平成２２年みよし市教育委員会第５回定例会 会議録
日

時 平成２２年５月１９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、教育部次長：柳川 傑、
し

た

職

員 教育行政課長：鈴木淳士、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、
教育行政課主幹：久野宗秀

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 久野補佐 にお願いします。
日

程

１ 委員長

【開会宣言】
日

程

日程１平成２２年みよし市教育委員会第５回定例会を開会します。
（午前１０時００分）

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

【教育長報告】 教育長
日

程

４ 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。
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 会 議 録 教育部次長 【 前回（第４回定例会）の会議録の朗読】
の承認】

委員長

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
【議

程

５ 委員長

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。

事】

議案第２３号

委員長

議案第２３号の説明をお願いします。

（平成２２年度 教育行政課長 【議案第２３号の説明】
みよし市教育委 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。
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員会所属機関委 【質疑なし】
員の委嘱につい 委員長

議案第２３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。

て）

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。

（みよし市教育 教育行政課長【議案第２４号の説明】
委員会後援等名 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。

義の使用承認に

【質疑なし】

ついて）

委員長

議案第２４号みよし市教育委員会後援等名義の使用承認について、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】

議案第２５号

委員長

挙手全員です。よって、議案第２４号は可決されました。

委員長

次に、議案第２５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２５号の説明】
員研修計画につ 委員長
いて）

委員

議案第２５号について質疑のある委員は挙手をお願いします。
特に変更された研修はありますか。また、重点を置いた研修は何です
か。

学校教育課長 特別支援教育実践研修会は、昨年度までの児童生徒理解研修会を
変更したものです。昨年までの学校からの要望に基づいて、学校で随時、
学識経験者等が事例研修をするといったことから、学習交流センターで
特別支援に関わる研修を数回開催する研修に変更しました。
委員

特別支援教育実践研修会は、各学校の希望者が受ける研修ですか。

学校教育課長 何名以上という形での募集による研修です。
委員

例えば、小学校外国語活動中核教員研修会や学習情報主任研修会は対
象が各小学校２名とか、各小中学校の学習情報主任と限定してあるが、
夏休みに主催することでもあり、多くの先生方に参加してもらえる方法
はないのでしょうか。

学校教育課長 夏休みはそれぞれの部会の研修があり、その部会に所属している
者が基本的には研修を受け、必要なことは職員に伝達講習をするといっ
た性格なものもあることから全ての職員が受講するようなものでもあり
ません。また、全員を集めてといったことは、場所、日程の関係もあり
考えておりませんので、こういった形で研修を進めていく予定です。
委員

伝達講習を確実に実施するよう各学校にお願いしていただきたいこと
と特に学習情報や電子黒板以外のパソコンなどは多くの先生方が望んで
いる内容ですので、今後参加できる機会があれば増やしていただきたい
と思います。
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委員

各研修で講師の方々が参加できない研修はありますか。

学校教育課長 講師が各学校の代表として出る場合などでは、代表として参加で
きますし、人数のみの記載となっている場合も参加可能です。講師だか
らといった理由で参加できないものはありません。ただ、常勤講師は夏
休みも勤務中ですので参加はできますが、非常勤講師の場合は、勤務外
ということもありあくまで自主的な参加となります。
委員

望めば参加できるということですね。

学校教育課長 はい。
委員

研修の中身ですが、具体的な研修も見受けられますが、比較的講話を
聞くだけの研修については、学校現場に生かせる部分があるのかなあと
いった心配もあり、そのあたりはどう考えていますか。

学校教育課長 講話の内容は現場で必要な内容です。講話の後には質疑応答の時
間を持ちますので、更に理解を深めるといったことも可能であると考え
ております。
委員

一方的に聴くだけでなく、直接話を聴いた先生方が形式的ではなく中
身のある質疑をするように、多方面から指導していただきたく思います。

委員長

議案第２５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。
原案に賛成の委員の挙手を求めます。
【挙手全員】

議案第２６号

委員長

挙手全員です。よって、議案第２５号は可決されました。

委員長

次に、議案第２６号の説明をお願いします。

（平成２２年度 学校教育課長 【議案第２６号の説明】
みよし市友好都 委員長

議案第２６号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

市中学生派遣候 委員

新型インフルエンザの影響で昨年度中止しことにより間が空いた影響

補者の決定につ
いて）

はありますか。
また、今年から小学校の先生が代表に加わらないなど、最近、コロン
バス市との交流がやや希薄になりつつあり、また、消極的になっている
のではないかと心配しております。今回派遣された先生方で小学校との
交流を深める何らかの活動をしてもらえないでしょうか。
各学校は交流校を持っており、現地から来てもらうのも行くのも遠方
であるため難しいですが、是非このような派遣を通して今まで以上、交
流が深まることを期待しております。
学校教育課長 確かに昨年度行っていないこともあり心配はしておりますが、行
かなかったことによる悪い影響は出ておりません。今までどおりの計画
で行けると思っています。
また、コロンバス市との交流が少し低迷しているのではないかとのこ
とですが、校長会の方からも意見をいただいております。こちらからメ
ールを送っても返事がない、向こうの担当者も毎年代わり、十分交流が
深まっていない現実は確かにあります。従って、今年は同行している事
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務局の職員が向こうの教育委員会に出向き、今後どのように交流を深め
ていくのか、疎通となっている原因は何かということを向こうで、担当
者と直接話し合う計画であります。
また、小学生の先生等との交流については、今年６月４日にコロンバ
ス市の方から先生方４人と学生が来るわけですが、その中の１日を交流
校であります北中学校と三好丘中学校に行ってもらって、その後、校長
が国際交流委員長でもあります黒笹小学校の３校を見学してもらって、
学校の様子や意見交換をするつもりです。その日の夜に懇親会を予定し
ており、その場では一般職員も多く参加すると聞いております。今年は
１０月にもコロンバス市がこちらに来ますので、この時も同じようにみ
よし市職員と交流を深めるということなので、向こうの教育情況を説明
してもらって、また、こちらの教育状況も説明していくといった計画で
交流を本年度計画しております。
委員長

議案第２６号平成２２年度みよし市友好都市中学生派遣候補者の決定
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２７号

委員長

挙手全員です。よって、議案第２６号は可決されました。

委員長

次に、議案第２７号の説明をお願いします。

（平成２２年度 学校教育課長 【議案第２７号の説明】
みよし市小学生 委員長

議案第２７号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

士別市派遣候補 【質疑なし】
者の決定につい 委員長

議案第２７号平成２２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。

て）

原案に賛成の委員の挙手を求めます。
【挙手全員】
議案第２８号

委員長

挙手全員です。よって、議案第２７号は可決されました。

委員長

次に、議案第２８号の説明をお願いします。

（学校評議員の 学校教育課長 【議案第２８号の説明】
承認について）

委員長

議案第２８号について質疑のある委員は挙手をお願いします。

委員

学校評議員会の成果を一つ聞かせてください。
それと、天王小学校の正副ＰＴＡ会長が南中学校と三好中学校にそれ
ぞれ入っていますように、中学校の学校評議員の中に小学校のＰＴＡ会
長などを入れることで、小中の連携した学校評議員会を計画していった
らいいのではないかと思いますが、その点について今後の方針はありま
すか。各学校にお任せということで学校教育課からはなかなかタッチで
きないものなのでしょうか。

学校教育課長 この人を評議委員というようなことを学校教育課からは言ってい
ません。各中学校においては２つの小学校にまたがっている場合、例え
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ば南中学校であれば、天王小学校のＰＴＡ会長、次の年は南部小学校の
ＰＴＡ会長という形でそれぞれの学区の関係者が入るように配慮されて
いると思います。また、中部小学校においては、三好中学校の教頭先生
が学校評議員に入っております。これは、中学校の意見とか実情を小学
校に反映させたいという校長先生の意向で入っているようです。
学校評議員の成果でありますが、いろいろな立場から客観的に学校を
見ていただいておりますので、いろいろな意見を頂けるという事と学校
の様子も参観等で紹介するものですから学校の様子を見ていただける。
こういうことで学校を理解してもらう上では成果が大変上がっていると
どの校長先生も言って頂いております。
それと、学校評価を各学校では行っていますが、職員の自己評価、子
どもたちの自己評価、保護者等の自己評価、そういった学校の本年度の
重点努力目標等でそれぞれの関係者がどれだけ学校の方針について理解
しているか、又は、実践できたかといった学校評価をどこの学校もまと
めていますので、どこの学校でも第２回の学校評議委員会では各評議員
にお示ししその意見をいただいております。
委員

開かれた学校、地域と学校の連携といったことで、学校評議委員会は
有意義なものです。総合的な学習の支援とか地域ぐるみの支援の面では
大いに活躍してもらいたいと思います。

委員長

議案第２８号学校評議員の承認について、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】

議案第２９号

委員長

挙手全員です。よって、議案第２８号は可決されました。

委員長

次に、議案第２９号の説明をお願いします。

（教育予算、その 学校教育課長 【議案第２９号の説明】
平成２２年度みよし市一般会計補正予算（教育費）

他議会の議決を
経るべき議案に 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。

関する意見の申 【質疑なし】
委員長

出について）

議案第２９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。
【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２９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 【６月教育委員会行事予定、平成２２年度市議会役職者の説明】
教育行政課長 ≪教育行政課からの協議及び報告事項について説明≫
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
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学校教育課長 【学校教育課からの協議及び報告事項について説明】
(1) 平成２２年度第２７回みよし市長杯争奪中学校体育大会成績一覧
(2) 平成２２年度みよし市小学校球技大会
スポーツ課長 【スポーツ課からの協議及び報告事項について説明】
(1) 第３３回地域対抗ソフトボール大会開催要項
(2) 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
(3) 平成２２年度カヌー教室開催要項
(4) 平成２２年度カヌーポロに親しむ集い開催要項
(5) 第２５回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会東海大会
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。

【質疑なし】
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。

日
【

程
閉

会

７ 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５回定例会を閉会します。
（午前１０時５０
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６月１７日（木）午前１０時から
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平成２２年６月１７日

委

員

長

委員長職務代理者

委

員

委

員

教

育

長

作

成

者
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