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みどり市教育委員会 



平成２１年度 第４回 みどり市定例教育委員会会議録 

 

・招集日時  ：平成２１年７月１６日（木）午前９時２５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 丹 羽 千津子 

４番委員 齋 藤 由起子 

５番委員 岡 﨑 紀 夫 

・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１７号 平成２２年度に使用する小・中学校教科用図書の採択

について 

・日程第５  ：議案第１８号 平成２１年度要保護及び準要保護児童生徒就学援助費

支給認定について  

・日程第６  ：議案第１９号 平成２１・２２年度富弘美術館諮問委員会委員の委嘱

について  



・開会：午前９時２５分 

 

（委員長）  ただいまから平成２１年度第４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７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。 

（委員長）  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１７号 平成２２年度に使用する小・中学校教科用図書の採択につ

いて 

（委員長）  日程第４、議案第１７号 平成２２年度に使用する小・中学校教科用図

書の採択について、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、石井学校教育課長より内容説明をお 

願いいたします。 

（学校教育課長） （内容：説明資料） 

（委員長）  石井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） 過日の採択協議会では、様々な視点から協議されましたが、 初に実物

を見たときに、自由社の教科書は、文字が非常に見づらい気がしました。

読みやすさからしても、帝国書院が良いという選定は、それだけでも適性

な判断だと感じましたし、自由社の教科書は、新しく新年度に採択される

までの間に切り替えるというインパクトがない気がしたのですね。 

（委員長）  採択協議会の会長が、見やすいと言ったのですが、実際は、確かに行間

は空いていたのですが、字が小さくて本当に見やすいのかなと感じました。 

（丹羽委員） 文字の線が、細いというかね。 

（委員長）  それと、字数が多くてね。 

（松島委員） ポイント数が、小さく見えちゃうのですよね。 

（丹羽委員） 中学校の社会科の歴史分野の教科書については、帝国書院のものを今年

度まで使っているわけですよね。それに、プラスこの自由社のものを加え

て、考えるということですよね。 

（学校教育課長） そうです。 

（丹羽委員） ここで、もしかしたら、自由社に入れ替わるかもしれない、ということ

ですか。 

（学校教育課長） それについては、先日の採択協議会に、オブザーバー出席あるいは

委員として出席していただいた時のことも含めて、よく検討していただい

て、ここで、みどり市とするとどれかを採択していただければ有り難いと

いうところです。 



（委員長）  基本的には、他の教科書の会社もあるわけですよね。 

（学校教育課長） そうです。 

（委員長）  １８年に切り替えたときに、帝国書院が選ばれたから、帝国書院と自由

社というところなのですね。 

（学校教育課長） ここに示させていただいたのは、先日の東毛第一地区の採択協議会

で選定された教科書の一覧ですので、これを参考に採択をお願いしたいと

いうところです。 

（委員長）  あとは、自由社の方が歴史的に正しいかどうか分からないのですが、ち

ょっと量が多すぎる、細かすぎますね。中学生全部が、歴史が好きという

子ばかりいないものですから、内容が細かすぎるので、高校の教科書でも

いいかなと思いました。 

（齋藤委員） やはり、今、帝国書院を使っていて、他に１７年度の採択の中で良いと

いうことから選ばれて使われているし、中を見ると吹き出しで子どもの絵

が書いてあって、その子どもが話しをしている場面が多かったので、中学

生としては興味をそそって、漫画に近いですが、そういうところが良いと

思いますし、自由社は先ほどから言っているように、内容うんぬんの前に

文字が読みにくいというところもあるという感じですかね。 

（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１７号 平成２２年度に使用する小・

中学校教科用図書の採択について、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１８号 平成２１年度要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給

認定について 



（委員長）  日程第５、議案第１８号 平成２１年度要保護及び準要保護児童生徒就

学援助費支給認定について、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、石井学校教育課長より内容説明をお 

願いいたします。 

（学校教育課長） （内容：説明資料） 

―――――審査――――― 

（委員長）  日程第５、議案第１８号 平成２１年度要保護及び準要保護児童生徒就

学援助費支給認定について、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１９号 平成２１・２２年度富弘美術館諮問委員会委員の委嘱につ

いて 

（委員長）  日程第６、議案第１９号 平成２１・２２年度富弘美術館諮問委員会委

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、柳内教育部長より内容説明をお願い

いたします。 

（教育部長） （内容：説明資料） 

（委員長）  柳内部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）  １番、２番、３番の方の年齢が入っていないのは、どうしてですか。 



（教育部長） 前からの引き続きで、不詳な状態なのですが、委嘱の過程で確認させて

いただきたいと思います。 

（松島委員） ８番の方の現職は、どういう委員なのですか。 

（教育部長） これは、市で慣行制定する予定で、市の歌とか本人の希望で挙がってき

た委員です。 

（丹羽委員） 私が、なっている委員ですね。 

（教育部長） そうです。その委員です。 

（教育部長） この後、来月には運営委員会を開いて、９月１日には館長を選任してい

きたいと考えております。選任するにあたりましては、あらかじめ運営委

員会の意見を聞き、尊重しなければならないという定めが要領にあります。 

（委員長）  館長は、この中から選ぶのですか。 

（教育部長） そういう形は、とらない方式にしました。ただ、元の絡みで推挙もいた

だいておりますから、前館長を考えようということで、提案させていただ

こうと考えております。 

（丹羽委員） １番の方は、何か美術関係の会社なのですか。 

（教育部長） 富弘さんの作品の開発企画の関係で、会社に絡んでいるのですが、個人

的には、ずっと富弘さんの支援団体の中の一個人でやってこられて、たま

たま、その縁があって会社に入っているという状況のようなのですが。 

（委員長）  印刷屋ですか。 

（教育部長） デザインとか企画会社ですね。総合的には、印刷等もあると思いますが。 

（丹羽委員） 仕事のことも絡んでしまう方が、委員の中にいてもいいのかなと。その

辺が分からないのですが。 

（教育部長） 基本的には、あまりどうかと思っていますから。その辺は、審議の中で

発言は慎重に判断していきたいと思います。 

（委員長）  漢検じゃないけどね。関係者だったとかね。 

（丹羽委員） ２番の方とかもね。 

（教育部長） ２番の方は、直接は関係ないです。たまたま職業がこういう形で、個人



的なお付き合いのような話しです。それで、富弘美術館の方でも、接客サ

ービスのアドバイスをしていただいております。 

（丹羽委員） 今度、教育委員会の管轄の施設になったわけですから、特定の人のとこ

ろに利益が流れるようなことがあると、良くないのかなと思ったのですが。 

（委員長）  その辺は、十分気をつけてもらって。 

（教育部長） １社だけじゃない、というのがありますから。 

（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１９号 平成２１・２２年度富弘美

術館諮問委員会委員の委嘱について、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。 

 

（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：午前１０時２５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１７号 平成２２年度に使用する小・中学校教科用図書の採択

について  （可決） 

・日程第５  ：議案第１８号 平成２１年度要保護及び準要保護児童生徒就学援助費

支給認定について  （可決） 

・日程第６  ：議案第１９号 平成２１・２２年度富弘美術館諮問委員会委員の委嘱

について  （可決） 

 


