平成23年6月 第7回教育委員会 議事録
開催日時

平成23年6月24日（金）
午 前 9時00分～午 後 0時10分

開催場所

天萬庁舎

2階 会議室Ａ

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

中前教育次長兼人権・社会教育課長、野口総務・学校教育課長

書記

藤原 公民館・社会教育室長

（事務局）

【開会 午 前 9時00分】
【１．互礼・開会】
【２．あいさつ】
開会挨拶
委員長

各委員、健康に十分留意のこと
一日一語を紹介、「人間は各人伝記を書くべきである」
【３．会期の決定】
会期を午 前12時00分までとする。
【４．非公開案件の決定】
非公開案件の決定。
８．報告Ⅱ、９．議事Ⅱ、１１．協議Ⅱ

に決定

【５．報告Ⅰ】
１）教育長月例報告
教育次長

会議案Ｐ１により説明
～提示のとおり委員了承～

委員長

委員から意見はないか。

委員

町議会議員との意見交換会の際には所用で出席ができなかった。全体的な感想など
教えてほしい。

委員長

初めての会だったが、あのような機会があってよかった。深くまでは意見交換ができ
なかったが、ひとつのきっかけにはなったと思う。
２）６月定例議会一般質問について

教育次長

～資料Ｐ１～Ｐ２１により説明～
特に、板井議員、雑賀議員、細田議員については補足説明を行う。

委員長

質疑はあるか。
～委員質疑なし～
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３）６月校長会（6/2開催）の概要について
教育次長

～資料Ｐ２２～Ｐ２３により説明～

委員

大項目の５番 質疑について、この件に関して回答はあるのか。

教育次長

この質疑については、各学校から提出されたもの。個々に回答したものもある。
図書館については、対応するように指示してある。
４）平成２３年度西伯郡中学校総合体育大会結果について

教育次長

～資料Ｐ２４～４５により説明～
Ｐ31 法中ソフトボール部、Ｐ33 南中野球部、Ｐ34 法中サッカー部がそれぞれ優勝。
県総体へ出場。
Ｐ44 法中２年生 短距離で優勝、Ｐ45 法中 柔道重量級で優勝 など
総体的に良い成績だった。

委員

総合では大山町が強いという印象があるが、南部町もだいぶ食い込んできている。
非常に喜ばしいことだ。
５）故岡田聖美氏（元法勝寺中学校校長）の叙勲について

教育次長

～資料Ｐ４６～４７により説明～
４月１６日に受章決定となった。

委員

ご本人がお亡くなりになったため、現在、叙位の申請をしている。

委員

本人はご存知だったのか。

教育次長

報告した際は、本人も喜んでおられた。
６）平成２２年度住宅新築資金等貸付金決算状況について

教育次長

～当日配布資料Ｐ１により説明～
過年度分については、分納方式を取っておられる方もある。
今後の検討課題となるが、制度が始まり４０余年が経過している。原因者が死亡している
などによって、今後の対応について県とも協議する必要がある。
～質疑なし～
７）平成２２年度学校給食費収納状況について

教育次長

～資料Ｐ４８により説明～
会見給食センター分の収納率が微減している。

委員

滞納の家庭は、支払う意思があっても支払い能力が弱い家庭なのか。

教育長

一定の能力にない家庭は準要保護等の措置ができる。
そういう点からすれば、経済的には問題がない家庭だと思う。

委員

まだまだ増える傾向にあるのか。

教育次長

現年の収納率については安定して高収納している。
滞納分について収納努力をしていき、徐々に回復させていきたい。

委員長

今後も収納に努力いただきたい。
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８）町内中学生職場体験学習の受入先について
教育次長

～資料Ｐ４９により説明～

委員

役場は何課に受け入れられるのか。

教育次長

現在調整中。

委員

町内に多くの福祉施設があるが、南中の希望がないようだ。交通の不便さ等の問題が
あるのであれば、何か手立てが必要ではないか。

教育長

ご承知のとおり、本年は従来の取り組み方法と違ってきている。
このことが良い方法とは思っていないので、来年以降指導していきたい。
キャリア教育として行っている職場体験事業であるので、学校を交えて整理をしていき
たい。
９）南部町教育行政１３の主要施策について

教育次長

～資料Ｐ５０により説明～

教育長

～教育長補足説明～
委員からの指摘があったこともあり、一度整理をし、今後に向かっていくために提示した。

委員

ふるさと副読本の活用方法はどうなっているのか。

課長

学習を進める上で有効に使える場面で使用していると考えているが、まだまだ活用率の
面では学校間に格差もあると考えている。

委員

ふるさとを知ることはとても大切だと思うので、今後十分に活用してほしい。
１０）保・小・中一斉公開のアンケートについて

教育次長
委員長

～資料Ｐ５１～Ｐ５５により説明～
後の委員報告にもあるので、ここで併せて検討してはどうか。
～委員了承～

委員

短時間ではあったが６箇所見学した。全体的にはとても良かった印象を受けた。
会見小学校１年生の保護者の声の大きさに驚いた。

委員

担任の先生が注意すべき。もしできないようでは問題である。

委員

参観する者のマナーにも問題がある。

課長

学校体制で対応していくことが必要である。

委員

せっかくの一斉公開であるので相互に見ていくことが大切。他の学校の状況をみなさんに
ぜひ見ていただきたい。そういうアピールも必要だと感じている。

委員

～一斉公開について報告～

委員長

～一斉公開について報告～
学習効果を高めるために学習規律を強化する必要があるのではないか。
特に低学年時が重要である。

委員

～一斉公開について報告～
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１１）その他
教育長

～当日配布資料により説明～
①コミュニティスクールについて確認いただきたい。
②ふるさとふれあい学びぃウォークについて
教育月間中の実施で協議・指導をしている。中学校区で調整し、実施日を決定していく
方針である。夏休みまでには決定したいと考えている。
【６．専決処分】
～議案なし～
【７．議事Ⅰ】
議案第24号 「南部町社会教育委員及び南部町公民館運営審議会委員の委嘱」について

教育次長

～資料Ｐ５７～Ｐ５９、当日配布資料により説明～

委員長

委嘱の承認をいただきたいが、各委員から意見はあるか。

委員

新任が１名あるが、これは増員ということでよいか。

教育次長

そのとおり。

教育次長

～任期について補足説明～
～委員意見なし 了承～

委員長

承認

それでは、議案第２４号については承認とします。
議案第25号 「南部町社会教育関係団体等活動支援事業補助金交付要綱の制定」
について

教育次長

～資料Ｐ６０～Ｐ６３により説明～
～委員意見なし 了承～

委員長

承認

それでは、議案第２５号については承認とします。
【１０．協議Ⅰ】
１）委員提案（報告）
毎川委員 「各学校計画訪問について（その１）」

委員

～資料Ｐ６９により報告～
南部中学校においては、教職員のなかにコミュニティスクールについて正しく認識されて
いないようだ。コミュニティスクールについて指導したほうがよいのではないか。

教育長

各教師が、個々に捉えていない点に課題がある。

委員

会見小学校を訪問した際、西伯小学校ではどのような対応をしているのか、今度の計画
訪問で聞いてみたいと感じた。あわせて、教育委員会事務局としても対応願いたい。
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２）事務局提案
①会見第二小学校体育館改築工事設計について
教育次長

～資料Ｐ７０～Ｐ７２により説明～

委員

２階の会議室はどのような活用を考えているのか。

教育次長

ＰＴＡの会合、地域の会議や避難所の対応といったことを想定している。

委員

本校舎と離れているので、密室性が高い。緊急連絡が難しいなど注意が必要である。
あわせて、駐車場はどのようになるのか。

教育次長

駐車場については、現在のものよりも窮屈になる。

教育長

２階の会議室は、多目的教室的な活用になると思う。
使用頻度はあまり高くないと考えている。

委員

設計上の課題があるように思う。設計者と十分に検討いただきたい。

委員長

現在の体育館と比べてどうなるのか。

教育次長

現在よりも増床となります。約４倍程度。ステージも広くなる。

委員

現在の校舎との調和についても十分考えてほしい。

教育次長

検討する。

委員長

着工はいつ頃の予定になるのか。

教育次長

実質の工事発注は９月頃、２月頃の完成と考えている。
②西伯小学校校訓碑の建設について

教育次長

前回の委員会での意見等を検討し説明
１１月１日の教育の日までには設置したいと考えている。
予算は５０万円を確保している。

教育長

事務局として今日決めるつもりはない。もう少し議論いただいて、整理し、経費の問題
位置の問題など深めていきたいと考えている。

委員

ＰＴＡに図ってみるのも良いのではないか。

教育長

前回、委員長がいわれた同窓生が関わるのが基本だが、それをＰＴＡにもっていくと
いろいろと課題があると考えている。

委員長

ＰＴＡへの持掛け方で全く対応が違ってくる。

委員

ＰＴＡ会員にも意識が必要だと考えるが。

委員長

１１月１日の期限を考えず、十分に時間をかけるべきではないか。

教育長

主体をＰＴＡに求めてよいと考えるのか。

委員長

当面はＰＴＡでやってもらったらよいのではないか。

委員

業者２５万円、町２５万円。現在確保できているのであれば、西伯小学校の改修事業
の集大成（結果）として設置すべきではないか。

教育長

当初の教育委員会ラインで行うという方向に直して、実施に向かうこととしたいが
みなさんはどうか。
～委員 了承～

教育長

場所についてはどうか。

委員長

設置場所については、教育委員会で決めるということでよいか。
委員の意見から前庭ということにしたいと思うが。形状についてはのちほどとしたい。
～委員 了承～
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③平成２３年度鳥取県市町村教育委員会研究協議会定期総会、研究大会について
④第８回中国地区市町村教育委員会連合会研修大会について
⑤平成２３年度市町村教育委員会教育委員研修会について
⑥その他
～提案なし～
【１２．今後の主な予定】
～会議案資料Ｐ５により確認～
【１３．次回教育委員会の開催日について】
１）７月（第8回）定例教育委員会の開催について
日時

７月 ２１日（木）

会場

南部町役場天萬庁舎

【１４．互礼・閉会】 午 後

午 後 １時 ３０分～

０時 １０分

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。
平成

年

月

日

議事録署名委員
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