会長が出席し、永年表彰を受けられております。

17、18日は、東海北陸公民館大会が刈谷市で開かれ、生涯学習推進委員と職員が出席しております。

18、19日は、日本ＰＴＡ東海北陸ブロック研究大会が三重県津市で開かれ、本市市Ｐ連の役員と職

員が出席しております。

23日は、全国社会教育研究大会が神戸市で開かれ、元社会教育委員の山本修二氏が永年表彰を受け

ましたが、御本人は欠席されております。

土日、祭日の欄で、14日に、「土と炎を味わう陶板づくり」を日吉の陶芸家の方の窯で開催いたしま

して、８組の親子、17名が参加しております。

20日の市子連組織検討会ですが、延期となりまして、次の期日は未定となっております。

来月の主な予定では、１日に東三河連携講座として、「戦国ロマンを味わう名城巡り」を作手の亀山

城址、古宮城址で行います。講師は原田先生にお願いしています。



7

10日には、舟着地区の住民対象にパンつくり教室を開催する予定です。これは、舟着地区の自治区

予算で開催されるもので、生涯共育課に予算が配当された事業になります。

17日に市子連チャレンジまつり、市Ｐ連作って遊ぼうが青年の家で開催されます。

続きまして、文化係の行事について報告します。

７日に劇団四季こころの劇場が豊橋市のプラットでありまして、鳳来東小、黄柳川小の６年生が観

劇をいたしました。

右側の欄で６日に県民茶会が半田市で開かれ、職員が引率して、新城の茶華友の会の会員の方が参

加しております。

そして、12日の漫才のＤＥＮＤＯ全国ツアーｉｎ新城ですが、台風19号の接近による悪天候のため、

来年の４月12日に延期となっております。

13日に新城ランチタイムコンサートが、文化会館大ホールホワイエで開催されて、約50名の方が観

賞いただきました。

来月の主な行事ですが、３日に鳳来くちプラフェスをふれあいパークほうらいで開催予定です。

24日には、第32回新城歌舞伎を文化会館大ホールで開催します。

次に、図書館の行事ですが、３日に小坂井高校のインターンシップ１名を受け入れております。

また、23、24日ですが、黄柳野高校のインターンシップ２名を受け入れております。

表に記載はありませんが、12日は台風19号による暴風警報発令により、１日臨時休館としておりま

す。

来月の予定ですが、22日に三河公立図書館協議会の研修会を新城図書館を会場として開催する予定

です。

以上です。

○委員

スポーツ係お願いします。

○生涯共育課参事（スポーツ係）

それでは、スポーツ係です。まず、平日ですが、10日と24日の木曜日に介護予防教室「お出かけ講

座」木曜塾の関係で、市のほうで実施をいたしました。

17日木曜日には、東陽小学校で特別支援クラスのニュースポーツ、ボッチャ指導とありますが、こ

れについては、特別支援学級の子どもと教職員がそれぞれ、スポーツ推進委員からボッチャのニュー

スポーツ指導を受けたということで、実施をさせていただきました。

25日金曜日には、愛知県市町村対抗駅伝競走大会の第２回の担当者説明会が行われます。担当者が

出席します。

30日水曜日には、第29回新城市民鳳来地区ゴルフ大会の打合せ。

次に、土日、祭日のほうの関係ですが、１日火曜日にスポーツ推進委員の定例会を行いました。

14日月曜日、体育の日には、第52回市民歩こう会を実施いたしました。今回は、新城地区というこ

とで、桜淵憩いの広場をスタート、ゴール地点として行いました。参加者申し込みにつきましては、

259人ということで、当日159人となりました。運営関係者につきましては、72人出席です。それぞれ、

教育長さんからも報告がありましたが、開会式前には、小雨がぱらつきましたが、参加者につきまし
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ては若干参加者が減りましたけど、皆さん定番の歩こう会のたすきをつけて完歩されたということで、

報告させていただきます。

15日火曜日には、第14回愛知県市町村対抗駅伝競走大会の第２回打ち合わせ会をし、代表選考会を

行いました。これも、中学で駅伝がありまして、16日に中学の選考会を行って、現在選手のほうが18

名ということで、正副補欠選手含めて選考させていただきます。

19日土曜日には、こどもすぽーつくらぶをふれあい広場のほうで行いました。

26日土曜日ですが、東郷西小学校のほうで、西小チャレンジ教室が行われました。こちらもニュー

スポーツということで、キンボールの指導で、スポーツ推進委員が対応しております。

来月の行事の予定ですが、６日、７日、水、木ですが、Ｂ＆Ｇで全国教育長会議があります。教育

長さんの出席であります。

28日木曜日が愛知県体育施設研究協議会これが、愛知県教育会館で行います。私が出席をいたしま

す。

７日木曜日には、第４回新城スポーツ推進委員総務委員会行います。

９日土曜日には、こどもすぽーつくらぶ、来月も鬼久保ふれあい広場で実施をいたします。

12日には、第52回市民歩こう会の実効委員会が行われました。

23日土曜日には、第14回の愛知県市町村対抗駅伝競走大会の事前試走会で、愛・地球記念公園へ選

手の方が８時半に行って試走してきます。そして帰ってきまして、市役所のほうの４階会議室で14時

から激励会の予定ということになります。

スポーツ係からは以上です。

○生涯共育課参事（文化財・資料館・保存館）

続きまして、文化財、資料館、保存館から御報告申し上げます。

４日文化財保護審議会、７日長篠城址跡、長篠城史跡保存館運営委員会、18日長篠城跡保存活用計

画策定委員会をそれぞれ実施いたしました。

それから10月12日、新城ＰＲということで豊田市へ出かける予定だったのですけれども、台風とい

うことで中止となりました。この日、暴風警報とそれから非常配備が発令されましたので、今回のこ

の警報で初めて資料館、保存館それから博物館それから作手の資料館すべて初めて閉館にするという

措置を取りました。お客さんへの影響というのも若干心配だったのですけど、資料館等に詰めており

まして特に、お客さん等がお見えになるとか、今日やってますかとかという問い合わせ等は入りませ

んでしたので、今までは開けていたのですけれども、今後は来館者への安全等も配慮しながら、閉館

する方向で検討していくべきなのかなというようなことを考えております。

それから19日から作手の歴史民俗資料館で企画展、田口線のジオラマということで始まりました。

これまでやっておりました映画グッズの展覧会につきましても、それ以前にやっておりました映画の

展覧会につきましては、現在865人の方が資料館へお見えになられました。

それから10月22日、即位礼正殿の儀慶祝事業ということでそれぞれの資料館が無料開放になりまし

て、資料館へは88名の方、それから保存館へは121名の方がお越しになられました。26日に長篠城歴史

講座が開催されます。

来月になりまして、１日に千郷中学校でちさと文化講座が開催されますので、そちらの講師として、
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資料館から出向きます。

それから２日の日から12月15日まで設楽原歴史資料館で企画展を開催いたします。新城の文化財と

いうことで、市川の徳蔵寺にあります子安観音等、市内にある仏像を展覧会として展示をいたします。

４日月曜日、城郭サミットが名古屋市でございますので、こちらのほうに新城市としてブースを出

しております。

続きまして、９日から10日にかけて、可児市で全国山城サミットというのがございまして、こちら

のほうにも新城市としてブースがございます。

10月24日、ＪＲのさわやかウォーキングがございます。こちらのほうで、資料館が通り道になって

おりますので、その対応を取りたいと思っております。

以上です。

○生涯共育課参事（博物館）

続いて、博物館ですが、左側の欄で22日、先ほども資料館のほうでありましたが、即位礼正殿の儀

で博物館無料開放をしております。48名のお客様が来館されました。午後から晴れましたので、午後

から見えた方が多かったようです。

右側のほうの欄にいきまして、６日にジオツアーを開催しまして、田口鉄道から見える地形、地質

ということで、22名の参加がございました。

それから、12日は台風のための閉館ということです。

13日に野外学習を桜淵で行いまして、35名の参加がありました。

来月の主な事業ですけれども、16日にもみじまつりと協賛しました行事として、ナイトミュージア

ム、それから23日、24日にかけて、ミュージアムフェスティバルを開催する予定です。

以上です。

○委員

ただいまの10月の行事・出来事につきまして、何か御質問、御意見ありましたらお願いします。

○教育長

無料開放日、多くの方が来てくださったのだけれども、その内実として、市外の方の来館というの

は、印象としてどうですか。

○生涯共育参事

お見えになった方の内訳というのを特に今回取りませんでしたので、どういう感じかというのは、

はっきりわからないのですけれども、ただ、市外の方がより多かったように思います。

○教育長

市外の方がそういう情報を知って訪ねてきたという、そういう感じですね。

○生涯共育参事

そうですね。

○職務代理者

ちょっといいですか。

生涯共育課参事さんの報告をお伺いするのですけれども、来月の４日の日の名古屋市の城郭サミッ

ト、それから９日から10日にかけての可児市の全国山城サミット、具体的にはどのようなことが行わ
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れますか。

○生涯共育課参事

いわゆる名古屋の城郭サミットにつきましては、名古屋城で開催される行事でして、どちらかとい

えばイベント的な要素が強いものになります。近年、城郭に関する関心が非常に高まっているという

ことがございまして、名古屋城はやはりこの地域の中核になるお城になるかと思いますので、そこで

この近隣にある城郭を一緒に紹介しましょうということで、御案内が昨年から来ております。そこで、

新城市の長篠城や古宮城等を御紹介するというような格好になってまいります。

それから、可児市の全国山城サミットにつきましては、これはあちこちで、持ち回りでやっている

サミットになりまして、今回、近隣の市でやるということで、こちらからブースをどうですかという

ような御依頼がありましたので、ブースを出させていただくと。名古屋市につきましても、名古屋城

の城郭サミット、山城サミット両方とも新城市からいろいろなものを持って行って物販をしたり、問

い合わせがあればそこでお答えをしたり、甲冑を持って行って甲冑の着用体験等をしたりしながら、

新城のＰＲを行ってくるというつもりで考えております。

それから、山城サミットについては、講演会等も予定はされているのですけれども、こちらのほう

も私たちが入れるかどうか、そこまでの余裕があるかどうかわからないですが、講演会等があるとい

うことは聞いております。

○委員

よろしいですか。ほかに。

○委員

スポーツのほうで28日、愛知県体育施設研究協議会というのが開かれるということなのですけれど

も、大体こういうのはどんな議題で今、県の施設のことを協議されるということでしょう。

○生涯共育課参事（スポーツ係）

年に２回行われているのですが、大体、関係社会体育スポーツ関係の課長さんたちが出席されます。

現状の体育施設の在り方というか、維持管理の関係でこれから長寿命化やそういう計画だとか、そう

いったことの発表で大学のその関係の専門の教授さんや、各市町村の事例、発表していただく一方、

研修会みたいなものですから、それを行っているという議題の検討をします。今、国から体育施設に

ついては、みんなで情報とか、今後はどうしたらいいかということも含めながら、研修を受けるよう

になっております。市町村との意見交換みたいなのはないのですが、議題がありまして、そちらを聞

いてきて、市町村でそれぞれ市町村の合ったことに参考になればというような研修会の内容になって

います。

○委員

ありがとうございます。

○委員

ほかには、いかがですか。

○職務代理者

学校教育課長、私の記憶だと、大体10月ぐらいに研究発表会があると思うのですけれども、今年は

どうなっているかちょっとお伺いしたいのですけど。
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○学校教育課長

今年については、新城市内は研究職の発表は、なしということです。

○職務代理者

今年は、ないですね。

○学校教育課長

はい。

○教育長

豊川のほうはどうですか。

○学校教育課長

豊川については、発表がありますので、新城の職員が豊川の発表校にお邪魔して、勉強する機会を

持たせていただくという、そういうようなことになっております。

○職務代理者

はい、わかりました。

○教育長

ずっとここのところ、豊川市と新城市が同日開催で、双方の教員がお互いの研究発表会を見て、学

び合うという機会を続けてきたのですけれども、本年度については、研究主題の切りかえということ

で、新城市は発表会を行わず、豊川市は行うということで、こちらから向こうへ出かける形です。

○委員

そのほかはよろしいですか。

では、日程の第３報告事項に入ります。

日程第３ 報告事項

○委員

新城マラソン大会についてお願いします。

○生涯共育課参事

それでは、第44回新城マラソン大会によります要綱と参加申込書であります。

この用紙がポスターと同じデザインとなっております。ということで、昨日からそれぞれ関係機関

等に掲示させていただいております。広報関係については、昨日からのティーズいいじゃん新城の中

でも新城マラソン大会の参加者の募集の発表と広報ほのか10月15日号発行、11月号のほうへも掲載し

ております。開いていただきますと開催日が10月19日日曜日で、受付から開会式、アトラクションに

ついては、エアロビクス予定ということで、あと長篠の鉄砲隊、それぞれの関係は昨年と同じ形にな

っています。

コース、それぞれ種目につきましても、変更がありません。申込期間として11月１日金曜日から11

月29日金曜日で、申し込みの受付をさせていただきます。

簡単でありますがマラソン大会の関係です。よろしくお願いします。

○委員

ありがとうございました。
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では、ほかにございましたら。お願いします。

○教育長

市内小中学生の参加料についても説明してください。

○生涯共育課参事

小中学生の市内の参加者につきましては、500円ということで、変更をさせていただいております。

これは、昨年から協賛事業者を募って新城マラソン大会を盛り上げようということで、特別予算を用

意することになりました。そういったことも踏まえて、今後市内の小中学生が、出やすい環境という

ことで、参加料を市内小中学生については、500円にさせていただきます。ただし、市外につきまして

は、今までどおり1,000円になっておりますので、お願いします。

○委員

ということで、市内の小中学生につきましては、500円で参加できるという、優遇されているという

ことです。

マラソン大会については、よろしいですか。

日程第４ その他

○委員

その他で何かありましたら、お願いします。

それでは、以上で10月の定例教育委員会議を閉じたいと思います。

次回につきましては、11月14日の木曜日、２時半から会議室４－３で行いますので、よろしくお願

いします。

閉会 午後３時15分
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教 育 長

職 務 代 理

委 員

委 員

委 員

委 員

委 員

書 記


