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みどり市教育委員会 



平成２１年度 第１回 みどり市定例教育委員会会議録 

 

・招集日時  ：平成２１年４月１６日（木）午後３時００分から 

・招集場所  ：みどり市役所大間々庁舎２階第１会議室 

・出席委員  ：１番委員 清 水 恒 夫 

２番委員 松 島 弘 平 

３番委員 関 口 和 子 

５番委員 岡 﨑 紀 夫 

・欠席委員  ：４番委員 丹 羽 千津子 

・説明のため出席した者  ：教 育 部 長 柳 内 光 雄 

              教育総務課長 岩 﨑 照 雄 

              学校教育課長 石 井 逸 雄 

              社会教育課長 若 月 省 吾 

              文 化 財 課 長 三 輪 延 也 

スポーツ振興課長 奈 良  進 

・本 委 員 会 書 記  ：教育総務課総務係 上 岡 妙 子 

・事務局職員出席者  ：教育総務課総務係 石 原 亨 夫 

議事日程 

・日程第１  ：会議録署名委員の指名 

・日程第２  ：会期の決定 

・日程第３  ：報告第１ 教育長報告について 

・日程第４  ：議案第１号 平成２０・２１年度みどり市青少年センター補導員の委

嘱について 

・日程第５  ：議案第２号 平成２１年度みどり市教育行政方針の制定について 

・日程第６  ：議案第３号 みどり市奨学資金貸与者の決定について 

・開会：午後３時１８分 

 



（委員長）  ただいまから平成２１年度第１回みどり市定例教育委員会会議を開会      

いたします。 

 

・日程第１ 会議録署名委員の指名 

（委員長）  日程第１、会議録の署名委員の指名をさせていただきます。これにつき

ましては、席番２番の松島弘平委員にお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

・日程第２ 会期の決定 

（委員長）  日程第２の会期の決定ですけれども、平成２１年４月１６日（木）本日 

１日ということで、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

（委員長）  異議なしの声がありましたので、本日１日と決定させていただきます。 

 

・日程第３ 報告第１ 教育長報告について 

（委員長）  日程第３、報告第１ 教育長報告について、岡﨑教育長の方からお願い 

いたします。 

（教育長）  （内容：説明資料） 

（委員長）  ただいまの教育長の報告について、何かご質疑がございますか。 

（松島委員） タウンミーティングで、教育関係の話しはありましたか。 

（教育長）  笠懸地区のときに、社会教育課関係で、もう少し子ども会の支援をして

ほしいということでした。 

（教育部長） 補足させていただきますと、大間々地区のときに、給食食材で食物アレ

ルギーの対応について、力を入れてほしいと、また、多様化した食物アレ

ルギーの対応を検討する組織を作れないかどうかについて、１年生に入学

される子の親から要望がありました。組織については、他市の状況をみな

がら検討させてくださいと言ってあります。 



（委員長）  現状では、どうなのですか。 

（学校教育課長） その件について、入学前に問い合わせがありました。基本的に食べ

られないものがあるので、献立を見てそれが入っている日は弁当を持たせ

たいと、保護者から話しがありました。大間々地区なので、給食センター

の献立表でより細かなものを学校に渡しまして、情報提供していくという

ことで動いております。今後もそれを想定した中で、献立を分りやすくし

ていく等を、栄養士の方に指示しました。 

（委員長）  例えば、牛乳アレルギーの場合は、どうしておりますか。 

（学校教育課長） 飲ませてないです。牛乳をカットして、返金しております。 

（委員長）  その代替は、家から持ってくるとか、どうしているのですか。 

（学校教育課長） そこについては、無いと思います。桐生市は、麦茶が選べたりしま

すけれども、そこについても、将来的には考えていかないとならないだろ

うと。牛乳の単価と、他の飲み物の単価が追いつかないのですね。 

（松島委員） １９日の議会定例会で、教育関係は出ましたか。 

（教育長）  この中では、出ませんでした。 

（委員長）  他にご質疑がないようでしたら、日程第３、教育長報告は以上で終了い 

たします。 

 

・日程第４ 議案第１号 平成２０・２１年度みどり市青少年センター補導員の委嘱に 

ついて 

（委員長）  日程第４、議案第１号 平成２０・２１年度みどり市青少年センター補

導員の委嘱について、を上程いたします。事務局より提案朗読をお願いい

たします。 

（事務局）  議案朗読 

（委員長）  事務局の朗読が終わりましたので、若月社会教育課長より内容説明をお 

願いいたします。 

（社会教育課長） （内容：説明資料） 



（委員長）  若月課長の説明が終了しましたので、ただいまの説明に対し、何かご質 

疑がございますか。 

（委員長）  ＰＴＡの方は、会長ですか。 

（社会教育課長） 役員の中で、推薦いただいた方です。 

（委員長）  他にご質疑ございますか。ご質疑がないようでしたら、質疑を打ち切り 

お諮りいたします。日程第４、議案第１号 平成２０・２１年度みどり市

青少年センター補導員の委嘱について、本案を原案のとおり決定すること

でよろしいでしょうか。 

賛成委員の挙手を求めます。 

【全員挙手】 

（委員長）  挙手全員ですので、本案は原案のとおり決定することといたします。 

 

・日程第５ 議案第２号 平成２１年度みどり市教育行政方針の制定について 

（委員長）  日程第５、議案第２号 平成２１年度みどり市教育行政方針の制定につ

いて、を上程いたします。事務局より提案朗読をお願いいたします。 

（事務局）  議案朗読 

（委員長）  事務局の朗読が終わりましたので、岩﨑教育総務課長より内容説明をお 

願いいたします。 

（教育総務課長） （内容：説明資料） 

（委員長）  岩﨑課長の説明が終了しましたので、ただいまの説明に対し、何かご質 

疑がございますか。 

（松島委員） 基本理念の後段に、自然と環境を守りとありますが、重点施策の中も見

たのですが、省エネとか環境保護とかが薄いなと。文言はないけど、学校

教育、社会教育で、実際にそういう取り組みはあるのですか。 

（学校教育課長） 学校教育課では、重点施策の４ページで、イ体験活動の充実にある

事業と、あとはその他の教育活動の中で指導しております。 

（社会教育課長） 社会教育課は、具体的な記述は無いのですが、基本的には公民館の



学級講座の中での取り組みが、具体的なところになります。 

（松島委員） 省エネ法が改正されて、排出量の規制が強くなっているので、公共施設

または地域のコミュニティ等にも影響してくると思うので、省エネの学習

は必要なのかなと。機会があれば、社会教育課で講座を入れてもらって、

意識を高める配慮をお願いしたいと思います。 

（委員長）  次に、関係する課長より、重点施策の内容説明をお願いいたします。 

（各課長）  （内容：説明資料） 

（委員長）  各課長の説明が終了しましたので、ただいまの説明に対し、何かご質 

疑がございますか。 

（松島委員） 文化財課で、１０ページの７文化財の保護・活用の（１）のクで、群大

工学部と連携しているということですが、建築とか構造物の面なのですか。 

（文化財課長） 文科省の補助事業ということで、群大工学部の方で子どもを募集して、

岩宿博物館で土器焼きをして、成果品の分析を群大工学部で行うという形

で行っております。 

（松島委員） ７ページのイの（ア）の指定校で、食農教育はどこの事業なのですか。 

（学校教育課長） 県の農業普及の関係で、食農教育を行います。 

（丹羽委員） ９ページの６文化・芸術活動の振興の（１）のオで、具体的な支援策は

あるのですか。 

（社会教育課長） 市の単独支援は無いのですが、財団や県の助成事業の窓口として、

取り扱っているのです。なかなか、市単独の支援は、予算がとりにくいで

すね。 

（丹羽委員） それと、１０ページの８生涯スポーツの振興の（２）のイで、具体的に

はどんなものなのですか。 

（スポーツ振興課長） 体育協会やスポーツ少年団の活動に対する援助や、個人また各

所属の競技団体で、関東大会規模以上の大会に出場する選手に対する激励

金などの支援として、位置づけております。引き続き、体育協会とも連携

しながら、充実させていきたいと思います。 



（松島委員） ９ページの６文化・芸術活動の振興の（１）のエは、具体的にどういう

ことを考えているのですか。 

（社会教育課長） 当初、笠懸野文化ホールが設立されたときに、市民を募集した文化

事業の取り組みが、大きな課題として上がっていたのです。現状では、合

唱団などが育っていますが、それだけではなく、今後は出来るだけ地域の

方が、文化活動として笠懸野文化ホールを積極的に使ってもらえるような

支援を含めていくということです。 

（松島委員） ぱっと見ると、大きなエリアごとで、例えば福岡の方だと、中央地区に

地域独特の文化を創り上げていく、それに東地域とかそういうイメージな

のだけど、そういうのではないのですね。 

（社会教育課長） ではないです。 

（委員長）  他にご質疑ございますか。ご質疑がないようでしたら、質疑を打ち切り 

お諮りいたします。日程第５、議案第２号 平成２１年度みどり市教育行

政方針の制定について、本案を原案のとおり決定することでよろしいでし

ょうか。 

賛成委員の挙手を求めます。 

【全員挙手】 

（委員長）  挙手全員ですので、本案は原案のとおり決定することといたします。 

 

・日程第６ 議案第３号 みどり市奨学資金貸与者の決定について 

（委員長）  みどり市奨学資金貸与者の決定について審議に入りたいと思います。関

係される方以外の方は退席していただきまようお願いいたします。 

日程第６、議案第３号 みどり市奨学資金貸与者の決定について、を上 

程いたします。事務局より提案朗読をお願いいたします。 

（事務局）  議案朗読 

（委員長）  事務局の朗読が終わりましたので、岩﨑教育総務課長より内容説明をお 

願いいたします。 



（教育総務課長） （内容：説明資料） 

（委員長）  岩﨑課長の説明が終了しましたので、ただいまの説明に対し、何かご質 

疑がございますか。 

――― 審  議 ――― 

（委員長）  他にご質疑ございますか。ご質疑がないようでしたら、質疑を打ち切り 

お諮りいたします。日程第６、議案第３号 みどり市奨学資金貸与者の決 

定について、本案を原案のとおり決定することでよろしいでしょうか。賛 

成委員の挙手を求めます。 

【全員挙手】 

（委員長）  挙手全員ですので、本案は原案のとおり決定することといたします。 

 

（委員長）  以上をもちまして、本日の教育委員会議の議事をすべて終了いたします。 

ご苦労様でした。 

 

・閉会：午後４時５５分 

・本委員会の議決の次第は次のとおりである。 

議事日程 

・日程第３  ：報告第１ 教育長報告について  （報告） 

・日程第４  ：議案第１号 平成２０・２１年度みどり市青少年センター補導員の委

嘱について  （可決） 

・日程第５  ：議案第２号 平成２１年度みどり市教育行政方針の制定について 

        （可決） 

・日程第６  ：議案第３号 みどり市奨学資金貸与者の決定について  （可決） 

 

  上記記録の正確なることを認め、ここに署名する。 

 

平成２１年４月１６日 



みどり市教育委員会委員長               印 

 

 

会議録署名人  番委員                印 

 

 

会議録作成者  書 記                印 


