
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和２年１月２８日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    令和２年１月２８日（火）午後２時１５分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ０件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ０件    承  認   ０件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件    報告済    ０件 

 

７ 議事録     別添のとおり
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教育委員会定例会議事録 
 

１ 会議年月日   令和２年１月２８日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ １F 会議室 

 

３ 出席者 

          教育長  高杉 良知 

          委 員  坂田 眞澄 

          委 員  田村 雅恵 

          委 員  上之園 公子 

          委 員  神原 謙治 

  

計  ５人 

４ 議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  教育長報告 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長     榎並 隆浩    総務課長     長西 弘子     

学校教育課長   土井 賢二    学校教育課主幹  畑尻 佳括     

社会教育課長   山下 賢二    社会教育課主幹  渡邊 昭人 

総務課長補佐   松林 亮     総務課総務係長  山王 真由美    

総務課主事    沖本 美幸 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後１時３０分） 

 

教 育 長   定刻がまいりました。それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、ただ

いまから定例教育委員会会議を開催いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりですが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   それでは日程第１「議事録署名委員の指名」を行います。府中町教育委員会会議

規則第１８条第 3 項の規定により私と田村委員を指名することとしますが、よろし

いですか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   それでは、次にまいります。日程第２「教育長報告」を議題といたしたいと思い

ます。本日の議事はこの２つで終わりということになりますが、そのあとまた協議

会でお願いします。 

○１月１３日（月・祝）令和２年府中町成人式について 

教育長報告ですけれども、１点目は２ページにありますように、令和２年府中町

の成人式についてです。１月１３日に行いました。本年度のスタッフの状況を言い

ますと、実行委員は１０名程度ということで募集するのですが、本年は１２名の委

員でした。そして、ボランティアの方々が全員で３６名、とても多くの方々に支え

られてこの式が実施されたということであります。そのうち高校生、安芸府中高等

学校の生徒が２５人ほど手伝いに来てくれました。そして、大学生は昨年の実行委

員で司会をしてくれた方です。それから地域の方に運営補助、また交通安全推進隊
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の方に交通誘導、そして婦人会の方に着付け指導等を行っていただきました。 

 参加者ですけれども、今年は対象者が全部で４９２名、３ページの一番下の表に

なりますが、それで、参加率が７４．６％、大体例年と同じぐらいかなという感じ

がしております。男性が少し多くて、７７．５％、女性が７１．９％ということで

あります。 

 式典、それから実行委員会主催のいろいろな事業については、見ていただいたと

おり、とても静粛な中にもきちんとした式が行えたかなと思っております。近年も

ずっと良かったわけですけれども、その中でも今年はまた特別きちんとした式がで

きたなと思っています。府中町の教育は少しずつ前に進んでいるなという、とても

厳粛な式だったなと思っています。ちょっと先生の参加が少ないところもあって、

そこら辺はちょっと残念なところもありましたけれども、来ていただいた先生方に

はとてもいいアドバイスをしていただけたなと思っています。 

○１月１４日（火）府中町保護司会・小中学校長 情報連絡会議について 

 ２点目です。１月１４日に府中町の保護司会と小中学校長との情報連絡会議を実

施しました。この会は、実は平成２９年度から始めた会で３年目となります。やっ

ぱり、様々な地域の方と連携して教育を進めていくということは、効率的に行うと

いうことだけではなくて、教育効果という面でやっぱり大変大きな効果があるなと

感じています。最初、保護司会会長から保護司の役割とか、学校との連携の必要性

ということについて、とても大事なのだというお話をしてもらったのですけれども、

現在、安芸郡の保護司の定数は４１名だそうです。府中町の定数が１５名なのだけ

れども、現在は１１名しかいらっしゃらなくて、なかなか、なり手がいないという

か、後継者不足というのか、そういったようなこともあると思いました。それぞれ

の方から担当している範囲とか、現在担当している人、人数、こういったようなこ

とについても少しご報告をいただきました。 

そのあと、府中町の学校における生徒指導上の諸問題について、一応報告をさせ

ていただいております。暴力行為の発生の状況、それからいじめの認知の様子、問

題行動件数、それから不登校といったことについて、府中町の状況をお話していま

す。特に、問題行動等の低年齢化ということが少しあらわれてきていると。これは

全国的にも県内的にもそういったようなことが言えるということで、府中町におい

てもやっぱり低年齢化がずっとあるなということであります。といったような中で

も、全体的には減ってきているということです。特に、不登校についてはいつもお

話をしておりますけれども、本年度またちょっと伸びるかもわかりませんが、昨年

度までの様子で言うと、だんだんと減ってきて、広島県の平均を下回るぐらいにな

ってきているような状況であります。これまでは特に中学校のほうが県平均を１ポ

イント上回っていました。小学校は割と県平均よりも少ない状況もあるのですが、

中学校になってなかなか難しいと、厳しいというような状況でありましたけれども、

中学校も随分減ってきているといったような状況です。ただ、最終的に本年度はど

うなってくるかというのはありますけれども、もちろん年によっても違いますが、

そこら辺のこれまでの取組み、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ーの配置といったこと。それから、発達障害を抱えている子どもたちと不登校の関

係、問題行動との関係、こういったようなことも大分出てきているなということで、

この辺への手だてをどうしていくかということに、教職員の研修を含めて本年度は

進めてきたというところであります。 

それから、その次に、各学校の生徒指導上の諸問題について各学校の校長先生か

らお話がありました。学校での生徒指導上の問題、こんなことがありますといった

ようなことの情報交換をしていったということであります。こういうことで終わり

ました。 

○１月１７日（金）府中町体育功労者表彰式について 

続いて、府中町の体育功労者表彰式、これが１７日にありました。全員で３名の

方が功労者として表彰されました。１人は、府中町の陸上競技協会の井上馨さんと

いう方、それから２人目が府中町剣道クラブ連合会の安原吉樹さんという方、そし



3 

 

て３人目が府中町バレーボール協会の菊地照子さんということであります。大変長

年にわたって府中町のスポーツの振興にご尽力をいただいたということで表彰して

おります。 

○１月２２日（水）令和元年度第２回広島県市町教育長会議について 

それから４点目ですが、１月２２日、水曜日ですけれども、県の教育委員会が市

町の教育長を集めた会議をしています。今回は来年度の予算、そういった施策と予

算についての概要の話がありました。平川教育長からは２点について話がありまし

た。１つは入学者選抜について。これも何度かここでもお話をしたと思いますが、

より良い制度、円滑な実施に向けて教職員がきちんと理解をして取り組んでいくと

いうことが大事だというようなこと。それから、パブリックコメントをしたことに

よって、随分いろいろなこれまでにない大きな反響があって、いろいろな意見があ

ったと。その意見も反映した中で、今回はつくっていきましたと。もう一度プレス

リリースづくりをしていったといったようなことがお話としてありました。 

それから、何と言っても広島の子どもにぜひ付けさせたい力、社会で本当に絶対

に必要な力、ここのところをしっかりと見て入試の内容をつくっていきたいといっ

たようなことでありました。全体的にはこれまで３回あった入試を２回にするとか。

１月の終わりに決まった子どもと３月の終わりまで決まらない子どもが、３学期の

間ずっと混在してやっていく中で、学校の学習、義務教育の最後の段階、きちんと

学ぶことを通して終わらせていくという中で、３学期はなかなかやっぱり難しいと

ころもあるというようなことも加味したり、そういったようなことも考えながらし

ていきたい。 

パブコメの中の児童生徒の意見の中に、私は２ヶ所ほどちょっと線を入れたので

すけども、やっぱり子どもたちの考えはこういうところがあるのだなというふうに

思いました。それは、「内申点にビクビクしながら学校に通い、いろいろなものを

犠牲にしてきたのに今更悲しい。のびのび生きていたかった私の１年間を返してほ

しいです。」といったような、これものすごく厳しいですね。やっぱり学校の中で

内申をもとに生徒指導をするとか、そういった実態を子どもはやっぱり感じている

ものが随分あるのだなと。それから、「改革されるのが入学時にわかっていたら、

もっとクラブや趣味などに目を向けて違った意味で充実した中学校１年を過ごせた

はずなのに。本当にひどすぎます。」とか、やっぱり真摯に受けとめていく必要が

あるのかなと。こういったような主な中身、ざっとあるのですけれども、保護者の

意見も。そういうのを全部で児童生徒が１７５名、３２５件、保護者が１８５名の

３８６件という、かつてないパブコメの評価だったのかなと思います。いずれにし

ても、これまで中学校が推薦をするということ。本来は高校がこんな生徒が欲しい

から、こういうような子どもをお願いしますということで、高校が選抜しなきゃい

けない。自分の学校ではこんな高校生活があるからこんな生徒を、と募集をして、

それで合う子どもをとっていくはずが、中学校の評価で入れると。推薦を挙げてき

て、それでいい悪いって、それはちょっと違うのではないですかというのが、そも

そもの考えですね。それから、中学校のときの成績とかいうのは、これはやっぱり

義務教育の１つの評価を見るものであって、高校入試のために評価しているわけで

はない。そこら辺のところも考えていくのが今回のこの入試の選抜制度の改革だっ

たのではないかなと思います。そういうところを加味した中で、今回の入試を考え

ていったということであります。じゃあ、また最終的にこうなったといったような

ことがあったらお示しをしたいと思います。 

それから、教育長さんからもう１点、コミュニティ・スクール、県立学校にも一

斉に導入しますということで、そういう紹介がありました。実は今年、ものすごく

コミュニティ・スクールに移行している市町が多くなってきています。今準備をし

ています。地域挙げて子どもを育てていこうということに誰もノーと言う人はいな

いというふうには思いますので、県立高校は全県一区でやっている中で大変だなと

いうふうには思いますけれど、こういうようなことを話されていました。 

それから、次長さんからは、学校における働き方改革の推進についてということ



4 

 

がありました。特に第５条関係で言うと、休日の「まとめ取り」の話ですね。夏休

み等に「まとめ取り」をしているといったような。これ条例をつくっていかないと

いけないと思っていますので、市町のほうも今後、やっていくということ。それか

ら、昨年１月にガイドラインを示されたのですけれども、いわゆる４５０時間、月

４０時間とか年間３６０時間というガイドラインです。これも今、ガイドラインと

して出されていますけれども、これが指針に格上げといった形になりますので、そ

うなると今度法的な根拠のある内容になってくるということで、こんなことを言っ

てもできないというようなことは言えなくなってくることになるかなという、そん

な話もありました。 

それから、あとは各課がそれぞれの来年度の施策について、こういったような形

で進めていきましょうといったような言葉がありました。 

○１月２７日（月）働き方改革フォーラムについて 

それから、１月２７日、昨日ですけれども、働き方改革フォーラムがありました。

全部で３５０人ぐらいと新聞に出ていたように思います。最初、県の教育委員会が、

広島県の取組みについて、学校における働き方改革の取組み状況、県立学校とかそ

ういったようなところの状況について、課長さんから報告がありました。その次に、

学校現場における業務改善加速事業の取組み状況についてということで、府中町教

育委員会の草本主任指導主事が報告をいたしました。その中で、具体的な取組みを、

今年は府中小学校の安野教諭に説明してもらっています。府中小学校の取組みは、

こうやりました、こんなことやりましたというのではなくて、こういう考え方のも

とにこれをやりましたといったような学校の方向性とか、その辺のところを明確に

して、とても良かったなというふうに思っています。ちなみに、昨年は東広島市で

この会があったのですが、東広島市では府中町の取組みと府中緑ヶ丘中学校の発表

をしていました。 

 そのあと、講演として「学校における働き方改革を進めるために」ということで、

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社の善積先生の講演をしていただい

ております。善積先生は、とても府中町のことをよくご存じの方です。全部の学校

を歩いて、そこの学校の取組みの報告と具体的な指導をしていただいています。そ

ういったような中で、府中町の事例も入れながら講演をしてくださいました。そし

て、ものすごく褒めていただきました。とは言いながら、府中町の講演を聞きに来

られている人も、みんな退勤モードをつくったらいいのかとか、ここをこうやった

らいいかみたいな取組みはあるのですけれども、府中町の取組みでちょっと自信の

あるところは、熟議をやってきている。どうしてこれをやるのかとか、何でこんな

ことをやるのかとか。具体的に時間を減らしていくために、時間外が減らないのは

どうしてなのか、どこに問題があってどんなところで時間をかけているのかという

熟議をずっと３年間積み上げてきた。そういう中での取組みだから、いいのかなと

私は思っています。でも、ドラスティックに時間が大幅に減っているかというと、

なかなかそうはいかない。しかしながら、成果は着実に出ているといったような感

じを受けています。だから、すぐ持って帰ってできるかというと、教員の意識改革

とセットでないとなかなか進まないというところだけは確実かなというふうに思っ

ています。特に、府中町は狙いから見直して、この狙いでこれをやるから、どこま

での取組みをするのかということをしっかりと熟議をして、例えば府中小学校の運

動会の例も挙げていましたけれども、この狙いであるならこの学年の種目は３回や

らなくても２回でいいよねというような落とし込み方をしているというようなこと

があると思いますし、運動会でできなかったことは学習発表会でこういう狙いでや

るとか、そういったような全体の中で狙いをきちんと明確にして、それのために必

要なことをやっていると。そのためには、練習の時間はこれまでどおりでいいのか

な、そこを減らそうよ、もっと長い期間かけてゆっくり時間外を使わずにやろうよ

とか、そういったような話をしていく中での時間縮減ということなので、成果が出

ているのかなとは思いました。大体、そういったような中身であります。 
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○令和元年度広島県教育奨励賞受賞（府中町婦人会）について 

 最後に、今年度の広島県教育奨励賞に府中町の婦人会が選ばれました。府中町の

婦人会の中に学校支援部会をつくっていますね。その部会が中心になって朝ご飯を

やっているということであります。こういう伝統的な社会教育関係団体、昔からあ

るこういう団体が奨励賞を受けているというのは、とても意義のあることかなと思

っています。どちらかというと、最近いろいろな課題について、こんな課題がある

からと集まって、グループをつくってやってくるようなＮＰＯとか、そういう民間

の団体、そういったようなところが脚光を浴びる中で、こういう伝統的にずっとや

ってきている団体、こういうところも評価されていくのは大事なことかなと思って

います。 

 ちょっと長くなりましたが、以上で報告を終わります。何か質問等ありますか。

成人式のことについてのご意見とか、学校のほうとか、地域の子どもの様子とか、

もしお気づきの点がありましたら、少し情報交換をしたいと思います。 

 

坂田委員   それでは、成人式のほうですね。教育長さんの報告でもありましたけども、私も

委員として６回目の参加で、大変緊張感がある中でできて大変良かったように思い

ます。参加者が舞台に集中して、それからスマホをしている人とかがいなくって、

おしゃべりもなくて大変感動しました。とても良かったと思います。 

 

田村委員   成人式なのですけれども、本当に年々すばらしい。本当に何回かもうずっと出さ

せていただいているのですけれども、本当に子どもたちが人の話をちゃんと聞ける

んだな、当たり前なのですけれども、ちゃんと聞いているということが本当にすご

く感動しました。思ったのは、来賓紹介のときに、一人一人に拍手があったのです

けれども、一人一人に拍手があると来賓の方がまだしゃべっているのに拍手が起こ

るというのがあったので、来賓のおっしゃっていることを全て聞くためにも、拍手

は最後にまとめてお願いしますという形でいいのではないかと思いました。あとは、

府中北小学校の先生がちょっと欠席だったのが残念だったかなというのを思ったの

と、二十歳からのメッセージで、今回は指導がなかったのかなと思うのですけれど

も、振袖の子どもさんがどんどんどんどんと舞台に上がって、どんどんどんどんと

降りられて、以前はちゃんと着つけ指導があって歩き方など、舞台に上がるのはこ

うやって上がるんだよという指導があったと聞いたので、今年は振袖を着たときの

この階段の上がり方とか、そういう立ち居振舞いの指導がなかったのかなというの

をちょっと思いました。  

あと、教育長、学校訪問のことも合わせて言ってもいいですか。 

 

教 育 長   お願いします。 

 

田村委員   １月１６日に、府中中学校の授業を参観させていただきました。年初めだったの

ですけれども、もう全体的にとても落ちついて、子どもも頑張っているのがほほえ

ましく思いました。ただ、思ったのですけれども、例えば、先生の問いかけに手を

挙げて生徒が答えるのですけれども、みんな聞いていない、子どもたちも聞いてい

ない。聞いているのは先生だけで、先生とその発表者だけのやりとりというのをす

ごく思ったのです。一方的な授業になっているのかなというのをちょっと思いまし

た。小中連携を今、力を入れてやっていただいていると思うのですけれども、小学

校の低学年のときに授業規律の徹底じゃないですけれども、発表者のほうに体を向

けましょうねとか、「グー・ピタ・ピン・サッ」よ、で姿勢はこうよとか、そうい

うふうなことを先生が指導されて、それがいつの間にか、例えば高学年や中学校に

なると、姿勢もだらだらになったり、発表者のほうを誰も向いていないとかいうの

はどうしてなのだろうって、そこでちょっと考えてしまって。小中連携のときにや

っぱりそういうこともずっと低学年から積み上げたその授業規律を、そのまま高学

年とか中学校に持って入ってくださればいいのかなというのをちょっと思いました。

あとは、生徒指導のほうも今、一人一人へ個々に対応するということを府中中学校
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ですごく力を入れてくださっているのが、すごく本当にありがたくて。例えば暴力

をなくすということも、暴力は喧嘩両成敗じゃないんだよということで、しっかり

指導しているところがすごくありがたいと思ったのと、やっぱり子どもが何らかの

サインを出しているので、それに早めに気づくとか、環境を整えれば心が整うとい

うことを聞いて、確かにそのとおりだなと。ここを本当に見て、生徒と家庭に対応

していただいているのがとてもうれしく思いました。 

 １月２２日は府中南小学校に行かせていただいたのですけれども、やっぱり特に

特別校舎では保護者の方が廊下でおしゃべりを、同窓会のような感じが本当にあっ

て、それが残念だったなというのと、あとは低学年でも前後の戸が閉まっているの

で、保護者が入れない。だから、廊下でちょっとしゃべってしまう。なかなか戸を

開けて入る勇気が保護者の方もないところがあるので、やっぱり寒くても参観日の

ときは前と後ろの戸は開けておくというのが大事なのかなというのを思いました。 

 そのあと、府中南小学校と府中南公民館共催の家庭教育講演会が府中南公民館で

ありました。そこで、自分で自分の身を守る子どもを育むためにということで、防

女レーヌ、防災女子の「防女」をとって、防女レーヌの中井佳絵先生、防災士の先

生のお話があったのですけれども、おもしろかったのは、ただ聞くだけではなくて、

緑と赤の札を持って、例えば、災害が差し迫っているときに自分は仕事をしていて、

町から避難情報が出されて、学校から子どもを引取りに来てほしいとメールがあっ

た。でも、あなたはすぐに職場を離れることができません。あなたなら、学校に電

話しますか、しませんかというのを、イエスかノーの札を挙げて、ノーが多かった

のですけれども、ノーの方にも理由を聞いて、イエスの方にも理由を聞くという、

そういうふうな実習もあって。とてもおもしろかったのですけれども、最後に言わ

れたのは、絶対これが正解というのはないと。時と場合による避難行動をするとい

うことで、例えばもし何々だったらどうすると、ふだんからイメージをして、いざ

というときに行動ができるようにしましょうということをお聞きしました。 

 最後なのですけれども、ルネサンスの合同指導を見に両中学校へ行かせていただ

きました。両中学校ともとても生徒の表情が明るくて、楽しくやっているなという

のを思いました。府中緑ヶ丘中学校では、終了後にバレー部の女子がインストラク

ターの先生へ個別に質問をして、アドバイスを受けていたのを見て、先生とか親と

かの存在じゃなくて第三者のお姉さん的存在の方にそういうふうないろいろなアド

バイスを聞いて、人間関係ができているというのもいいのかなと思いました。もし

来年度もこの事業が継続になるのであれば、例えば、９月に３年生は引退して１、

２年だけになるのだけれども、受験勉強に差し支えない範囲で、例えば月に１回だ

から３年生も気晴らしに、リフレッシュに希望者だけ出てもいいのかなと。あとは、

文化部も体幹を鍛えるということはいいので、文化部にも希望者を募ってもいいの

ではないかと思いました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございます。何かいいお話をたくさん聞いておられて。 

 

田村委員   ありがとうございます。 

 

上之園委員  それでは、２点だけ。成人式の感想はもう同じなので省略させていただくのです

が、私からの感想ではなくて、出席した成人の方の感想をほんの一部なのですけど

も、成人式の後で私が少し関係した成人の方を中心に数名が集まってどうだったっ

ていう話を聞いたときに、報道の中で毎年荒れる成人式というようなことがあるの

で、この年齢になったら成人式というのは荒れるのではないかと心配して出席をし

たのだと。出席をしたら、まるで小学校の卒業式のように厳粛で、そういう仲間だ

ったのかと嬉しくなったというような感想をみんなが話をしていて。自分は荒れる

ような行動をするつもりはないのだけど、参加したらみんなはそういうふうになっ

てしまうのかと思っていたら、そうじゃないので、府中町で良かったみたいな話で

誇りに思うと。そしてその方たちは、出席してこの厳粛な雰囲気の中で成人を祝っ

てもらったという、その雰囲気に感動したというような話をしていたので、ほんの
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一部にしても成人の人たちが式後にそのような感想を持ったというのはお伝えした

らいいのかなと思いました。 

 それから、１月２２日に府中北小学校で、第４回府中中学校区の授業研修会があ

りました。そこでは、安芸府中高等学校の校長先生や先生方も参加されて、低・中・

高の各部会に参加してくださったのですが、授業の内容はもちろんいい授業だった

のですけど、それは省略します。１つ印象に残ったのが、分科会、協議会が本年度

最後なのですけども、小学校の例えば低学年の授業でも、中・高の先生も非常に厳

しいというか、代案も含めて意見をたくさん言われたのに驚いて。小学校のことは

よくわからないというような前置きがなくて、こうではないのだろうかというよう

な意見が出てきて、和やかなのですけどとても厳しい意見なども出てきたので、校

種間の連携というのが進んできているのではないかなと。１年生はよくわからない

というような言葉の前置きがなくて、皆さんが本気で話をされていて代案を出され

ていたので、そこの変化というのを今年度最後の会で実感したということをお伝え

したいなと思いました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございます。神原委員。 

 

神原委員   私は今回、初めて成人式に参加させていただいて、今までのイメージというか、

なかなか成人式は今までマスメディアでしか見ることがない中で、大体取り上げら

れるのは荒れた成人式で、騒ぎをするイメージしかなかったです。今回初めて参加

させていただいて、本当に厳粛なああいう感じの、先ほども上之園委員が言われた

ように、小学校の卒業式ではないですけど、本当にそれに似た感覚というか、すご

く今どきの青年というのはいい意味でも悪い意味でも、多種多様なというところで

いくと、やっぱり家庭環境、そういった学校教育をきちんとされてきた結果がこう

いう形で実を結んだのかなというふうには感じました。 

あともう１点、先ほど教育長がお話された働き方改革の件で、府中小学校の運動

会の事例、実際私昨年、参加したときに、一昨年と違って本当に時間を短く工夫し

ているんだなという点で思い出したのが、１年生だったと思うのですけども、玉入

れの競技があったんですね。その玉入れの競技で、普通だったら入場してきて、じ

ゃあ「ヨーイ、スタート」で玉入れをするというのがイメージだったんですけど、

入ってきて１回輪になったときに音楽が鳴って、そこで一度踊りをするんですよ。

なので、踊ることと玉入れというのを１つの競技で時間短縮すると。踊りながら入

ってきてという形で、競技数は少なくなった部分があるのですけども、踊りも見ら

れて、表現も見られて、更に競争じゃないですけども玉入れの競技も両方見られて

という形で、こういう新しいことをしているのだなというのを、今改めて思い返し

て、そういった形でその時間短縮というのを先生たちはいろいろな形で努力されて

いるのだなというのを、ちょっと思い出したので、お伝えさせていただきます。 

 

教 育 長   ありがとうございました。成人式のお話、たくさん出たのですけども、今後、成

人式をいつにするのかというのは、今後の課題になってくるかなと思います。とい

うのは、１８歳の選挙、二十歳にするのかどうするのかということについて、また

この場でもいろいろなご意見をいただきたいと思います。そのために、いろいろな

考え方も整理した中で、ご提示をしていきたいというふうに思いますので、またよ

ろしくお願いいたします。そのほか、今の皆さんの情報交換、何かありますか。よ

ろしいですか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ありがとうございました。それでは、以上で本日の議事日程を全て終了いたしま

したので、これをもって本日の会議を閉会といたしたいと思います。 

   

（閉議 午後２時１５分） 


