
平成23年10月　第12回教育委員会　議事録

開催日時 平成23年10月24日（月）

午後1時30分～午後4時30分

開催場所　 天萬庁舎3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 中前教育次長兼人権・社会教育課長 　

書記 渡邊（事務局）

欠席委員 なし

【開会　午前１時30分】

【１．互礼・開会】

【２．あいさつ】

委員長 　開会挨拶

【３．会期の決定】

委員長 　会期を午後4時30分までとする。

【４．非公開案件の決定】

委員長 　非公開案件の決定　　

　８．報告Ⅱ 10．協議１　２）事務局提案　④その他

【５．報告Ⅰ】　

教育次長

教育長

教育次長

委員

教育次長

教育次長

１）教育長月例報告　

会」の分科会で発表した。その後13、14日に全国町村教育長会に出席し、コミュニティ

２）10月校長会の概要について

　会議案資料１～４頁に基づき報告

町内では９月30日司書教諭、図書館司書合同研究協議会があり、今回初めての

教育委員会が早く気付いて開催しなければならなかった会であった。

資料訂正（１頁下から2段目：「例年と違う」を「初めて」に）

１頁下から3段目の「西伯郡教育委員研修会」は「西部町村教育委員研修会」では

訂正をお願いする。

ないか。

試みだった。

・スクールは鳥取県南部町が１つのモデルケースとして位置づけられたと実感した。

　会議案1頁、教育委員会及び小中学校行事日程表のとおり

10月6、7日広島で文部科学省主催の「地域とともにある学校づくり推進協議

３)西伯郡駅伝競走大会結果について

　会議案資料５～９頁に基づき報告
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教育次長

教育次長

教育長

教育次長

教育次長

教育次長

教育次長

教育次長

教育次長

教育次長

教育次長

委員長

教育次長 特になし。

委員長

委員

委員

委員長

委員

教育長

委員長

委員

呼びかけを指示する。

お話しドンの皆さんは何人くらい仙台にいくのか。

今回はどのように話し合いがなされ、法勝寺中は参加者が何人くらいだったか。

打ち合わせの中で担当がどのように指示したか、把握できていない。確認をして

法勝寺中の出発の様子を見たが10人以上の参加があった。案内はしていると思う。

学びウォークが今年は3回に分かれて実施されるが保護者、地域への参加はどのように

呼びかけたか。南部中の保護者には実施の知らせはあったが、案内はなかった。

他にないか。次に大会結果、表彰の報告の中で質問、意見、感想あるか。

歩こう会や振興区の会長が歩かれたが、公になっていないようだ。

４)平成23年度西伯郡中学校新人体育大会結果について

　会議案資料３３～３４頁、当日配布資料表彰内申調書に基づき報告

　会議案資料１０～３２頁に基づき報告

５）平成23年度鳥取県教育委員会表彰について

７）平成23年度文部科学省子どもの読書活動優秀実践団体表彰について

法勝寺図書館ボランティア「お話しドン」が優秀実践表彰。10月28日に仙台で伝達式

三上室長は図書館教育、コミュニティ・スクールについてしっかり理解し、実

際に現場で実践してきた。推薦が1年遅れとなった。三輪教諭は優秀な学校栄養職員、

栄養教諭で今後もしっかりがんばれ、との意味を込め、推薦した。渡邉さんは長年、体

育指導委員、スポーツ少年団指導者、社会教育委員、県青少年育成推進指導員など

色々な形で青少年の健全育成にかかわっていただいた。

６）平成23年度文部科学省学校給食表彰について

　会議案資料３５頁に基づき報告

教育長月例報告、校長会の中で質問、意見、感想あるか。

１３）社会教育関係事業の実施状況について

８）南部町スポーツ少年団の「平成23年度日本スポーツ少年団顕彰」及び「平成22年度

鳥取県スポーツ少年団顕彰」の受賞について

　会議案資料３６頁に基づき報告

９）全国大会等で活躍した児童・生徒に対する県教育表彰について

　会議案資料３７～３８頁に基づき報告

１０）児童・生徒の各種コンクール等の入賞について

教育のつどいで先生方の出席が多くよかった。又、南部中の運動会に会見小児童の

がある。

　会議案資料４７～４８頁に基づき報告

１４）その他　事務局から何かあるか。

応援合戦がうれしく思った。

　会議案資料３９～４２頁に基づき報告

１１）平成23年度人権標語入選作品について

　会議案資料４３～４４頁に基づき報告

１２）教育委員会関係工事進ちょく状況について

　会議案資料４５～４６頁に基づき報告
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教育次長

委員

委員長

教育長

委員

委員長

教育次長

委員

教育次長

委員長

委員

教育次長

委員

教育次長

委員

委員長

委員

教育長

委員

教育長

委員長

委員長

【６．専決処分】　　

委員長 事務局から何かあるか。

教育次長 特になし。

委員長

教育次長

【９．議事Ⅱ】

色々な活動に対してたくさんの表彰は励みになる。他にあるか。

【７．議事Ⅰ】

委員協議会で各振興区の情報を入手、整理をし、別の視点で住民の皆さんに提供す

再開する。（午後2時40分）

ないので休憩に入る。（午後2時30分）

そのような情報の整理をして提供していくという話し合いをした。今後していく。

ることは難しいと思う。

今後は分かりやすい言葉に心がけていただきたい。

マンスリーとは何々月間という意味だと思う。

特になし。

全国大会で3位となった法勝寺中の古田君はどのようにして漕艇で受賞になったのか。

月に1回行う特徴的な事業ということだ。

マンスリーとはどういうことか。

要望だが社会教育、公民館事業の実施状況の中に「図書館」や「祐生出会いの館」の

わかるような記載にした方がいいのではないか。

「マンスリー」は天萬庁舎３階を活用する生涯学習の表題に掲げているので途中で替え

次に工事進捗状況、社会教育事業について質問、意見、感想あるか。

人権標語はリズムが大事でいい言葉を並べただけでは物足りない。今年はリズムが

よく、良いものが揃った。

この人権標語は来年度も南部町の健康カレンダーに記載する予定。伯耆町は人権

事務局から提案はあるか。

それから、各振興区の社会教育関係の情報を集約し、一覧の資料があればいい思う。

マンスリーという言葉がわかりづらいというのは当初私も思ったが、担当者が自ら名称を

がわかる、という形だ。

ホームページに載っていると思う。調べておく。

人権標語の最優秀の吉持さん、近年稀にみるすばらしい出来栄えだ。

に係わった結果によるもの。

児童・生徒のコンクール入賞の県民短歌賞はどんな歌か見る方法はあるか。

7人と聞いている。

カレンダーを作っている。これも参考になる。

今回は教育委員会も学校も全く把握していない。以前のトランポリンもそうだ。親が熱心

米子に漕艇協会があり、小学校の時より漕艇クラブに入会し、強化訓練を受けていた。

行事も入れてほしい。これで社会教育関係が全てわかる。今はチラシが出てから行事

【８．報告　Ⅱ】　非公開

前年度の事業一覧を活用しながら工夫をしたいと思う。

新たにし、企画したので了解した。社会教育の事業に関しては夏に開催された社会教育

る。特に青少年教育の観点では町中の色々な体験活動を子どもたちが選択ができる、
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委員長

教育次長

委員長

教育次長

委員全員

委員長

教育次長

教育次長

委員長 ③各種表彰受賞に伴う祝賀会の開催について　説明をお願いする。

教育次長

委員全員

教育次長

委員全員

委員長

教育長 今後の考えを推し進める上で次の2点について委員の皆さんの考えをお聞きしたい。

える動きがあり、県内では全額協力金を使い30人学級を実施でしている町村がいくつか

委員

委員

委員

委員長

教育長

財政の問題、教室の問題もある。30人と35人を上手に運用していくきたい。

委員

10年、20年後の学校編成を見据えたクラス編成も考え方ていかなければならない。

教育長

委員長

教育長

委員長

どこまで人数を下げる事が子どもを育てるのに教員の資質を下げないか、悩ましい

下限を30人にすることもできる、という考えもあると思っている。

話し。35人で組んでも会見小では教室が足りなくなる。私の考えは国の35人の先

保育園では行われている。学校のグラウンドの芝生化はどう考えるか。

ただ、私たちの理念として今後の児童生徒の人数と照らし合わせ、中学校の

次に学校グラウンドの芝生化について　に進みたい。

好むと好まざると今後30人くらいになる。その間までがどうするか。30にすると15人、

16人学級となる。ここで切磋琢磨するというのはいかがなものか。

数字は直近のものを近く出せると思う。

「少人数学級の考え方について」だが国は40人学級から35人学級に学級編制基準を変

見られる。本町の少人数学級の標準は30人学級がいいのか、35人かご意見を聞きたい。

取りをしつつ、現実に色々な学年の状況があり、教員の力量の問題もあるので、

基本的にクラス替えができる人数がいい。

委員と同意見。人間関係が固定化するのを防ぎたい。クラスに３０数人の人数

では圧迫感を感じる。教職員も少人数のほうが良いと思う。私は３０人がいい。

私の時は57人が一つのクラスだった。切磋琢磨していた。30人枠が色々な教育委

員会の資料に載っている。私は３０人学級に賛成だ。

事務局から提案はあるか。

開催する旨の可否をについて伺いたい。

内容、案内送付先等については事務局に一任願いたい。

一同了解。

②当面する懸案事項に係る意見交換ついて　説明をお願いする。

学校グラウンドの芝生化について委員さんのご意見を聞きたい。

事前に提案はいただいてないが、口頭でないか。

特になし。

２）事務局提案に移る。

３名の意見は30人ということになる。私は今後の子どもの人数の実態を見ながら30

とか33とかを考てもいいと思う。

一同意義なし。

次に③を先にお願いしたい。

特になし。

【１０．協議１】

１）委員提案に移る。

①教育委員交流研修について　説明お願いする。

　会議案資料５９～６０頁に基づき説明

県の教育委員表彰やスポーツ少年団など今回色々な表彰を受賞された。祝賀会を
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委員

委員長

委員

委員

委員

教育次長

委員長

教育長

考えていきたい。

委員

【１１．協議　Ⅱ】　　　　　　　　

委員長

教育次長

【１２．今後の主な予定】

会議案4頁により確認

【１３．次回教育委員会の開催日について】

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　

使い勝手がいいのがいい。

スプリンクラーと乗用芝刈り機での管理で大変ではないようだ。

学校のグラウンドを子どもたちがどう使うか。地域がどう使うかによって決まる。野球に

面積が少ないので地域と保護者、関係者がかかわり保全している。乗用の芝刈り機

事務局から協議Ⅱについて何かあるか。

④その他 　非公開

い。学校にも意見を聞くが、地域の意見も聞かなければいけない。芝生化は可能な限り

芝生化が与える影響は不登校が減ると言われている。目にもいい。

ではないと思う。

使うのなら全面芝生化はできないと思う。

　会場　　　　南部町役場天萬庁舎　会議室

　日時　　　　11月　21日（月）　　午後1時30分～

天津振興区が交流センターのグランドの芝生化をし、10月に天津地区の運動会が

維持管理はどうか。

１）11月（第13回）定例教育委員会の開催について

あった。安全面でもよかったし、雰囲気がよかった。

全て同じようにすることはできないが芝生化の是非について基本的な考えを整理した

　日時　　　　12月　10日（土）　　午前9時～

　会場　　　　南部町役場天萬庁舎　会議室

【１４．互礼・閉会】　午後　　4時　30分

2）12月（第14回）臨時教育委員会の開催について

なし

保育園のメンテナンスはどうしているか。
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