平成２４年みよし市教育委員会第１０回定例会 会議録
日

時 平成２４年１０月１７日（水）午前１０時開議

場

所 市役所 ２階２０２会議室

出

席

委

員 委員長：佐 堀 守 秀
委 員：木 戸 友 二

委員長職務代理者：加 藤 志津香
委 員：冨 樫 佐 智 子

教育長：小野田 賢治
説明のため出席 教育部長：赤川鈴治、教育部参事：深見秀之、教育部次長：塚本直樹、
し

た

職

員 教育行政課長：近藤政彦、教育行政課主幹:久野宗秀、図書館館長：小野田幸男、
歴史民俗資料館長：野々山照夫、学校教育課長：花井 伸、
学校給食センター所長：椎葉員己、スポーツ課長：野々山茂樹

書
傍

記
聴

教育行政課副主幹：望月千歳

者 なし
委員長

教育委員会会議の開会及び閉会につきましては、みよし市教育委員会会
議規則第８条の規定により、委員長が宣言することとなっております。

また、会議録の作成につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６
条第１項の規定に基づき、教育行政課副主幹 にお願いします。
日

程

１ 委員長

【開会宣言】

日程１ 平成２４年みよし市教育委員会第１０回定例会を開会しま
す。
（午前１０時００分）

日

程

２ 委員長

【委員長報告】

日程２ 委員長報告 前回の定例教育委員会以後、本日までに出席
しました行事等の報告をします。
お配りしました一覧表のとおりです。

日

程

３ 委員長

日程３ 教育長報告 教育長からの報告をお願いします。

【教育長報告】 教育長

お配りしました一覧表のとおりです。

日

日程４ 前回会議録の承認、会議録の朗読をお願いします。

程

４ 委員長

【 前 回 会 議 録 教育部次長 【前回（第３回臨時会）の会議録の朗読】
の承認】

委員長

ただいまの会議録につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１
６条第１項の規定に基づき、承認してよろしいか。
挙手をお願いします。
【挙手全員】

委員長
日

程

５ 委員長

挙手全員です。会議録は、承認されました。
日程５ 議事に入ります。
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【議

事】 委員長

議案第３３号

教育部参事

議案第３３号の説明をお願いします。
【議案第３３号】の説明

（平成２５年度 委員長

議案第３３号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

教職員人事異動 委員

職務経験の多様化とはどのように理解すればよろしいですか

について）

教員によっては色々な経験がありますので、それを生かす人事を

教育部参事

して行くという方針です。
委員

要するに、教員個人が持っている知的財産を子供たちに色々役立
てていくということでしょうか。

教育部参事

採用につきまして、スポーツ採用枠、一般企業勤務経験の採用な
ど色々な人材を教育現場に派遣をし、色々な人材を集め、先生達の
経験を生かすような人事配置をしていく方針です。

委員

定期人事異動となっているがどこかに月日が指定されています
か。

教育部参事

４月１日をもって年度ごとの定期人事異動に当たります。

委員

それぞれの所に男女を問わずとありますが、わざわざ書かなけれ
ばいけないものですか。男女平等が進んでいる職場だと思っていま
したが、まだこれを書かなくてすむような世界を目指している状況
ですか。

教育部参事

男女協働参画社会の実現ということで、これがないのが理想だと
思いますが、心がけていくために明文化してあると考えています。

委員長

県が出した文章と、市が出した文章で違う区分はありますか

教育部参事

大きく違うのは６番について、県は市町村教育委員会の内申及び
校長の意見を尊重するということで進めて欲しいということです
が、市の教育委員会は校長の意見を尊重するというところが変わっ
ています。

委員

５番目の厳正かつ公平な審査に基づきとありますが、審査はどな
たがされるのですか。

教育部参事

審査につきましては、県の中でそれぞれ指定を受けた者が、教頭
任用、校長任用でそれぞれ面接、作文等で審査を実施しています。
その審査に合格すれば、教頭任用、校長任用が実施されます。

教育長

１０ページの栄養職員はみよし市ではどのくらいおり、どの様
な異動をしていましたか。

教育部参事

栄養士３名の内栄養教諭が１名任命されており、学校に席を置き
ながら給食センターと連携し授業を行うことと、給食センターでの
献立づくり等をしています。

委員長

他にありませか。

委員長

ないようですので、議案第３３号 平成２５年度教職員人事異動
について、採決してよろしいか。
原案に賛成の委員の挙手を求めます。
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【挙手全員】
委員長
日

程

６ 委員長

【協議及び報告
事項】

挙手全員です。よって、議案第３３号は可決されました。
続きまして、日程６ 協議及び報告事項に入ります。
次第に従って協議及び報告をお願いします。

教育部長

【１１月教育委員会行事予定】の説明

教育行政課長

教育行政課の説明
【過去に後援等の実績があり審査承諾をした申請の報告につい
て】の説明
【平成２４年度みよし市文化祭開催について】の説明

委員長

ここまでで質疑のある委員は挙手をお願いします。

委員

愛知教育大学地域連携センターの説明の２９ページの公開講座
の開設の教員対象講座、特別支援教育支援員対象講座をインター
ネットで調べますと、先生が出やすいように夏休みに設けられて
いたと思います。みよしの先生方もこういった講座を使って勉強
していらっしゃるのか、また、受講料が５時間で３千円となって
いましたが、もし参加される場合は自己負担ですか学校負担です
か。

教育部参事

夏休みの講座につきましては、教育免許の更新等がありまして、
年代ごとに順次自費で受けています。またこの愛知教育大学の公
開講座が対象になっているかは確認をしていませんので、また調
べておきたいと思いますが、愛知教育大学にも教員免許更新の講
座もありますの、自費でそれぞれ教員がうけて免許の更新をして
います。

委員長

そういう案内は学校宛に来るものですか、それとも個人宛です
か。

教育部参事

教員免許更新のための講座につきましては、この近くですと愛
知教育大学や愛知大、淑徳大もですが、いろいろな大学から学校
を通じてきますので、対象になった教員は学校に通知される案内
文を見て選んでいます。

委員長

他に質問はありますか。

委員長

続きまして、説明をお願いします。

学校教育課長

学校教育課の説明
【小中学生夢の作品展について】の説明

給食センター所長

給食センターの説明
【学校別残菜量統計（上半期）について】の説明

スポーツ課長

スポーツ課の説明
【平成２４年度秋のウォーキングについて】の説明

委員長

質疑のある方は挙手をお願いします。
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委員

残菜の表のグラム単位が小学校と中学校で違っているのは
なぜですか。

給食センター所長

小学校と中学校で残菜量の表単位が違うためです。

委員

表を出すなら、同じ単位でないと見にくいと思います。

委員

理由は分かりましたが、今後この表を出していただくとき
に、同じ単位の表は無理ですか

給食センター所長

それにつきましては、栄養士と相談しまして検討します。

加藤委員

この表は、前年度との差を見るのが目的ですか、それとも
なぜ残菜が増えたかなどの分析に使われるものですか。

給食センター所長

前年度と今年度の比較を見るものと、なぜ増えたのか季節
気候など分析をしています。

委員

その分析をどのように生かしているのか、ただやっただけ
では、前進がないと思います。たとえば中学校の残菜は 6 月
を除いて増えてますが、去年より増えた理由は何かとか、量
を少し減らすとかそういう配慮がされるのですか。

給食センター所長

国の摂取カロリー等の基準とかありますので、量を減らす
ことは考えておりません。ただ給食の献立の中で夏場に食べ
やすい、冷やし中華だとか配慮はさせて頂いております。

委員

分析結果は公表されますか。

給食センター所長

校長会において残菜の説明は行っていますが、分析につき
ましては改めて栄養士とも相談させていただきます。

委員

分析をお願いすると共に、ご報告をお願いします。

委員長

他に質問はありますか。

委員

郡上八幡満ウォークの集合場所がなぜ給食センターです
か。

スポーツ課長

みよしレクリエーションスポーツフェスタ２０１２が総合
体育館に於いて同日開催予定で多くの来場者が見込まれるた
め、給食センターにお願いし、集合場所としました。

委員

小中学生夢の作品展実施計画の中で、表彰とか有りますか。

学校教育課長

表彰等は行いません。

委員

ただ展示するだけですか。

学校教育課長

ただ展示するだけではなくて、参加した児童、生徒、保護
者の方々がメッセージカードにそれぞれ良いと思ったこと
などを書いたものが、後日子ども達に渡るようになっていま
す。

委員

これは各学校から一校あたり何点展示ですか。

学校教育課長

小中学校全児童、生徒の作品が１人１点ずつ展示していま
す。

委員

メッセージカードはどの子にも入っていますか、沢山入っ
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ている子とか、入っていない子とかありますか。
学校教育課長

見学者の意見でありますので差はあります。

委員長

他に質問はありませんか。

委員長

他に報告事項はありますか。
なければ、本日の日程の案件は、すべて終了しました。

日

程

７ 委員長

【閉会宣言】

日程７ みよし市教育委員会会議規則第８条の規定に基づ
き、平成２４年みよし市教育委員会第１０回定例会を閉会しま
す。
（午前１０時５５分）

委員長

次回の開催予定の調整をお願いします。

次回開催予定
平成２４年１１月２１日（水）午前１０時から
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