
令和３年第８回 
教育委員会定例会議案 

多賀城市教育委員会 



令和３年第８回教育委員会定例会議事日程 

                   令和３年８月２５日（水）

                    午後０時３０分 開 会

多賀城市役所５階 ５０１会議室

日程第１ 前回議事録の承認について 

日程第２ 議事録署名委員の指名について 

日程第３ 諸般の報告 

事務事業等の報告 

日程第４ 議 事 

議案第１８号  休業日の指定について

日程第５ その他 



諸 般 の 報 告

 令和３年第７回教育委員会定例会以降の事務事業の執行状況及び諸会議等の状況

は、次のとおりです。 

■教育総務課関係 

７月３０日、株式会社サクライ及び株式会社ヤマダから城南小学校へ足こぎ車

いす各１台の寄附があり、贈呈式が行われました。 

同日、多賀城市内の小学生が波に流されたということが判明したことから、学

校から市内小中学校保護者あて連絡を行いました。 

同日、小中学校の図書室エアコン整備工事が全て完了しました。 

８月４日、コミュニティ・スクールの先進地として、仙台市立国見小学校を視

察しました。 

８月５日から１９日まで、東北学院大学との連携協力協定に基づき、教職員対

象の科学教育研修「２１世紀のキーテクノロジーを学ぶⅡ」が開催され、市内小

中学校から５名の先生方が５日間参加しました。 

８月５日、「二市三町教育長会議」が岩沼市民会館・中央公民館で開催され、

教育長が出席しました。 

８月８日、城南小学校に通学する児童１名の新型コロナウイルス感染が判明し

たことから、学校から市内小中学校保護者あて連絡を行いました。 

８月１７日から１９日までの３日間、「多賀城スコーレ（サマースクール）」

を各公民館で開催しました。参加人数は小学生６３名、中学生１７名となりまし

た。 

８月１８日、市内小中学校教職員全員を対象とした「第１回多賀城市全教職員

研修会（生活充実感テストの活用研修）」を文化センター大ホールで開催しまし

た。生活充実感テストの活用について筑波大学名誉教授の田上不二夫先生を講師

としてお招きし、２７６名が参加しました。 

同日、多賀城市感染症災害対策本部会議が開催され、県内の新型コロナウイル

ス感染症の発生状況に応じた本市の対応等を協議しました。８月１８日現在の対
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応状況は、別表のとおりです。 

８月１９日、「令和３年度新採・転入教職員研修会」を市民活動サポートセン

ターで開催しました。多賀城市教育委員会文化財課埋蔵文化財調査センターの職

員を講師として、「多賀城の歴史」と題した講話や南門、政庁跡等の見学などに

３８名が参加しました。 

８月２３日、すべての小中学校で夏休みが終了し、２学期制の前期後半を迎え

ました。 

■生涯学習課関係 

７月２６日から８月５日までの間（５回開催）に、多賀城小学校と天真小学校

で「放課後子ども教室 わくわく広場体験会」が開催され、合計８３名の児童が

参加しました。 

８月６日、大代地区公民館防災キャンプを開催しました。参加児童２０名（募

集定員２０名）、中・高・大学生のボランティア（ジュニアリーダーのエステバ

ン含む）１２名、協力団体及び教員引率等８名、合計４０名が参加しました。 

８月２２日、明治安田生命保険相互会社との包括連携事業として、株式会社ベ

ガルタ仙台の協力のもと、防災サッカー教室をさんみらい多賀城イベントプラザ

で開催しました。 

前回定例会以降に実施した主な社会教育事業等は、別表のとおりです。 

■文化財課関係 

８月２１日、南門建設現場見学会４回目を開催予定でしたが、新型コロナウイ

ルス感染拡大状況を鑑み中止といたしました。これまで全３回開催し、延べ   

１，３２３名の参加がありました。 
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（別表）社会教育事業等の開催状況 

（令和３年８月１６日現在） 

○市民会館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

8月7日 回廊アート夏休みイベント「七夕コンサート」 80名 市会 

8月14日 
共催事業「サンドウィッチマンライブツアー2020～

21」 
551名 市会 

○中央公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 8月5日 成人教育事業「はじめてのZoom体験講座」 4名 市会 

 8月5日 
出前映画会「名探偵コナン防犯ガイド他」 

対象：放課後児童クラブ児童及び保護者 
24名 東小 

 8月12日 
青少年教育「夏休み子ども陶芸体験」 

講師：陶芸教室くんぷう 澤田 聡 氏 
20名 市会 

○山王公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 7月30日 

青少年教育事業「夏休み子ども体験教室～わかめの

ふしぎ～」 

講師：理研食品株式会社 芳賀 順 氏 他２名 

9名 山公 

 8月7日 

青少年教育事業「子どもコマ大戦 多賀城」 

講師：株式会社岩沼精工 

代表取締役社長 千葉厚治氏 他２名 

26名 山公 

○大代公民館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 7月31日 青少年教育事業「夏休みこども書道教室」 7名 大公 

 7月31日 

成人教育事業「多文化共生事業（サポーターと技術

実習生との懇談）」 

講師：宮城県国際化協会、みやぎ外国人相談センタ

ー相談員、日本語教育アドバイザー、技術実習生

受入企業等 

40名 大公 
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○市立図書館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 7月31日 
スペシャルおはなし会キッズクラフト たなばた飾

りをつくろう！ 
10名 市図 

 8月1日 

大人の食育 暑さを乗り切る夏野菜と冷凍保存のス

スメ 

講師：野菜ソムリエプロ 中川牧子氏 他1名 

6名 市図 

 8月4日 英語の本を楽しもう 英語多読サロン 4名 市図 

 8月6日 
朝活 Good morning YOGA 

講師：ヨガインストラクター 工藤葉子氏 
5名 市図 

 8月7日 館長と巡る図書館ツアー 2名 市図 

 8月7日 
スペシャルおはなし会キッズクラフト ゴムの力で

飛び出すおもちゃをつくろう！ 
13名 市図 

 8月8日 入道雲の仕組みを知ろう 科学実験教室 12名 市図 

 8月9日 

ジュラシック大恐竜展出張講座 恐竜について学ん

でみよう 

講師：東北歴史博物館職員 

48名 市図 

 8月14日 

Art to You ！トークショー 「つくること。みせ

ること」 

講師：ビルドフルーガス 高田彩氏 

   彫刻家 佐野美里氏 

24名 市図 

 8月14日 スペシャルおはなし会キッズクラフト 24名 市図 

 8月14日 

本のソムリエの 1 日 1 冊読書術 読書のすすめ＆

メモ演習 仕事術編 

講師：  

5名 市図 

8月14日～ 

8月16日 
再利用 本のリサイクル市 - 市図 

○総合体育館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

7月29日～ 

8月11日 

（計5回） 

介護福祉課委託事業「健康ストレッチ教室」 64名

山公 

大公 

ヘルス 

 8月1日 多賀城市民スポーツ大会「ドッジビー大会」 55名 総体 
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8月5日～ 

8月12日 

（計6回） 

地域スポーツ指導者派遣事業 

申請団体：東田中南多賀モリ会、トゥインクルたが

じょう、鶴ケ谷はつらつ会、志引保育所 

79名 市内 

8月8日 社会体育事業「おとなの朝活（朝ヨガ）」 10名 総体 

8月8日 
社会体育事業「おとなの朝活（朝トレーニング）」 4名

総体 

【凡例】 

市会：市民会館  東小：多賀城東小学校  総体：総合体育館   

山公：山王地区公民館  大公：大代地区公民館  市図：市立図書館 

ヘルス：シルバーヘルスプラザ  

令和３年８月２５日提出 

                        多賀城市教育委員会 

                         教育長 麻生川 敦 
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令和3年8月18日

No 施設・事業 8/19までの施設対応 8/20からの対応

1 太陽の家

3密の回避など感染拡大を予防する対応を行いな
がら、安全に配慮して実施
・本人及び家族の健康観察の徹底し、発熱・風邪症
状・普段と違う様子の場合は自宅休養
・園内の全体活動は当面見合わせ、クラス活動を
行う
・園児以外が参加する行事・イベントは内容により実
施

左記から変更なし

2 コスモスホール

3密の回避など感染拡大を予防する対応を行いな
がら、安全に配慮して実施
・本人及び家族の健康観察を徹底し、発熱・風邪症
状・普段と違う様子の場合は自宅休養
・施設外への外出・飲食を伴うイベントは内容により
実施

左記から変更なし

3 トゥインクルたがじょう

３密の回避など感染拡大を予防する対応を行いな
がら当面の間、一部利用を制限し実施
・施設：施設内外の清掃、消毒、換気
・職員：検温と手洗い、マスク着用
・利用者：自宅での検温、マスク着用の依頼
●主な一部利用制限内容
・各プログラムの利用人数を調整して実施
・食品を扱うプログラムは中止

左記から変更なし

4 放課後児童クラブ

３密の回避など感染拡大を予防する対応を行いな
がら、安全に配慮して実施。
●対応内容
・施設：館内外の清掃、館内及び遊び道具の消毒、
換気の徹底
・職員：毎朝の検温と体調確認、常時マスク着用、
出入りの際の手指の消毒を厳格に実行
・児童：登級前の検温、マスク着用の依頼

左記から変更なし

5
児童館・児童セン
ター

３密の回避などの感染拡大を予防する対応を行い
ながら、人数制限を設けてイベント実施。
●対応内容
・施設：館内外の清掃、館内及び遊び道具の消毒、換気
の徹底
・職員：毎朝の検温と体調確認、常時マスク着用、出入り
の際の手指の消毒を厳格に実行
・利用者：来館前の検温、マスク着用の依頼、出入りの
際の手指の消毒

左記から変更なし

　(1) 保健福祉部

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る本市の対応について

１　対応期間　８月２０日から

２　施設及び事業の対応について
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No 施設・事業 8/19までの施設対応 8/20からの対応

6
子育てサポートセン
ター

３密の回避など感染拡大を予防する対応を行いな
がら、安全に配慮して開館。
●一部制限内容
・利用時間及び人数を制限すること
・感染状況を確認しながら、イベントを実施
●対応内容
・施設：館内外の清掃、館内及び共用玩具・遊具の
消毒、換気の徹底、館内での飲食中止
・職員：毎朝の検温と体調確認、常時マスク着用、
出入りの際の手指の消毒を厳格に実行
・利用者：来館前の検温、マスク着用の依頼、出入
りの際の手指の消毒

左記から変更なし

7 保育所等

国等の示す方針等に基づき、３密の回避などの感
染拡大を予防する対応を行いながら、以下の点に
ついて安全に配慮して実施
・風邪のような症状のある児童の通所を控えるよう
呼びかけ
・施設入出者への手洗いや咳エチケットの推奨、ア
ルコール消毒液による手指消毒の励行
・こまめな換気の実施
・保育中におけるクラス合同保育の必要最低限の
実施

左記から変更なし

8
シルバーヘルスプラ
ザ

３密の回避など、感染拡大を予防する対応、入館
時の手指消毒、利用者名簿の作成や検温を行いな
がら、当面の間、一部利用制限を付して開館

●主な一部利用制限
・利用時間・利用人数を制限すること

左記から変更なし

9 シルバーワークプラザ

３密の回避などの感染拡大を予防する対応を行い
ながら開館
・施設：館内外の清掃、消毒、換気
・職員：検温と手洗い、マスク着用
・利用者：健康状態聞き取り、手洗い（消毒）

左記から変更なし

10
屋内ゲートボール場
屋外ゲートボール場

３密の回避など感染拡大を予防する対応を行いな
がら当面の間、一部利用を制限して開館
●主な一部利用制限内容
・市民団体に限定 左記から変更なし
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No 施設・事業 8/19までの施設対応 8/20からの対応

1 市立小中学校

通常どおり。

左記から変更なし

2 市民会館

3 中央公民館

4 山王地区公民館

5 大代地区公民館

6 総合体育館

３密の回避など、感染拡大を予防する対応(マスク
の着用（運動時を除く。)）、入口での手指消毒、
チェックリストの確認や利用者名簿の作成など)を行
いながら、次の一部利用制限を付して開館

●利用制限内容
□更衣室、シャワー室を利用する場合は、人数制
限等の条件を設定すること。
□利用人数を制限：飛沫感染・接触感染等のリスク
の低減に努めることを前提に、宮城県の方針に準
じ、施設の利用形態（大声での歓声、声援等の想定
の有無）に応じて、収容率（利用人数）を制限するこ
と。。

　→1～２時間ごとに換気（５分～１０分程度）等

※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。施設管理者の定め
による。

開館時間を20時まで短縮（通常21時）
（既に施設利用許可を行っているものは20時以降も
使用可）
３密の回避など、感染拡大を予防する対応(マスク
の着用（運動時を除く。)）、入口での手指消毒、
チェックリストの確認や利用者名簿の作成など)を行
いながら、次の一部利用制限を付して開館

●利用制限内容
□更衣室、シャワー室を利用する場合は、人数制
限等の条件を設定すること。
□利用人数を制限：飛沫感染・接触感染等のリスク
の低減に努めることを前提に、宮城県の方針に準
じ、施設の利用形態（大声での歓声、声援等の想定
の有無）に応じて、収容率（利用人数）を制限するこ
と。。

　→1～２時間ごとに換気（５分～１０分程度）等

※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。施設管理者の定め
による。

　(2) 教育委員会

開館時間を20時まで短縮（通常21時30分）
（既に施設利用許可を行っているものは20時以降も
使用可）
３密の回避など、感染拡大を予防する対応(マスク
の着用、入口での手指消毒、チェックリストの確認や
利用者名簿の作成など)を行いながら、次の一部利
用制限を付して開館

●利用制限内容
□飛沫感染・接触感染等のリスクの低減に努めるこ
とを前提に、宮城県の方針に準じ、施設の利用形態
（大声での歓声、声援等の想定の有無）に応じて、
収容率（利用人数）を制限すること。

　→1～２時間ごとに換気（５分～１０分程度）等

※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。施設管理者の定め
による。

３密の回避など、感染拡大を予防する対応(マスク
の着用、入口での手指消毒、チェックリストの確認や
利用者名簿の作成など)を行いながら、次の一部利
用制限を付して開館

●利用制限内容
□飛沫感染・接触感染等のリスクの低減に努めるこ
とを前提に、宮城県の方針に準じ、施設の利用形態
（大声での歓声、声援等の想定の有無）に応じて、
収容率（利用人数）を制限すること。

　→1～２時間ごとに換気（５分～１０分程度）等

※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。施設管理者の定め
による。
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No 施設・事業 8/19までの施設対応 8/20からの対応

7 市民プール

３密の回避など、感染拡大を予防する対応(マスク
の着用（運動時を除く。)）、入口での手指消毒、
チェックリストの確認や利用者名簿の作成など)を行
いながら、次の一部利用制限を付して開館
●主な一部利用制限内容
□更衣室、シャワー室を利用する場合は、人数制
限等の条件を設定すること。
※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。施設管理者の定め
による。

開館時間を20時まで短縮（通常21時）
（既に施設利用許可を行っているものは20時以降も
使用可）
３密の回避など、感染拡大を予防する対応(マスク
の着用（運動時を除く。)）、入口での手指消毒、
チェックリストの確認や利用者名簿の作成など)を行
いながら、次の一部利用制限を付して開館
●主な一部利用制限内容
□更衣室、シャワー室を利用する場合は、人数制
限等の条件を設定すること。
※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。施設管理者の定め
による。

8 市民テニスコート

３密の回避など、感染拡大を予防する対応(マスク
の着用（運動時を除く。)）、入口での手指消毒、
チェックリストの確認や利用者名簿の作成など)を行
いながら、次の一部利用制限を付して開館

●主な一部利用制限内容
□更衣室、シャワー室を利用する場合は、人数制
限等の条件を設定すること。

※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。施設管理者の定め
による。

左記から変更なし

9 多賀城公園野球場

10 中央公園

左記から変更なし

３密の回避など、感染拡大を予防する対応(マスク
の着用（運動時を除く。)）、手洗いの実施、チェック
リストの確認や利用者名簿の作成など)を行いなが
ら、次の一部利用制限を付して開館

●利用制限内容
□利用者の特定
　→利用者が特定できること。

※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。施設管理者の定め
による。
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No 施設・事業 8/19までの施設対応 8/20からの対応

11 市立図書館

３密の回避など、感染拡大を予防する対応(マスク
の着用、入口での手指消毒等)を行いながら、一部
利用制限を付して開館

●利用制限内容
□利用制限サービス

　・学習スペース（座席数等）の制限

※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。施設管理者の定め
による。

３密の回避など、感染拡大を予防する対応(マスク
の着用、入口での手指消毒等)を行いながら、一部
利用制限を付して開館

●利用制限内容
□開館時間を20時まで短縮（通常21時30分）
□利用制限サービス

　・学習スペース（座席数等）の制限

※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。施設管理者の定め
による。

12
埋蔵文化財調査セン
ター展示室

３密の回避など、感染拡大を予防する対応（マスク
の着用、入口での手指消毒等）を行いながら、制限
を解除する。

※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。施設管理者の定め
による。 左記から変更なし

13
多賀城市埋蔵文化
財調査センター体験
館（史遊館）

３密の回避など、感染拡大を予防する対応（マスク
の着用、入口での手指消毒等）を行いながら、制限
を解除する。

※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。施設管理者の定め
による。

左記から変更なし

14 学校施設開放

屋内施設の利用の際は、３密の回避など、感染拡
大を予防する対応を条件とする

※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。事業管理者の定め
による。

開館時間を20時まで短縮（通常21時）
（既に施設利用許可を行っているものは20時以降も
使用可）
※屋外夜間照明灯設置の山王小学校校庭は21時
まで利用可能とする。

施設の利用の際は、３密の回避など、感染拡大
を予防する対応を条件とする

※その他、感染拡大予防策や利用制限（利用上の
ルール）に関する詳細事項あり。事業管理者の定め
による。
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No 施設・事業 8/19までの施設対応 8/20からの対応

1
市民活動サポートセ
ンター

３密の回避など、感染拡大を予防する対応を行い
ながら、一部利用制限を付して開館
●利用制限内容
・不特定多数の利用があるイベントの利用は不可と
する。
・フリースペースの利用についても申出制とする。
●利用者に遵守いただく事項
・マスク着用の徹底
・手の消毒（施設に消毒液の設置）
・体調不良者の利用自粛
・可能な限り３密を避けること
・利用者全員の連絡先の把握
・利用後、2週間以内に感染が判明した場合、施設
へ連絡すること
・施設内で飲食する場合は、対面を避け、周囲と距
離をとるなど、感染防止に努めること
●施設の対応
・換気の徹底
・施設、設備等の消毒
・机等の配置の変更
・利用予約時の制限内容や要請内容の周知
・利用時に制限内容や遵守事項が守られているか
を確認

３密の回避など、感染拡大を予防する対応を行い
ながら、一部利用制限を付して開館
●利用制限内容
・開館時間を20時まで短縮（通常21時30分）
（既に予約している団体については20時以降も使用
可）
・不特定多数の利用があるイベントの利用は不可と
する。
・フリースペースの利用についても申出制とする。
●利用者に遵守いただく事項
・マスク着用の徹底
・手の消毒（施設に消毒液の設置）
・体調不良者の利用自粛
・可能な限り３密を避けること
・利用者全員の連絡先の把握
・利用後、2週間以内に感染が判明した場合、施設
へ連絡すること
・施設内で飲食する場合は、対面を避け、周囲と距
離をとるなど、感染防止に努めること
●施設の対応
・換気の徹底
・施設、設備等の消毒
・机等の配置の変更
・利用予約時の制限内容や要請内容の周知
・利用時に制限内容や遵守事項が守られているか
を確認

2
さんみらい多賀城イ
ベントプラザ

３密の回避など、感染拡大を予防する対応を行い
ながら、一部利用制限を付して開館
●利用制限内容
・不特定多数の利用があるイベントの利用は不可と
する。
・更衣室、シャワー室の利用は１名ずつとする。
●利用者に遵守いただく事項
・運動時以外のマスク着用の徹底
・手の消毒（施設に消毒液の設置）
・体調不良者の利用自粛
・可能な限り３密を避けること
・利用者全員の連絡先の把握
・利用後、2週間以内に感染が判明した場合、施設
へ連絡すること
・施設内で飲食する場合は、対面を避け、周囲と距
離をとるなど、感染防止に努めること
●施設の対応
・換気の徹底
・施設、設備等の消毒
・利用予約時の制限内容や要請内容の周知
・利用時に制限内容や遵守事項が守られているか
を確認

３密の回避など、感染拡大を予防する対応を行い
ながら、一部利用制限を付して開館
●利用制限内容
・開館時間を20時まで短縮（通常21時）
（既に予約している団体については20時以降も使用
可）
・不特定多数の利用があるイベントの利用は不可と
する。
・更衣室、シャワー室の利用は１名ずつとする。
●利用者に遵守いただく事項
・運動時以外のマスク着用の徹底
・手の消毒（施設に消毒液の設置）
・体調不良者の利用自粛
・可能な限り３密を避けること
・利用者全員の連絡先の把握
・利用後、2週間以内に感染が判明した場合、施設
へ連絡すること
・施設内で飲食する場合は、対面を避け、周囲と距
離をとるなど、感染防止に努めること
●施設の対応
・換気の徹底
・施設、設備等の消毒
・利用予約時の制限内容や要請内容の周知
・利用時に制限内容や遵守事項が守られているか
を確認

　(3) 総務部
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議案第１８号  

   休業日の指定について  

 多賀城市学校の管理に関する規則第３条第１項第９号の規定により、

次のとおり休業日を指定する。  

  令和３年８月２５日提出  

多賀城市教育委員会   

教育長  麻生川  敦   

休業日とする日  

  令和３年１０月１１日  
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議案第１８号  

   休業日の指定について  

 多賀城市学校の管理に関する規則第３条第１項第９号の規定により、

次のとおり休業日を指定する。  

  令和３年８月２５日提出  

多賀城市教育委員会   

教育長  麻生川  敦   

休業日とする日  

  令和３年１０月１１日  
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議案第１８号関係資料 

多賀城市立学校の休業日について 

１ 法的根拠 

（１）多賀城市立学校の管理に関する規則より 

（２）国民の祝日に関する法律 

（３）平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改   

正する法律

２ 現状の秋季休業日 

  管理規則では，令和 3年度は，下表の対応となる。 

月日 10 月 9 日 10 月 10 日 10 月 11 日 10 月 12 日 

曜日 土 日 月 火 

対応 休業日 休業日 登校日 秋季休業日 

３ 審議内容 

  児童生徒の休養及び教職員の働き方改革の一環として、多賀城市立学校の管理に関する規則第 3条

(9)前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた日の規定により、10 月 11 日月曜日

を学校の休業日として認めていただきたい。 

【案】 

月日 10 月 9 日 10 月 10 日 10 月 11 日 10 月 12 日 

曜日 土 日 月 火 

対応 休業日 休業日 登校日→休業日 秋季休業日 

第 3条 学校の休業日は、次のとおりとする。 

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第 3条に規定する休日 

(2) 日曜日 

(3) 土曜日 

(4) 学年始休業日 4月 1 日から同月 7日まで 

(5) 夏季休業日 7 月 21 日から 8月 22 日まで 

(6) 秋季休業日 10 月の第 2月曜日の翌日 

(7) 冬季休業日 12 月 24 日から翌年 1月 7日まで 

(8) 学年末休業日 3月 25 日から同月 31 日まで 

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた日

第 2条「国民の祝日」を次のように定める。 

スポーツの日 10 月の第 2月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うととも

に、健康で活力ある社会の実現を願う。  

三、令和三年においては、海の日を七月二十二日と、スポーツの日を七月二十三日と、山の

日を八月八日とする。 
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