平成２３年みよし市教育委員会第４回定例会 会議録
日

時 平成２３年４月２０日（水）午前１０時開議

場

所 市役所西館４階４０２会議室

出

席

委

員 委員長：岡 本 洋 子
委 員：佐 堀 守 秀

委員長職務代理者：冨 樫 佐智子
委 員：加 藤 志津香

教育長：廣 瀨 正 己
説明のため出席 教育部長：赤川鈴治、教育部参事：加藤了介、教育部次長：鈴木 淳、
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：加納公明
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

教育行政課課長補佐：久野俊人

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、教育行政課課長補佐 にお願いします。
委員長

本日の会議で、議案第１２号平成２３年度奨学生の認定につきまし
ては、
「個人情報」に関する案件ですので、みよし市教育委員会会議規
則第１８条第１項のただし書の規定に基づき、非公開の議案としてよ
ろしいか、挙手をお願いします。
【挙手全員】

委員長
日

程

議案第１２号につきましては、非公開とします。

１ 委員長

日程１平成２３年みよし市教育委員会第４回定例会を開会します。

【開会宣言】

（午前１０時）

日

日程２委員長報告第３回定例教育委員会以後、本日までに出席しま

程

２ 委員長

【委員長報告】

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
の承認】

委員長

【前回（第１回臨時会）の会議録の朗読】
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】
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委員長
日

程

【議

５ 委員長
事】 委員長

議案第１２号

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。
議案第１２号の説明をお願いします。

教育行政課長 【議案第１２号の説明】

（平成２３年度 委員長

議案第１２号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

奨学生の認定に 委員

審査の基準が変更されたということですが、継続の方には知らせて

ついて）

はいないのですか。
教育行政課長

継続の方には変更後の基準は適用されませんが、今回判定して

いただいた内容を通知する際に、学業の成績または品行が著るしく不
良となった場合などには、奨学金の支給が取消しとなります内容の注
意を促す案内はいたします。
委員長

他にありませんか。

委員長

議案第１２号平成２３年度奨学生の認定について、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。
【挙手全員】

議案第１３号

委員長

挙手全員です。よって、議案第１２号は可決されました。

委員長

次に、議案第１３号の説明をお願いします。

（みよし市教育 教育行政課長 【議案第１３号の説明】
委員会後援等名 委員長

議案第１３号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

義使用の承認に 委員

それでは、質疑ではなく要望ですが、ホーメックスグループ共同企

ついて）

業体が主催します「サンアートスプリングフェスタ」の件ですが、開
催日の５月２２日は７小学校の運動会・体育大会の予備日となってお
りますので、是非、学校の行事と重ならないようにしていただき、多
くの小学生がこういった行事に参加してもらい、サンアートのより一
層の利用の促進をしていただきたいと思います。
それと開催は雨天中止となっていますが、もしできるものであれば、
次の週への順延として持ち越してもらえないかと思います。
教育行政課長

主催団体には、ここで出ました意見を伝えまして、情報提供し

ていきたいと思います。
委員長

他にありませんか。

委員長

議案第１３号みよし市教育委員会後援等名義使用の承認について採
決してよろしいか。
原案に賛成の委員の挙手を求めます。
【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１３号は可決されました。
次に、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 【５月教育委員会行事予定、平成２３年度区長名簿の説明】
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教育行政課長 【教育行政課の説明】
(1) 平成２３年度教育行政課の基本方針と事務概要
(2) 教育行政課事務分担
(3) 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
図書館長 【教育行政課・図書館の説明】
(1) 平成２３年度図書館の方針と事業概要
(2) 図書館事務分担
(3) 平成２３年度図書館年間計画一覧表
資料館長 【教育行政課・資料館の説明】
(1) 平成２３年度資料館事業概要
(2) 資料館事務分担
(3) 平成２３年度事務事業実施計画
(4) 平成２３年度第１回展示会開催要項
学校教育課長 【学校教育課の説明】
(1) 平成２３年度学校教育課事業概要
(2) 学校教育課事務分掌
(3) 平成２３年度小中学校児童生徒数
(4) 平成２３年度小中学校教職員等一覧
(5) 平成２３年度小中学校行事予定表
(6) 平成２３年度第２８回みよし市長杯争奪中学校総合体育大会
(7) 平成２３年度運動会・体育大会の教育委員出席割り振り（案）
(8) 平成２３年度研究委嘱校研究発表事業実施計画
(9) 平成２３年度文部科学省・県関係研究指定について
(10) 平成２２年度学習状況調査結果について
給食センター所長 【給食センターの説明】
(1) 学校給食センター事務分担
(2) 学校別残菜量統計について
(3) 平成２３年度給食献立年間計画
スポーツ課長 【スポーツ課の説明】
(1) 平成２３年度スポーツ課事務事業執行方針
(2) スポーツ課事務分担
(3) 平成２３年度学校体育施設スポーツ開放事業
(4) 平成２３年度社会体育事業計画（案）
委員長

これまでの協議及び報告事項について、質疑のある委員は挙手をお
願いします。

委員

Ｐ２２の平成２３年度教育行政課の基本方針と事業概要の中で、今
年度の新たな事業をご案内お願いします。それと、５（１）の幼児期
家庭教育推進事業（いきいき子育て講座）ですが、子育て支援課の範
疇の事業ではないかと思いますがいかがでしょうか。
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教育部次長

昨年担当しておりましたので説明させていただきます。新規事業

につきましては、７の複合施設建設の推進が新たに加わった事業です。
今まで政策推進課が計画を担当しておりましたが、実質的な計画とい
うことで教育行政課が担当することとなりました。先ほど市長の挨拶
にもありましたように「設計に向けて」事業を推進していきますが、
実はまだ設計の予算はついておりません。議会からも若干のご意見を
いただいておりますので、それを踏まえたうえで進めてまいります。
５（１）の幼児期家庭教育推進事業は、１０の保育園、６つの幼稚
園を会場にして実施する事業です。家庭教育の中の幼児期、小学校、
中学校と最終的には青少年健全育成とも絡んできますが、成人までの
流れの中でスタートという意味合いで、この時期の子どもを持ってる
親に対する事業です。
委員

子育て支援課の範疇も内容的にあろうかと思いますので、連携をよ
く取りながらの活動をしていただきたいと思います。

教育部次長

承知しました。実質は保育園や幼稚園の園長が要望された講師を

選んだ上で対応しているものです。
委員

Ｐ２６の図書館の方針と事業概要でお願いします。４の図書館資料
の充実の中の災害・防災等の図書購入は新規事業ではないかと思いま
すがどうような購入計画でしょうか。それと６の月曜祝日の開館と夏
季時間延長の実施はどういったものですか。最後に、９の学校図書館
との連携、地域開放にともなう支援は黒笹小学校で実施するものだと
思いますが、校長先生も代わられたことでもあり、また、駐車場も狭
いということもあり、学校側と連携を密にして実施してもらえればと
思います。

図書館長

４の災害・防災等の図書購入の件ですが、関連しているものは今ま
でも入っており、なお重点的にこういったものを購入していきたいと
いうことです。毎月新しい本を紹介していただいた中で、特に必要な
ものを選んで購入していきたいと思っております。１年間かけて順次
購入していきますので、４月に全部購入するということではありませ
ん。
６の月曜祝日の開館につきましては、図書館、資料館、体育館は月
曜日が定休日になっておりますが、月曜日が祝日に当たる日は開館し、
翌日の火曜日を休みとするものです。また、夏季時間延長の実施とい
うことですが、閉館時間を午後５時１５分から午後６時１５分へ１時
間延長するものです。
それから、９の学校図書館との連携、地域開放にともなう支援とい
うことですが、黒笹小学校の図書室・図書館の開館につきましては、
実質的には学校教育課が所管しており、今年度の予算で書架や図書の
一部を購入する予定となっております。土曜日、日曜日、祝日だけを
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臨時職員などで対応しようと思うと、お子さんをお持ちの家庭のお母
さん方たちが土日は自宅で自分のお子さんたちを面倒を見ていますの
で、臨時職員を募集しても果たして土日だけ出てもらえる人がいるの
かという議論の中で、図書館の方としましては現状では土日祝日開館
しておりますので、そちらの職員を一時的にそちらに回っていただい
て時間がきたら本館に戻って受け付け業務などの作業をしてもらうこ
とになります。活動方法につきましては、学校教育課と図書館とでそ
れぞれ打ち合わせをしながら今月中に黒笹小学校へ出かけたいと思っ
ております。
駐車場が若干狭いということもありまして、土地の借地等について
検討したこともありましたが、実際に必要になってくるようであれば、
又考えようということになっております。ただし、上に広場がありま
して野球などで利用する人たちの駐車場にも一部なっておるような状
況を聞いており、どのくらいの利用があるのか不明ですので、今後ど
うしても駐車場が必要であるということになれば検討課題であると思
っています。
委員

ありがとうございました。スムーズに出来ればいいなと思います。

委員

他によろしいですか。それでは、資料館の展示事業についてですが
毎回パンフレットを配っていただきアピールしていただいております
が、今年５つの企画がありますが、軽重はあるのでしょうか。例えば、
ひな人形展が３０回になるわけですので、記念事業を考えているので
しょうか。

資料館長 平成２２年度は昭和に限定したひな人形を展示いたしました。今年度
は大正以前のものの展示を実施していければと思っています。
委員

資料館の活用について入場数が減っているという情報をいただきま
した。児童生徒が６，９２５人いるわけですので１回でも入館できる
ようなアイデアを出していただければと思います。例えば、体験コー
ナーを作るとか、出張授業をしていただいて資料館のアピールをして
いただくとか、展示物を他の場所に展示するとかなど、私はそんなに
アイデアはありませんが、考えていただけないものでしょうか。みよ
しに在住しております子どもたちが歴史について学ぶいい機会だと思
いますので是非、資料館を訪れる方法を又、館長さんを含め皆さんで
アイデアを出していただきたいとそんなお願いをします。

委員

Ｐ５５のアンケートについてです。
「学校は楽しいですか」という質
問に対して、
「とても楽しい」
「まあまあ楽しい」
「あまり楽しくない」
「楽しくない」という回答項目があるわけですが、
「まあまあ」
「あま
り」といった曖昧な表現を使用する理由は何でしょうか。

学校教育課長

平成２１年度と同じ表現に統一したものです。今後はこのアン

ケートを継続していくかは検討課題となっております。曖昧な表現を
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使うことが果たしてよいのかといったことを含めて継続となりました
ら検討していきたいと思います。
委員

同じくアンケートですが、Ｐ６４にあります「めあて」という言葉
は授業の中で使われておりますか。

学校教育課長

小学校、中学校とも授業の中で今日の学習課題という形で今日

の「めあて」はこういうことだということで掲示するようになってお
ります。それに基づいて授業の展開を進めて行って子どもたちがその
「めあて」を見て、今日はこういうことが分かった、こういうことが
出来るようになったということが確認できるようになっております。
まず、今日はこういうことをするということが「めあて」として掲示
するようにしております。ただ、言葉の言い方としましては、課題と
言いましたり、今日はこういうことをやるよという柔らかい言い方を
したりということで、
「めあて」ということの認識は子どもによって
様々かなと思います。
従いまして、ここでの「めあて」の表現のニュアンスの違いは出て
くるのかもしれないということは分かっております。
委員

私も子どもが学校で過ごしているのを聞いていますと「めあて」よ
りも目標の方が分かりやすいのかなと思ったり、目標は個人によって
違うということが分かっているのかなというのが私の疑問点でした。
最後ですが、家庭の学習時間ですが塾での学習時間を入れないでく
ださいとありますが、これはどうしてですか。これは何のために聞い
ているのでしょうか。

学校教育課長

学校の学習に対して子どもたちがどのくらい取組んでいるのか

といったところを調査対象にしていると思っております。子どもたち
が自主的にどのくらいの時間取組んだのかといった調査なのかと個人
的には感じております。
加藤委員

高校の場合ですと学習時間と成績とを関連付けて時間と成績の関連
性があるかないかとかといった調査をされますが、たくさん時間を取
れば成績が伸びるとかというものではないので、例えば時間を取って
いるのに成績が今一つ伸び悩んでいる子どもに対しては学習の仕方が
少し要領が悪いのかといった指導をされるので、そういう風に使われ
るのであれば塾での時間を入れてもいいのではないかと思いました。

学校教育課長

大変参考になりました。確かに今言われたとおりかと思います

ので、ただ単に調査を調査としてだけで止めるのではなく、やはりこ
ういった調査を生かしたものにすべきであると思いました。それを子
ども一人ひとりにあった指導に生かしていかなくてならないと思って
おりますので、今のご意見を大変参考にさせていただいて学校にも返
していきたいと思います。
委員

これは２３年度も実施される予定でしょうか。
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学校教育課長

それにつきましては、今のところ実施するのが難しいかと思っ

ております。
委員

２２年度の結果の公表はどのようにしていますか。

学校教育課長

４月の校長会を通じて各校長にはこの資料を渡し、説明をしま

した。これに合わせて各学校の集計も配りましたので、全体と自分の
学校とを比べまして、校長が学校で生かしてもらえればと思っており
ます。一般的には公表はしていません。
委員

分かりました。有効活用をしていただければと思います。

委員長

他にはよろしいですか。全体をとおして何かありましたら。

委員

給食のことですが、子どもたちに大人気の米粉パンの味が平成２１
年度に比べ平成２２年度は少し落ちたという話しを聞きましたが、業
者が代わったのでしょうか。

給食センター所長

私も今年の４月に代わってきたばかりですので、業者につ

きましては今情報を持ちえていませんので、後日報告させていただき
ます。
委員長
日
【

程
閉

会

他に報告事項はありますか。

７

なければ、本日の日程の案件は、すべて終了しました。

】 委員長

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２
３年みよし市教育委員会第４回定例会を閉会します。
（午前１１時３３
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２３年５月１８日（水）午前１０時から
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平成２３年５月１８日
委

員

長

委員長職務代理者

委

員

委

員

教

育

長

作

成

者

8

