
平成23年3月　第4回定例教育委員会　議事録

開催日時 平成23年3月25日（金）
午後1時30分～午後4時25分

開催場所　 南部町役場天萬庁舎2階会議室
出席委員 矢吹委員長・毎川委員・野口委員・細田委員・永江教育長
説明員 中前専門員（事務局）
書記 谷本（事務局）
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　開会挨拶

２点目、教育の日は、南部町は県下で初めて制定されており今年で３年目。

ひと分張りし、県での制定において妨げとならないよう頑張らないといけない。

１点目、人事本決まりで発令、今日の新聞で発表されていた。

【開会　午後1時30分】

【１．互礼・開会】

【２．挨拶】

【４．非公開案件決定】

いるが南部町になってから開かれていなかった。積極的な意見を頂戴し、予算は１回分

問題点もあるがマイナスではなく、反省点として今年の教育の日も主旨を

とても良い宣誓をしている。合銀のパンフレットは図書館長が天萬図書館について

しか付いていないが年に何回かしようという話になった。お断り方々報告する。

６．専決処分はなしとなっているが１件あるので、第４号として追加する。

会期を午後４時２５分までとする。

語っている。

２）３月定例議会一般質問について

１）教育長月例報告（P.1参照）

活かした行事が、しっかりできると良いと思う。

３点目、新聞と山陰合同銀行のパンフレットの写し。新聞は、高校野球の選手宣誓文。

【３．会期決定】

【５．報告】

６．専決処分、８．報告Ⅱ、９．議事Ⅱ

２月２７日に「大なわとびＮｏ．１決定戦ｉｎ南部町」を総合型地域スポーツクラブの関連行事

また、議案に入っているが３月２３日に隣保館運営審議会を開いた。条例で定められて

として実施した。大変良い事業だったので、今後も継続をしたい。
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町長に推薦をし、議会に報告した。

拡大読書機とデイジー再生録音機が入った。

拡大読書機は、文字の大きさが自在変更でき、背景も決めれる。デイジー再生録音機は

自分が読んだものを録音して図書を増やしていけるものでもある。

だれでも利用できる図書館として貴重なものをいただいた。金額は２００万円くらい。

法務大臣に推薦するというもの。佐藤さんは、引き続きお願いをしたいということで

８ページ目、議員から住宅リフォーム助成制度の絡みから、天萬庁舎改修、西伯

小学校改修、会見小学校体育館改修工事の町内業者への経済について質問があり、

５）平成２２年度末役場職員人事異動について

４）人権擁護委員の候補者の推薦について

（別添資料P.11～17により説明）

音声がＣＤに入ったもの（デイジー図書）をヘッドホンで聞ける。自分だけの読み聞かせが

できる。目の見えない方も図書館を利用していただける。デイジー再生録音機は、

天萬図書館に、福祉機器の寄贈が決定した。今月品物が届いたということで報告する。

ついて話をされ答弁をした。骨子としては、会見第二小学校の改築と学校のあり方に

ついては別問題として考えるべきで、体育館は、学校の施設であると同時に災害時の

議場で発言をおこなったので、ご承知おきください。

懸念しているのは、小規模校であるがゆえの教育上の課題や問題点。

佐藤さんについて人権擁護委員をしていただいているが任期が６月３０日できれる。

昨月議会に報告したが、人権擁護委員は教育委員会で選考し、町長に推薦、町長が

３）「２４時間テレビ」チャリティー委員会からの図書館「障がい者サービス利用機器」の

贈呈について

拠点施設であり、周辺地域住民のスポーツ振興に係る拠点施設として考えたい。

池嶋さんは退職、天萬図書館ではりきってきてもらえれば。

議員から２つの図書館の課題について質問があり、教育長が答弁した。

名誉館長とは？

答弁書のように回答した。

５ページ目、議員から法勝寺中学校プールの設置を求めるという質問を頂いた。

ＳＡＮチャンネルでも放映されていたが、議員が会見第二小学校の体育館と統合に

広めていただいた方々のお陰。岡田昌孫さんはその中心人物であった。図書館のＰＲや、

それらを踏まえて地域や保護者のみなさんと学校のあり方をめぐって意見交換をしたい旨、

（別添資料P.1～10により説明）

（別添資料P.18～19により説明）

（当日配付資料により説明）

勤めの予定はない。天萬図書館がスタートできたのは、旧町時代に施設の必要性を



委員長

専門員

教育長

委員

教育長

委員

委員長

委員長

反論はあるかもしれないが、公民館の作品展のあり方について大胆に見直しを

【６．専決処分】　非公開

いいのかということを思う。再度さくらまつりと公民館の関わり方を考えてみようと。

さくらまつりは、例えば作った作品を売るということを目的にするとか、人が集まり動く

なった。しかし、なぜ会見に行かないといけないのかといわれる。芸能大会もこれで

ところにこちらから出て行くなどという事も良いのではないか。今のままでは人は来ない。

展示は昇降口棟、芸能大会は体育館を使うという事で二日間ですすめる。

大所広所から気のついたところを教えていただくようにとお願いをした。

展示も芸能大会も、入場者が非常に尐ないという事があり、事務局で論議して

さいはく分館が、選挙会場になることから会場を西伯小学校に移したためである。

公民館・社会教育室については、やり方の順序を踏んでもらいたい。

地域感情はあるし払拭しないといけないが、唐突にやめるというのは良くない。

作品展は秋なら秋に公民館が集う仲間が一堂に会して展示をしよう。

びっくりしたのは、人からさくらまつりはやらんそうだという話が入ってきた。教育委員も

知らない中で突然そういう話がでてきた。順序を踏んでやってもらわないといけない。

しかし事務局内では公然とした決定だったというのは、違うのではないのか。

以上で報告をおわる。

体制としてやり方がまずいと思う。教育委員が知らないところで中止になっていた。

行おうと思うのでご承知おきいただきたい。

資料つけてないが、本年度も４月９日１０日に開催する。従来だと３日間。今年度は

６）南部町公民館さくらまつりについて

ことになったと思う。

さくらまつりは、桜の時期に合わせて作品展示や芸能大会を実施していた。近年は、

さくらまつりについては見直し、公民館の学習成果の発表としては生涯学習作品展を

基本に考えるということで、おはかりをしている。しかし、今年度からやめるということは

ことで皆さんに話をしている。今年度二日間で実施するということについては、今年は

時間的に難しく、今年度は実施する。今後どうするのかを新年度には相談をするという

２日間。状況について、教育長から説明する。

天萬図書館を作ったとき名誉館長は町外からでも迎えたいという構想を教育長が

語られていたが町内の方を迎えることになり、広く選考された中で岡田さんという

伝統の一式飾りや歌舞伎お練りはするということでよいか。

大事なところはおさえておかないといけない。今後は十分気をつけてほしい。

さいはく分館を使って、今までの形で同じことをしていても人が入らないので、そもそも

いつまでもこの状況でいいのかということを考え、作品展は秋に集結するという案と
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とりあえず新年度は別の方にお願いをした。

　～異議なし～

【７．議事Ⅰ】

について

議案第９号　「隣保館運営審議会委員の委嘱」については、承認とする。

議案第７号　「南部町人権学習推進委員設置要綱の制定」について

冒頭教育長から説明があった隣保館運営審議委員について提案する。

会長は、前谷勇さん。副会長は岡田弘美さん。書記は事務局。

議案第８号について、承認いただけるか。

（別添資料P.20により説明）

議案第１０号　「西部地区教科書用図書採択協議会の設置及び同協議会委員の選出」

平成２４年度から中学校の教科書が指導要領の改正にともない変わる。

詳しくは教育長から説明する。

学校医薬剤師の委嘱予定の一覧掲載している。平成２３年度からはこのような方々で

議案第９号について、承認いただけるか。

　～異議なし～

（別添資料P.25～26により説明）

西伯病院を使おうと。今は逆で、西伯病院ができるだけ手を離したがっていると感じる。

標記委員は従来町長部局で民生の項目に要綱があったが、人権施策の関係は

　～異議なし～

現在教育委員会が所管しているため、民生から教育委員会への移管するということで

第2条の条文が変更になった。

議案第７号について、承認いただけるか。

議案第８号　「平成２３年度南部町立小中学校の学校医の委嘱」について

南部町がスタートした時、できるだけ西伯病院が学校医という形で繋がろうという話を

（別添資料P.21により説明）

議案第８号　「平成２３年度南部町立小中学校の学校医の委嘱」については、承認とする。

議案第９号　「隣保館運営審議会委員の委嘱」について

第4条で隣保館に運営審議会をおくと定められており、規則で構成を定めている。

提案の方々を任命したい。任期は23年1月1日～24年12月31日までの2年間。

（別添資料P.22～24により説明）

網掛けは新規ということだが、以前は？薬剤師は西伯病院だけでしていたのか。

お願いをしたい。網掛けは、新しく委嘱をお願いする先生。

した。旧町時代にお世話になった方については引き続きお願いするが辞められる際には

議案第７号「南部町人権学習推進委員設置要綱の制定」については、承認とする。
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昨年は小学校で、教育長に委員として出てもらっていた。

去年どおり。会則について承認をしてもらいたいということと委員としての選出をお願い

したい。今年度は中学校。

【８．報告Ⅱ】　非公開

式の運営内容は良かった。

あり、嬉しかった。同じ思いです。

19日のスポーツ文化表彰は、すばらしかった。ただ、出席者が激減しているのに心を

終わったとき、記念品を女の先生が二人一生懸命回収しており、生徒が来ないことが

【９．議事Ⅱ】　非公開

（別添資料P.42により説明）

○○委員　　スポーツ・文化表彰式「欠席」受賞者に思う

痛めた。表彰を受けるべき人が尐ないというのは、良い姿ではない。

残念だったと言われていた。名誉なことなので、最低でも欠席報告をしてもらいたい。

（別添資料P.41により説明）

　１）委員提案（報告）

【１０．協議Ⅰ】

議案第１０号について、承認いただけるか。

○○委員　　町立保育園指定管理候補者選定委員会について

議案第１１号　「南部町学校運営協議会設置要綱の一部を改正する要綱」については、

承認とする。

　～異議なし～

（当日配付資料により説明）

要綱第５条に規定された委員の任期を、１年とあるを２年とすることについてご審議いた
だきたい。

議案第１１号について、承認いただけるか。

については、承認とする。

４１ページ、前回出したのを改めてだした。要は義務教育につなげる保育に取組んで

もらいたい。

感動した。小学校との連携を視野にいれてある。ありがとうございました。

保育園の話が出た時から同じように思っていた。会議場でも述べてもらい、報告にも

議案第１１号　「南部町学校運営協議会設置要綱の一部を改正する要綱」について

　～異議なし～

議案第１０号　「西部地区教科書用図書採択協議会の設置及び同協議会委員の選出」
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答辞は男子が読んだ。親にありがとうございましたという言葉が印象的。普段やんちゃな

思っていたがハンカチが手から離せなかった。すごくいい卒業式だった。南部中学校は、

子なのに言葉を詰まらせていた。小学校は、親しい保護者が○○委員の祝辞が

一番良かったといわれていた。短く簡潔に言われた中に、すごく響くものがあったと

卒業式には言わずにとうことだったのかもしれない。全く今まで触れていないことはない。

その部分が確認できなかったので、聞いたところ。校長会で確認をして欲しい。

卒業式一言感想をお願いする。

どちらも保護者で、あの場にいながら保護者の気持ちでいてしまった。泣くまいと

今までに全く触れていないということでなければ良い。

卒業までに日にちもあって、学校は知らない顔をしているわけではないと思う。あえて

会見小学校も触れていないが、式の開会前に黙とうした。校長の考え方として

各小学校の卒業式に行ってきた。東北の震災が一週間前にあった。

中学校部活への表彰は学校へ案内が出してある。当日バレー部大会があったり、

中には、個人を含め欠席報告はあった。南部中学校、会見小学校の先生が見えなくて

残念だったという話はした。

　②その他

できるだけ沢山出席する対策を講じる。事務局として、努力するべき。

意図については聞かなかった。○○委員の言葉を聞くと触れればよかったと思った。

町長は語った。校長の考えも有ったと思うが・・・。校長会で言ってみても良いかも

いかないといけないと思う。在校生では西部地震を知らない子もいる。

西伯小学校も触れなかった。震災には触れず、挨拶したいと事前に言われた。

児童・生徒に伝えて欲しかった。自分の話の中ではしたが、場面を捉えて教えて

　２）事務局提案

　①人事異動に伴う歓送迎会。4月20日（水）18:30緑水園で開催したい。会費等は未定。

校長の言葉に、未曾有の大震災について言葉として発せられなかったのが残念だった。

人間としてどうすればいいのかというのを生きた教材としてして、校長先生から

入学式の委員日程について

委員の出席について確認。

学校はどのように把握しているのか。西伯小学校と法勝寺中学校の先生をみたが、

会見小学校と南部中学校の先生については気付かなかった。また、南部中学校の

表彰されなかった児童生徒からすれば、うらやましいと思うことであり堂々と受賞して

もらいたい。どういうやり方が良いのかなと感じた。

入れないと。

しれない。

生徒の参加が尐なく残念だった。小中学校でどの程度把握しているのか。

表彰式にでて、中学生の出席が尐なかったと思った。個人宛に行くものであるなら、
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　１）４月（第５回）定例教育委員会の開催について

　日時　４月２６日（火）　１３時３０分～

　会場　南部町役場天萬庁舎

【１４．互礼・閉会】　午後４時２５分

着任式は所用のため欠席する。

【１３．次回委員会開催日について】

（別添資料P.5により説明）

3月29日離任式11時3階

4日着任式13時30分

入学式は記載のとおり。

して、伝統的にきちんとできるのが大切である。

【１２．今後の主な予定】

なし

【１１．協議Ⅱ】

おさめられ、全体が長かったということ以外は良かった。将来の夢が時間がとる。工夫

一つの事例で、はなむけの言葉、甲子園の言葉に感動した。これは肝に銘じたい。

南部中学校卒業式の様子がＳＡＮチャンネルで今していて、やっていた。嬉しく思った。

卒業証書の受け取り方も素晴らしく、終わりも良かった。

会見小学校の一人ひとり背中を押して送り出すのがなくて残念だった。

会見第二小学校は４５分の式だった。式辞の中で校長がピアノの演奏を入れていた。

西伯小学校は2時間だった。長いと思った。学校にまた話そうと思う。校長は５～６分で

かった。教員が行ったが、その子の側に並んでいる子が立っていたので手を出して

くれると良かったと思った。

嬉しかったのは、校長会で手の出し方が違うのはみっともないということで、小中同じ

ようになるように校長が練習見て指導するようお願いをした。見事にやっていた。

あれは良かった。

印象的だった。法勝寺中は、卒業生がひとり壇上から降りれなくなった。サポート役が

いわれていた。

平成　　年　　月　　日

本議事録は、会議の内容と相違ないことを認め、署名します。

いないといけないかなと思った。リハーサルでは上手に出来たが当日は降りれな



議事録署名委員


