平成２４年みよし市教育委員会第８回定例会 会議録
日

時 平成２４年８月１６日（木）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 教育部参事：深見秀之、教育部次長：塚本直樹、教育行政課長：近藤政彦、
し

た

職

員 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８回定例会を開会します。

【開会宣言】
日

程

（午前１０時００分）

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
の承認】

委員長

【前回（第７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１６
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
【議

程

挙手全員です。会議録は、承認されました。

５ 委員長

日程５議事に入ります。

事】 委員長

議案第２９号

議案第２９号の説明をお願いします。

教育行政課長

【議案第２９号】の説明

（教育予算、その 委員長

議案第２９号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

他議会の決議を 委員

ＥＳＰは年間でどの位の削減になりますか。

経るべき議案に 学校教育課長 教育部だけではなくて、全体２０施設の４．５６パーセントで２
関する意見の申
出について）

６４万９７００円とでております。
委員

２３０万円が削減され、手数料が若干掛かるということですね。

委員

愛知県や名古屋市など積極的に入れているみたいですが。

教育部次長

ほとんどの市町村で取り組んでおられます。

教育部次長

契約減額の高い２０施設で行っていますが、給食センターのよう
に１年を通して、同じ様なところはやらないで、そうでないところ
を選定しながら総務課が窓口で２０施設を行います。

委員

社会教育費の地区公民館修繕費補助事業は公民館に限って教育行
政課で予算組をするのですか、集会所等はまた別のセクションです
か。また、公民館はみよしでいくつあり、補助は全額ではないと思
いますが、説明をお願いします。

教育行政課長 地区公民館につきましては、教育行政課が所管です。集会所は協
働推進課が担当です。なお、市内に地区公民館は９施設あります。
今回の補正予算につきましては莇生公民館の修繕事業補助金で、通
常の緊急的な軽易な工事ですと１３万円を上限としていますが、環
境整備という内容で大きく工事費が必要なものにつきましては、５
００万円を上限としております。今回の莇生から要求されています
補助対象事業費につきましては約１千万円です。補助対象経費から
１万円を差し引きまして、残りを補助率９割で交付するわけですが、
環境整備につきましては１年間で５００万円を上限とするという規
定がございます。今回莇生は屋外の舗装工事がすでに予算化されて
いますので、５００万円からこの額を引きました残りの金額を今回
の補正予算で計上させていただきました。
委員

中学校費の先ほど３クラス増えるということですが、どこですか。

教育行政課長 クラス増の内訳でございますが、三好中学校が１クラス増、北中
学校が１クラス増、三好丘中学校が２クラス増で、南中学校は１ク
ラス減で、合計３クラスの増です。
委員長

他にありませんか。

委員長

議案第２９号 教育予算、その他議会の決議を経るべき議案に関
する意見の申出について、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３０号

委員長

挙手全員です。よって、議案第２９号は可決されました。

委員長

次に、議案第３０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３０号】の説明
委員会後援名義 委員長

議案第３０号について質疑のある委員は挙手をお願いします

等の使用承諾に 委員長

ないようですので議案第３０号 みよし市教育委員会後援名義

ついて）

等の使用承諾について、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３１号

委員長

挙手全員です。よって、議案第３０号は可決されました。

委員長

次に、議案第３１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３１号】の説明
員の資質向上基 委員長

議案第３１号について質疑のある委員は挙手をお願いします

本方針について） 委員

基本方針の中では特に３の教職員の資質能力のところですが、
文科省が文科省としての基本方針を出しています。そこのところ
との整合性がうまく取られているようですが、検討されています
か。

学校教育課長

文科省が出しています研修の基本方針、それを受けて愛知県の
総合教育センターが出している研修基本方針等を参考にさせて頂
きました。

委員

文科省を参考にされたということですが、みよし市としての基本
方針ですので、インターネットで文科省の基本方針などを見ました
ら、同じようなことで、全体的に見ればこういう形になるとは思い
ますが、みよし市としての地形的な特徴とか難しいかも分りません
が、みよし市独自のものがあったらいいと思いました。提案ですが
研修基本方針のところで、研修体系が出ていますが、この中に一年
ごとにテーマを設けて初任者研修、教員３年目研修、校長研修など
系統立てて一個の柱のような研修体系ができないかと思います。
色々な面から研修できる体制を整えたほうがいいと思いますので検
討して下さい。

教育部参事

みよし市の色を出していくのは大事なことだと思います。ただ全
体の研修としましては法令で決まっていまして、たとえば初任者研
修は法令で決まっている研修ですので、国がある程度基本線を出し
てきます。それにみよし市独自の研修内容を付加えます。国、県と
連携していかなければいけない研修であります。そのほかたとえば、
校長研修、教頭研修などはみよし独自の研修ですので、研修のなか
で一つの年間テーマを決めて取り組んでおります。全体でというよ
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り、毎年研修ごとにテーマを決め取り組んでいます。現在各学校で
やっているのはＯＪＴという校内の研修で、これが一番先生達のニ
－ズに合っていて、学級経営なら学級経営で先輩の先生達が色々指
導したり、その学校にあった研修が校内研修で行われます。校内研
修を充実させていくようにそれぞれの学校では現職研修として取り
組んでおりますので、教育委員会としてはそれをサポートしていき
たいと思ってます。
委員

今の校内研修を重要視してゆくことは、明記してありますか。

教育部参事

校内研修については明記していません。

委員

明記をしてはいけないのですか。

学校教育課長 いろいろな研修があるわけですが、教育委員会が主催して行う研
修について作らさせて頂きました。教育委員会が学校に対してこう
いう研修をしなさいという言い方はしておりません。
委員

基本的には、みよし市としての教育の基本方針を作って頂いたと
いうことで、毎年毎年それぞれの事業年度の始まりには、教育計画
とか研修計画とかが立案されて具体的な教育のメニューが掲示され
て来るわけですので、今年はこういうところに力をいれていく、あ
るいは、教育委員会として学校は教育の現場としてＯＪＴを推進し
ていくというようなことを強く表現されたらいかがかと思います。

委員

そういうのを入れて頂くと一本柱ができると思います。
これは案ですので、今までに基本方針は出されていなかったので
すか。

学校教育課長 今までありませんでした。これは基本方針ですので今委員さんが
言われましたが、テーマや計画については具体的に各年次で検討し
て提案させて頂いています。今回の基本方針は全体的なものなのか
もしれませんが、元になるものとして提案させて頂いております。
委員長

他にありませんか。

委員

今の案のとおり進めていくという結論ですか。

学校教育課長 そうさせて頂き、ご指摘頂いた具体的なことにつきまして、それ
ぞれの年度での研修計画で提案させて頂きたいと思います。
委員

今回は案ですので、委員長から提案があった要素を見直して頂き、
検討することはできませんか。

学校教育課長 検討させて頂きます。
教育長

これは、今年度の基本方針ということですか。

学校教育課長 今年度ということではなく、これを元にして各年度の研修計画を
立てて行くものです。
教育長

なぜ、今の時期に議案として提案されたのですか。

学校教育課長 ５月の定例会の時に委員さんから、基本方針の研修体系というも
のがあるのかとういうご質問があり、ありませんでしたので来年度
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に向けて、今回提案させて頂きました。
委員

来年度に向けて出されるということですね。付加えて頂きたいこ
とがあります。めざす教職員像の①「教員的愛情と情熱をもった教
職員」の前に、人間性が大事ですので人間としての魅力を高めとい
うような意味のものを、④「社会の変化に対応できる教職員」の対
応できるの所を、対応した視野をもった専門職としての教職員とい
う、専門職だという意識を高める言葉を入れて欲しいと思います。

学校教育課長

検討していきます。

委員

これは議案ですので保留とし、次回以降に取り下げ再提出でお
願いしてよろしいでしょうか
まだ時間もありますので、よく練ってベースになるものでもあ
るので、いいものを作って頂きたいと思います。

日

程

６ 委員長

【協議及び報告

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。

事項】

最初に９月教育委員会行事予定についてお願いします。
教育部次長
教育行政課長

【９月教育委員会行事予定】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
【愛知県教育委員会教員表彰の実施について】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。

委員長

続きまして、資料館より説明をお願いします。

資料館長

【みよし市郷土芸能伝承活動発表開催要項について】の説明

学校教育課長

【平成２４年度西三河中学校選手権大会豊田・みよし地区予選
会結果について】
【平成２４年度西三河中学校選手権大会結果について】
【平成２４年度運動会・体育大会の教育委員出席割り振りにつ
いて】
【平成２４年度豊田市中学校市長杯新人体育大会兼みよし地区
新人体育大会実施要項について】
【第８回平成２４年度みよし市小学校陸上競技大会実施要項に
ついて】
【平成２４年度みよし市小学生士別市派遣事業報告について】
の説明

スポーツ課長

【士別市・みよし市野球交流試合結果について】
【みよし市尐年スポーツ交流団（サッカー）第２３回サフォー
クランド士別カップ尐年大会試合結果について】
【平成２４年度みよし市体育祭開催要項について】
【第７回愛知県市町村対抗駅伝みよし市選考会開催要項につい
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て】
【平成２４年度ＪＯＣジュニアオリンピック全国中学生カヌー
大会成績表について】
【第１７回市民カヌーポロ大会開催要項について】の説明
委員長

これまでの報告事項で質疑のある方は挙手をお願いします。

委員

昨年の市民カヌーポロ大会の参加状況はどの様でしたか。

スポーツ課長

今数字は持ち合わせていませんが、８月１０～１２日に開催し
ました日本カヌーポロジュニア並びに日本カヌーポロ選手権大会
には、小・中学生、高校生以上の選手の参加を頂いております。
その皆さんをはじめ沢山の市民の参加をいただければと思ってい
います。

委員

底辺が広がっていくといいですね。せっかくいい競技場があり
ますのでお尋ねしました。

委員長
日

程

７ 委員長

【閉会宣言】

ほかに質問はありませんか。
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８回定例会を閉会します。
（午前１
１時１１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９月２０日（木）午後３時から
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