平成２２年みよし市教育委員会第４回定例会 会議録
日

時 平成２２年４月２１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：林

文 夫

委 員：冨 樫 佐智子

委員長職務代理者：岡 本 洋 子
委 員：佐 堀 守 秀

教育長：廣 瀨 正 己
説明のため出席 教育部長：寺田良人、教育部参事：加藤了介、教育部次長：柳川 傑、
し

た

職

員 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：太田予一、
学校給食センター所長：加藤正義、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１９号平成２２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

１ 委員長

【開会宣言】
日

程

２ 委員長

【委員長報告】

議案第１９号につきましては、非公開とします。
日程１平成２２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１０分）
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。
この中で、４月３日映画「育子からの手紙」に教育委員会を代表して
招待されました。多方面の協力で市内４中学校での上映が予定されてい
るようで、生徒などには命の尊さを訴えかけるものがあり、学ぶべきも
のが多々あるものと思います。

日

程

３ 委員長

【教育長報告】 教育長
日

程

４ 委員長

【 前 回 会 議 録 次長

日程３教育長報告 教育長からの報告をお願いします。
お配りしました一覧表のとおりです
日程４前回会議録の承認、会議録の朗読をお願いします。
【 前回（第１回臨時会）の会議録の朗読】
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委員長

の承認】

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】

委員長
日

程

【議

５ 委員長
事】 委員長

議案第１９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１９号の説明をお願いします。

教育行政課主幹 【議案第１９号の説明】

（平成２２年度 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。

奨学生の認定に 委員

質疑ではありませんが、意見を述べさせてください。私は２年前に委
員に就任しましたが、当時、奨学生の認定が少ないと感じました。優秀

ついて）

な学生を奨学生として認定することは、本人にとってもみよし市の将来
にとっても良いことだと思います。
委員長

議案第１９号平成２２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２０号

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。

委員長

次に、議案第２０号の説明をお願いします。

（みよし市スポ スポーツ課長 【議案第２０号の説明】
ーツ振興審議会 委員長

議案第２０号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

委員の任命につ

【質疑なし】

いて）

委員長

議案第２０号みよし市スポーツ振興審議会委員の任命について採決し
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２１号
（平成２２年度

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。

スポーツ課長 【議案第２１号の説明】

みよし市教育委 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。

員会所属機関委 委員

学校区によって、人数の幅が少しずつ違いますがどうしてでしょうか。

員の委嘱につい スポーツ課長 ご指摘のとおり学校区の選出ブロックで違いがあり、将来的には
解消していきたいと思っています。

て）
委員

経緯はどういったものでしょうか。

教育部次長 体育指導委員の選出ですが、昭和 36 年スポーツ振興法ができた後、
始まりました。当時は中部、南部、北部の３つの小学校しかありません
でしたので学校区から選出するということがなかなか難しく、体育協会
の役員が併任するということを長い間続けてまいりました。その後の人
口増により学校の数も増加したことから学校区から選出する方法に切り
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替えました。また、同時に指導委員の定数も徐々に増やしてきたわけで
すが、みよし全体がまだまだ動いている状態でもあり、必ずしも学校区
と委員の数とが均衡が取れているわけではありません。将来的には学区
の人口割りなどにより委員定数を決めればよいかと思いますが、人口の
伸び等が継続していることもありますので、現段階では、こういった方々
が選出ブロックから出ていると認識してもらえればいいのではないかと
思います。
委員長

議案第２１号平成２２年度みよし市教育委員会所属機関委員の委嘱に
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。

（みよし市教育 教育行政課主幹 【議案第２２号の説明】
委員会後援等名 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。

義使用の承認に 委員

質問ではなく意見としてお願いします。中日海洋エクスカーションに
推薦する児童は２名ということですが、８校の中から選ぶということも

ついて）

あり、公正にして明確な選考をお願いします。
委員

「教育を考える初夏の集い」をどのような方法で市民に知らせるのか
主催者から聞いていますか。

教育行政課主幹 詳しいことは聞いていません。
委員

せっかくのチャンスでありますので、広く市民に伝わる方法を主催者
に要望をすることをお願いします。

委員長

議案第２２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２２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２２年度区長名簿の説明】
教育行政課主幹 【教育行政課の説明】
(1) 平成２２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２２年度図書館の方針と事業概要
(2) 図書館事務分担
(3) 平成２２年度図書館年間計画一覧表
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(4) 平成２２年度図書館ネットワーク全体概要図
(5) 図書館の利用案内
資料館長 【教育行政課・資料館の説明】
(1) 平成２２年度資料館事業概要
(2) 資料館事務分担
(3) 平成２２年度事務事業実施計画
(4) 平成２２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２２年度学校教育課事業概要
(2) 学校教育課事務分担
(3) 平成２２年度小中学校児童生徒数
(4) 平成２２年度小中学校教職員等名簿一覧
(5) 平成２２年度小中学校行事予定表
(6) 平成２２年度第２７回みよし市長杯争奪中学校総合体育大会
(7) 平成２２年度運動会・体育大会の教育委員出席割り振り（案）
(8) 平成２２年度研究委嘱校研究発表事業実施計画
(9) 平成２２年度文部科学省・県関係研究指定について
(10) 平成２１年度学習状況調査結果について
学校教育課長 平成２１年度の学習状況調査結果について、御報告します。平成
２２年２月１５日から１９日までの時期に、小学校４年生から６年生と
中学生１年生から３年生の児童・生徒を対象に実施した学習調査結果で
あります。
詳細は割愛しますが、全体的なことを申し上げますと、学校は楽しい、
学校の勉強は楽しい、授業はわかりやすいと回答した小学生、中学生共
に昨年度よりポイントは上がっています。これは、少人数指導、学校で
進めています授業研究会、授業アドバイザーによる若手教員の指導など
の取組み成果の一つの現れであろうと考えております。
また、朝食を家族と一緒に摂る児童･生徒のポイントも昨年度より上が
っています。全体的には、児童･生徒の学校や家庭の様子が良くなってき
ているとこの結果からは言えます。ただ、個別の学校ごとにそれぞれ事
情は違いますし課題等もありますが、全体の結果は今説明したとおりで
あります。
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) 給食献立年間計画
スポーツ課長 【スポーツ課の説明】
(1) スポーツ課事務分担
(2) スポーツ課基本方針
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(3) 平成２２年度学校体育施設スポーツ開放事業
別紙 スポーツ行政の概要
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

まず、図書館の方針と事業概要について質問します。ある保護者の方
から図書館を静かな環境で利用したいとのお話を受け、先日図書館にお
邪魔し、館長にお話を聞いたわけですが、その時、図書館は手狭で行事
等いろいろな活動を同じ会場で行っているとの説明を受けました。また、
先程の市長のお話でも複合施設の建設のラインは１５億円であるとのお
話があり、当分、施設の解決はなかなか難しいのかなと思いました。
今の現状で、市民が静かに読書できるような雰囲気を施設の模様替え
などにより変える計画はないでしょうか。
次に、南部地区の図書利用が少ないと館長からうかがっていますが、
北部地区にはサンネットという施設があることもその一因だと思いま
す。市長の施政方針にある「学校図書館の地域開放」学校との連携それ
に向かって何か実践しているのか或いは計画が進んでいるのかお聞きし
ます。

図書館長 図書館の現在の利用方法等でございますが、やはり講座を実施する時
にかなり雑音が出ます。講座でも文学講座は大丈夫でありますが、特に
手作り絵本講座において親子で一緒にやりますので若干声があがりま
す。しかし、これを福祉センターホールや学習交流センターのホールを
借りて実施することはできないことはないと思いますが、図書館にある
絵本や材料を持ち運ぶこととなり、不足している場合などは持ち運ぶ必
要がでてくることなどがネックとなっております。また、講師も図書館
で実施していきたいとの意向をお持ちです。その他の講座では騒音はあ
りません。
また、児童コーナーにはお子さんが来ます。また、衝立もないことか
らお子さんの甲高い声がします。ただ、子どもをお持ちの人とそうでな
い人では受け止め方は違うのではないかとも思います。岡崎の図書館の
ように、通路を隔てて反対側が全て児童図書で、児童コーナーもありそ
ういったところでは、騒音もないわけですが、みよし市は狭い図書館で
すので、今しばらくお待ち願いたいのが現状です。模様替え配置換えな
ども若干しにくい状況ですし、児童コーナー辺りにはお子さん用手洗い
もあり、そこを撤去することはできないと考えております。北部地区の
サンネット同様、南部地区にも図書コーナー的な施設をということです
が、さんさんの郷や明越会館で可能かと思いますので前向きに考えたい
と思います。
次に、学校図書室と図書館との現状の連携について説明します。学校
で必要な図書が図書館にある書籍で足りるものであれば貸し出しはでき
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ますが、図書館と学校の図書室にあるパソコンは別物であることから直
接つながっていませんので、市の所蔵している図書の閲覧を学校の図書
室では閲覧できません。しかし、学校にあるインターネットパソコンか
ら市図書館のホームページから所蔵している図書は閲覧できますのでそ
こで確認するなり、直接電話で申し出てもらえれば、用意できる範囲で
提供できることからそういった意味での連携は可能と考えています。
教育部長 学校図書館の地域開放についてでありますが、学校と地域のつながり
を深めるため、学校図書館を地域に開放し利用促進を図ってまいります。
モデル的に黒笹小学校において、平成２３年度から土・日曜日、祝日、
夏期休業中の学校図書館の開館について今年度検討してまいります。
委員

教育行政課の「家庭の教育力向上の推進」についてうかがいます。子
どもを育てるにあたっては、家庭でのルールが勿論ベースとなると思っ
ているわけですが、家庭のルールだけでなく家庭、地域、学校が共通し
たルールをもって、それぞれが一貫して家庭でも同じことを言い、地域
でも同じことを言い、学校でも同じ指導をすることが必要ではないかと
思っております。そのためには三者の連携が大切と思っております。家
庭の教育力向上の推進事業を取り組む上で他の二者への関わりをどのよ
う形で考えているのでしょうか。

教育行政課主幹 ふれあいトライアングル推進事業を黒笹小学校で今年２年目に
なりますが、継続的に実施しております。
教育部次長 みよし市教育基本計画の中で家庭、地域、学校の三者の連携につい
て特にピックアップしておりますが、ダイジェスト版を各家庭に配布し
ていき、家庭、地域、学校の三者が強い連携を働きかけていきます。
委員

継続的に実施していくという解釈でよろしいでしょうか。

教育部次長 はい。
委員

資料館の郷土芸能伝承活動で、囃子と巫女舞でそれぞれ７団体、３団
体が継承していただいているわけですが、新しい三好ヶ丘の地域等の
方々に新たに郷土意識をより深めていただくためにそういったものを広
めていく計画の考えはあるんでしょうか。

資料館長 要望があればそのお手伝いをしていまいりますが、こちらのほうから
ということは考えておりません。
委員

各地区でのそういった思いを持っているかどうか探るようなことはな
いのでしょうか。また、そういった情報は持っていないのでしょうか。

資料館長 過去からの引き継がれているものを継承していくとするといったもの
が伝統文化だと思っております。
委員

例えば新しい地区の人々がそれぞれの行政区に参加して囃子だとか巫
女舞とかをやりたいといってきた場合は、受入れることはできるのでし
ょうか。

資料館長 各団体は資料館が持っているわけでなく各地区が持っているもので
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す。東山地区は、他の地区の指導をいただいて立ち上げられたと聞い
ております。こういった場合であればその仲を取り持つことは可能か
と思いますが、そういった地区の情報は掴んでおりません。
委員

要望があればつないでいくということですね。

資料館長 そうです。
委員

学習状況調査結果の２０年度「小学６年生」
・２１年度「中学１年生」
比較結果は同じ対象者のものだと思いますが、中１になると学力的には
難しくなることなのか、結果はあまりよろしくないと思います。この結
果から、少人数学級等を実施しても効果が思いのほかなかったのかなと
安易に考えてしまうのですがどうなんでしょうか。

学校教育課長 Ｐ６８の資料は中１ギャップに関するものであります。それぞれ
の設問で中１ギャップはありますが、去年と比べますとその差は縮まっ
ているのが現状であります。この表だけ見るとそのギャップがすごくあ
るように思いがちですが、少なくともここ２、３年の間の同じ資料を比
べて見ますとそのギャップは年々縮まってきていることも事実です。こ
のギャップはもっと縮めていくべきだと思っています。教育課程や人間
関係などが小学校から中学校では大きく変わるわけですので、その対応
策として３５人の少人数学級や市独自の少人数対応の講師などといった
いろいろな形で対応しております。このギャップが縮まってきたという
ことと捉えていただければと思います。
委員

それは良い結果だと思います。少人数指導が活かされたことだと思い
ます。ありがとうございました。

委員

以前、非常勤講師の研修の充実ということで、新たな研修を取り入れ
ていただくとの報告を頂きました。非常勤講師を含めた若手教師の３年
間の研修プログラムは、今年どのような形で実施されるのでしょうか。

学校教育課長 非常勤講師を含めて市独自の研修会には大いに参加していただく
こととしております。また、事務職員も市の初任者研修に積極的に参加
していただくことで本年度も進めていきますが、新たに若手教師のため
の研修を増やしたということはありません。
委員

先般説明いただいた１年目は初任者研修、２年目、３年目と計画に沿
ってやっていくというわけですね。

学校教育課長 そうです。追加ですが、県のほうの初任者研修が年間何日かあり
ますが、県の方も現場の声を反映して、授業日に子どもが学校にいると
きなどは研修で外に出て行くと子どもと接する時間が少なくなりますの
で、もっと子どもと接する時間を増やして欲しいといった現場から長年
あがってきておりまして、平成２２年度は平成２１年度の研修の回数を
削減しております。みよし市においても１回削減しております。その分
校内研修を含めて実際の生活の中で研修を深めていくといった方向にな
りつつあるということを報告しておきます。
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委員

みよし市の特徴として、若手の教員又は常勤講師が担任を持つという
ことが多いように聞いておりますので、是非、常勤講師が不安なく児童・
生徒の指導できますようしっかりとバックアップしていただきたいと思
います。
先般，先生方の辞令交付式で紹介させていただきました本が、西三河
教育事務所での委員長・教育長会議の中でも報告があり、まとめて注文
できる申込用紙を頂きました。是非、学校の先生が安心して指導教育で
きる環境を作っていただければと思います。よろしくお願いします。

学校教育課長 林委員長が辞令交付式で非常に感動的なお話をされ、本の紹介し
て頂きました。今後学校訪問等があります。そこでいろんな質問や若い
教職員の悩み等が分科会の担当指導主事にあるわけです。そこで、いろ
んな場面を通じて、一つの資料として提供していくことを考えておりま
す。
委員

教育支援センターの運営に関しては、時の担当者の得手不得手で支援
内容や相談内容が変わらないよう組織としてしっかりと外部の先生方の
協力をいただきながら安定した運営ができるようにしていかなければい
けないのではないかと思います。また、現場の声をしっかり聞いていた
だいているとお聞きしておりますが、特に担任を持つ先生や子どもと直
接接する養教の先生などの声をしっかりお聞きしていただき、本来の目
的である子ども、その保護者、現場の先生方に役に立つような支援をし
て頂き、またその認識をしっかり持って今後も進めていただきたいと思
っております。
意見でございます。

日
【

７ 委員長

程
閉

会

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２２
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５１
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２２年５月１９日（水）午前１０時から
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平成２２年５月１９日

委

員

長

委員長職務代理者

委

員
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員

教
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長
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成
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