平成２４年みよし市教育委員会第５回定例会 会議録
日

時 平成２４年５月２３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：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。
日

程

１ 委員長

日程１平成２４年みよし市教育委員会第５回定例会を開会します。

【開会宣言】

（午前１０時００分）

日

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

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４回定例会）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

挙手全員です。会議録は、承認されました。
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日

程

【議

５ 委員長
事】 委員長

議案第１８号

日程５議事に入ります。
議案第１８号の説明をお願いします。

教育行政課長

【議案第１８号の説明】

（みよし市教育 委員長

議案第１８号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

委員会後援等名 委員

１９ページの平成２４年度愛知県小・中学校及び県立学校等体育実

義使用の承認に

技指導者講習の代表者は教育事務所から推薦された小学校体育担当、

ついて）

たとえばみよしからも何人かがそれぞれの所へ行かれると理解してい
ますが。
学校教育課長 ３番の実施内容に記載させていただきました、この講師の先生方
が中央研修いわゆる全国の研修を受けそれを県へ伝達するものです。
水泳についてはみよしが担当ということで、鈴木克弥先生が伝達の講
師を行います。当然この会場には各市町から代表がきますので、みよ
しからも別の教諭が参加しその後、市で伝達講習します。それぞれの
会場ですが各市町で種目ごとに分担されております。全種目に参加す
るものではありません。
委員

みよしはここに行きますという希望とかで行うものですか。

学校教育課長

ローテションで毎年割り当てがあります。

委員長

他にありませんか。

委員長

議案第１８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。

委員長

原案に賛成の委員の挙手を求めます。
【挙手全員】

議案第１９号

委員長

挙手全員です。よって、議案第１８号は可決されました。

委員長

議案第１９号の説明をお願いします。

（みよし市教職 学校教育課長 【議案第１９号の説明】
員研修計画につ 委員長

議案第１９号について質疑のある委員は挙手をお願いします

いて）

お願いがあります。みよし市の教職員研修についての人材育成の体

委員

系がもしありましたら、我々は臨時協議会をやっていますので、そう
いう機会に出していただきたいと思っています。今年の方針だとか、
重点事項等この実施計画を作る段階でたぶん考えをまとめたものが有
ると思われますので、教えていただければと思いますのでよろしくお
願いします。
学校教育課長
委員

次回の協議会でお答えします。

４４ページの１５と１６に特別支援学級担当教諭研修会、その他の
ところに輪号付小中学校の名称が書いてありますがこれはどう理解す
ればよろしいか、ご説明をお願いします。

学校教育課長

これにつきましては、学校順で行うというものではなく、各小
中学校には特別支援学級があり、担当教員がいますのでその中で、
授業をして頂ける教員の学校が会場になるというものです。
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委員

数字は。

学校教育課長

開催年度です。

委員長

他にありませんか。

委員長

議案第１９号 みよし市教職員研修計画について、採決してよろし
いか。

委員長

原案に賛成の委員の挙手を求めます。
【挙手全員】

委員長

挙手全員です。よって、議案第１９号は可決されました。

議案第２０号
（平成２４年度 委員長

次に、議案第２０号の説明をお願いします。

みよし市小学生 学校教育課長 【議案第２０号の説明】
士別市派遣候補 委員

子供たちの負担するものはあったのでしょうか、全額無償ですか。

者の決定につい 学校教育課長
て）

委員

保護者負担は１割程度でありまして、１万２千円です。

どんな形で実際に北海道までいかれるのですか、飛行機とかバスと
か。

学校教育課長

また細かい日程につきましては報告させて頂きたいと思います

が、本年度の予定では、中部国際空港からということでそこまでバ
スで行く予定です。細かい日程等につきましては、この後士別市と
詰めていきます。
委員

子供たちの選定ですが、希望をとったりとか、立候補したりとかど
ういう方法でやっているのですか。

学校教育課長

子供たちから希望を募り、全員いけるものではありませんので、
なぜ応募したか理由を作文に書いてもらい、面接もして選考させ
て頂いております。

委員

どれぐらい応募がありますか。

学校教育課長

今年度につきましては、合計ですが男子で４５、女子で７１の
１１６名の応募がありました。倍率としましては、３．６２倍で
昨年度が３．５３倍ですので、若干応募者が増えた形です。

委員

昨年も同じ意見を言わせてもらったのですが、折角友好都市へ行
くわけですから、行って帰ってきたらおしまいではなくて、何か続
くような働きかけを子供たちにして頂けるといいかなと思うんです
が、昨年度はいかがでしたか。

学校教育課長

基本的には帰ってきた子供たちが学校の集会で報告していま
す。また士別市につきましても参加した子供たちがメールだとか
手紙だとかやりとりを続けていると聞いています。また昨年度に
つきましては、７月にまずこちらが士別市に行きまして、１月に
士別市の派遣団がきました。そこで昨年度は団長が南部小学校の
校長先生でしたので、南部小学校にも士別市の子供たちに来て頂
いて、交流を続けてきました。
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またそのような形で交流を深めて行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２０号 平成２４年度みよし市小学生士別市派遣候補者の決
定について採決してよろしいか。

委員長

原案に賛成の委員の挙手を求めます。
【挙手全員】

議案第２１号

委員長

挙手全員です。よって、議案第２０号は可決されました。

委員長

次に、議案第２１号の説明をお願いします。

（教育予算、その 教育部長

【議案第２１号の説明】

他議会の議決を 委員長

議案第２１号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

経るべき議案に 委員

三好丘小学校の老人クラブの件ですが、どの時間帯を利用するのか

関する意見の申
し出について）

と、年間何月から何月までと理解すればいいのか、教えてください。
学校教育課長

まず時間帯としましては、総合的な学習の時間で行い、1、2 年
生につきましては、野菜作りですので、生活科の時間を使って行
っていきます。また期間的には、7 月から 3 月末まで継続してお
ります。種目によっても違いますが、3 月末までの予定です。

委員長

他にありませんか。

委員長

議案２１号 教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に関する
意見の申し出について採決してよろしいか。

委員長

原案に賛成の委員の挙手を求めます。
【挙手全員】

議案第２２号

委員長

挙手全員です。よって、議案第２１号は可決されました。

委員長

次に、議案第２２号の説明をお願いします。

学校教育課長 【議案第２２号の説明】

（学校評議員の 委員長

議案第２２号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

承認について）

人数は学校によって違う分けですが、これは学校に一任しているの

委員

ですか。
学校教育課長

これにつきましても学校のほうで選定して頂きます。決まりで
はないですが、少人数ではご意見も頂けないので、４名以上でお
願いしています。各学校５名以上でありますので、要綱の基準内
であると思います。

委員長

他にありませんか。

委員長

議案第２２号 学校評議員の承認について裁決してよろしいか。

委員長

原案に賛成の委員の挙手を求めます。
【挙手全員】

委員長

挙手全員です。よって、議案第２２号は可決されました。
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委員長
議案第２３号

次に、議案第２３号の説明をお願いします。

学校教育課長 【議案第２３号の説明】

（平成２４年度 委員長

議案第２３号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

みよし市友好都 委員

保護者負担はどのくらいですか。

市中学生派遣候 学校教育課長

４万５千円です。

補者の決定につ 委員長

他にありませんか。

いて）

議案第２３号 平成２４年度みよし市友好都市中学生派遣候補者の

委員長

決定について採決してよろしいか。
委員長

原案に賛成の委員の挙手を求めます。
【挙手全員】

議案第２４号

委員長

挙手全員です。よって、議案第２３号は可決されました。

委員長

次に、議案第２４号の説明をお願いします。

（平成２４年度 図書館長 【議案第２４号の説明】
図書館協議会委 委員長

議案第２４号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

員の委嘱につい 委員

名簿を見させて頂きますと、男性の名前が７番のＰＴＡ代表の方だ

て）

けで、あと女性の名前だと思いますが、これはあえて女性に集約して
いるということですか。
図書館長

男性、女性という基準はありません。あえて申し挙げますと再任の
方については、それぞれ学識経験者ということで図書館友の会の会
員、元学校の先生、及び学校の司書の方を選んでおります。

委員長

他にありませんか。

委員長

議案第２４号 平成２４年度みよし市図書館協議会委員の委嘱につ
いて採決してよろしいか。

委員長

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２４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

【６月教育委員会行事予定】

教育行政課長 【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
説明】
委員長

それではここまでで何か質疑のある方は挙手をお願いします。

委員

少年の主張大会についてはは前回まで出席したような気がするので
すが、今回は特に出席しなくていいですか。

教育次長

子育て支援課より、まもなく来賓としてご案内をさせて頂く予定で
す。

委員長

続きまして、６３ページ平成２４年度２９回みよし市市長杯争奪中
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学校大会成績一覧から説明をお願いします。
学校教育課長 【平成２４年度２９回みよし市市長杯争奪中学校大会成績一覧及
び、平成２４年度みよし市小学校球技大会について説明】
委員長

続きをお願いします。

スポーツ課長

第３５回地域対抗ソフトボール大会開催要領、愛知県ウォーク
シリーズ「三好路を歩こう」の開催について、第２７回クラブユ
ースサッカー選手権（Ｕ-15）大会東海大会について、みよし市ス
ポーツ推進審議会委員の任命について説明。

委員長

これまでで質疑のある方は挙手をお願いします。

委員長

参考までにお聞かせください。三好路を歩こうですが、毎年開催し
てみえたのかどうかということと、どれくらいの人数が集まって見え
るのでしょうか。

スポーツ課長

毎年開催されているもので、昨年の参加人数につきましては
141 人と伺っています。

委員

第３５回地域対抗ソフトボール大会ですけど、体育祭のときに各行
政区選手団の人数が集まりにくくなっていると聞いたのですが、ソフ
トボール大会についてはどうですか。

スポーツ課長

三好ヶ丘地区では、各行政区ユニホームを揃えて、たいへん盛
んです。その他の行政区でもユニホームまで揃えてはみえないで
すが、毎年参加いただき熱戦を繰り広げられていただいています。
他の行事と重なるなどで参加されない行政区もありますが、選手
集めで苦労してみえるとは認識していません。

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２
４年みよし市教育委員会第５回定例会を閉会します。
（午前１１時１６
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６月２０日（水）午前１０時から
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