平成２４年みよし市教育委員会第４回定例会 会議録
日

時 平成２４年４月１８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：冨 樫 佐智子
委 員：加 藤 志津香

委員長職務代理者：佐 堀 守 秀
委 員：木 戸 友 二

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：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１
６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。
委員長

本日の会議で、議案第１４号平成２４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】

日

程

１ 委員長

【 開 会 宣 言 】 委員長

議案第１４号につきましては、非公開とします。
日程１平成２４年みよし市教育委員会第４回定例会を開会します。
（午前１０時０１分）

日

程

２ 委員長

【委員長報告】

日程２委員長報告第４回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
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【 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】
委員長
日

程

【議

５ 委員長
事】 委員長

議案第１４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１４号の説明をお願いします。

教育行政課長 【議案第１４号の説明】

（平成２４年度 委員長

議案第１４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 委員長

説明では１３名ということですが、全部で１５名が正しいのでは。

ついて）

教育行政課長

高校生１３名、大学生２名の１５名です。

委員長

他にありませんか。

委員

基準が去年と同じだと思いますが、基準を変えて人数を増やす予定
は。

教育行政課長

２３年度から、継続の者につきましては成績基準３.０、新規申
請者は３．５にいたしました。理由としまして、成績優秀という
判断について近隣市町村を調査しまして基本を３．５にしまし
た。ただし継続的に申請をしている奨学生につきましては急に成
績基準を改めてしまいますと成績が下がっていないのに非該当
となってしまいますので経過措置としまして、１年に限り３．０
とした成績基準で運用いたしました。平成２４年度申請に伴う、
継続者はその旨を通知をしています。申請者が増える傾向にあり
ますが、成績優秀という基準は変えないで枠につきましてはでき
るだけ予算を確保していきたいと思っています。

委員長

他にありませんか。

委員長

議案第１４号平成２４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１５号

委員長

挙手全員です。よって、議案第１４号は可決されました。

委員長

次に、議案第１５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１５号の説明】
委員会後援等名 委員長

議案第１５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

（
「なし」の声起こる）

ついて）

委員長

議案第１５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。
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【挙手全員】
議案第１６号

委員長

挙手全員です。よって、議案第１５号は可決されました。

委員長

次に、議案第１６号の説明をお願いします。

（みよし市社会 教育行政課長 【議案第１６号の説明】
教育委員の委嘱 委員長

議案第１６号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

について）

確認ですが、１番から６番までが継続ですか。

委員

教育行政課長

１番から６番及び８番、１０番が継続です。７番、９番、１１
番が新しい方です。

委員長

他にありませんか。

委員長

議案第１６号平成２４年度みよし市社会教育委員の委嘱について採
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１７号

委員長

挙手全員です。よって、議案第１６号は可決されました。

委員長

次に、議案第１７号の説明をお願いします。

（みよし市文化 資料館長 【議案第１７号の説明】
財保護委員の委 委員長

議案第１７号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

嘱について）

区長さんに推薦を頂いているということで、行政区を見てみますと

委員

全行政区ではないですが、なにか考えはありますか。
資料館長

北中南のバランスを考えてあります。文化財保護委員会は、昭和４
６年に設置され今回は、中部３名、北部２名、南部１名の構成です。

委員

それぞれの方からいい考えがでて、文化財保護のしっかりしたもの
ができると良いと思います。

委員長

他にありませんか。

委員長

議案第１７号平成２４年度みよし市文化財保護委員の委嘱について
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１７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２４年度区長名簿の説明】

教育行政課長 【教育行政課の説明】
(1) 平成２４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
(4) みよし音楽祭「第１４回市民合唱交流会」開催計画について
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(5) 平成２５年みよし市成人式開催要領について
図書館長 【教育行政課・図書館の説明】
(1) 平成２４年度図書館の方針と事業概要
(2) 図書館事務分担
(3) 平成２４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２４年度資料館事業概要
(2) 資料館事務分担
(3) 平成２４年度事務事業実施計画
(4) 平成２４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２４年度学校教育課事業概要
(2) 学校教育課事務分掌
(3) 平成２４年度小中学校児童生徒数
(4) 平成２４年度みよし市小中学校教職員等一覧
(5) 平成２４年度小中学校行事予定表
(6) 平成２４年度第２９回みよし市長杯争奪中学校総合体育大会
(7) 平成２４年度運動会・体育大会の教育委員出席割り振り（案）
(8) 平成２４年度研究委嘱校研究発表事業実施計画
(9) 平成２４年度文部科学省・県関係研究指定について
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２４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２４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２４年度学校体育施設スポーツ開放事業
(4) 平成２４年度社会体育事業計画
(5) 平成２４年度スポーツ推進委員の委嘱について
委員長

これまでの協議及び報告事項について、質疑ある委員は挙手をお
願いします。

委員

Ｐ８３のみよし市スポーツ推進委員の委嘱についての中の再任と
継続と新任とありますが、再任と継続の違いを教えて頂けますか。

スポーツ課長 任期が２年で、就任１年経過の方は継続とし、２年任期満了で引
き続き就任いただく方は再任と表示させていただきました。
委員

２点ほどお願いします。各課の基本方針、事業概要をご説明いた
だきました。大変細かいところまで整理してあり大変よく分かりま
したが、タイトルがそれぞれの課によって統一されていないので、
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できましたら統一したほうがいい。基本方針として書くのか、事業
概要として書くのか不明確なところがあると思います。
２点目は、５７ページの小中学校児童生徒数が出ておりまして、
昨年に対しましてトータルでマイナス１０３人とお話を頂きまし
た。なかなか推計するのは難しいですが、たとえば５年後にどうな
るのか、あるいは１０年後にはどうなるのか、今後の推計として私
たちが是非知っておきたいところもございますので、分かるようで
ありましたら、なにかの機会にお話頂けると有難いと思います。２
点よろしくお願いします。
教育部長

まず１点目の各課の基本方針、重点施策などの様式につきまして
は、一貫性があるように次回から改めていきたいと思いますので、
訂正をさせて頂き全課共通のものにしていきます。
２点目の小中学校児童生徒数の推移でありますが、人口推計をも
とに５年後はある程度数字はつかめております。出生の人数、小学
校入学時までの数字が出ていますので、教育委員へ推計であります
がお伝えしていきたいと思います。

委員

黒笹小学校の地域開放ですが、利用促進を図るとお話して頂きま
したが具体的にはどんな方策がおありですか。

図書館長

今年度から図書館へ所管換えということでございまして、早速の
ところＰＲということで、４月１１日付けホームページ、広報６月
１日号に掲載し、状況を見守りたいと思っています。

委員

まだ開放されていることをご存知ない方がいますのでよろしくお
願いします。

図書館長

学校へチラシを作りまして、配布するように段取りをしています。

委員

校内に配布ですか。

図書館長

黒笹小学校の保護者７２０人程度に配布する予定です。

委員

各行政区で地区のたよりを出していると思いますが、保護者だけ
ではなく全員に知らしめられるということもあるので、行政区のた
よりに記載してもらうような投げかけをしたらどうかと思います。

委員

今の図書館開放で、中央図書館が所管になったのはいいことだと
思いますのでしっかりやって頂きたい。まだ行事とか決めていない
というお話ですが、中央図書館がやっている小さい子へのお話会と
か、そういうものも入れていって頂けるともっと人が来て頂けると
思いますのでよろしくお願いします。

図書館長

初年度ですので、まずＰＲに努めさせて頂き、状況をみながらお
話会とか対応していきたいと思います。

委員

給食の残菜が減ってきたのはすごく良いことだと思います。いろ
んな方面で努力していらっしゃると思います。学校別で見ますと中学
校で三好丘中が昨年と比べての減り方が大きいのでこれは何か秘策
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があったのでしょうか。
給食センター所長 先生方のご指導、栄養士による学級訪問による指導の効果も
考えられます。
委員長

有難うございます。今後も努力をお願いします。

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。

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２４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２４年５月２３日（水）午前１０時から
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