
平成２４年６月 定例会議

平成２４年度

第３回 みどり市 定例教育委員会会議録

平成２４年６月１５日

みどり市教育委員会



平成２４年度 第３回 みどり市定例教育委員会会議録

・招集日時 ：平成２４年６月１５日（金）午後２時４０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 丹 羽 千津子

３番委員 松 﨑 靖

４番委員 山 同 善 子

５番委員 尾 﨑 享 子

・説明のため出席した者 ：教 育 部 長 藤 生 安喜夫

教 育 総 務 課 長 田 村 栄 助

学 校 教 育 課 長 石 井 逸 雄

学 校 計 画 課 長 小 林 幹 児

社 会 教 育 課 長 若 月 省 吾

文 化 財 課 長 関 口 渉

富弘美術館事務長補佐 星 野 和 弘

・本 委 員 会 書 記 ：教育総務課総務係 根 岸 美 佳

・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 ：報告第２ 請願について

・日程第５ ：議案第１２号 平成２４年度みどり市立学校・幼稚園評議員の委嘱に

ついて

・日程第６ ：議案第１３号 平成２４・２５年度みどり市社会教育委員の委嘱につ

いて



・日程第７ ：議案第１４号 平成２４・２５年度みどり市人権教育推進協議会委員

の委嘱について

・日程第８ ：議案第１５号 平成２４・２５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９ ：議案第１６号 平成２４・２５年度みどり市公民館運営審議会委員の

委嘱について

・日程第１０ ：議案第１７号 平成２４・２５年度岩宿博物館協議会委員の委嘱につ

いて

・日程第１１ ：選挙第１号 みどり市教育委員会委員長の選挙について

・日程第１２ ：指定第１号 みどり市教育委員長職務代理者の指定について

・日程第１３ ：みどり市教育委員会委員の席番について

・開会：午後２時５０分

（委員長） ただいまから平成２４年度第３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番の丹羽千津子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２４年６月１５日（金）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、尾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。

（松﨑委員） 相澤忠洋記念館献花式は、毎年あるのですか。

（教育長） はいあります。毎年県民スポーツ祭と重なっていたので出られなかった

のですが、今年から無くなったので出席できました。

（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 報告第２ 請願について

（委員長） 日程第４、報告第２ 請願について、尾﨑教育長の方から説明をお願い

いたします。

（教育長） （内容：説明資料）

（教育総務課長） （条例：説明資料）

今回請願につきましては、報告とさせていただき、日を改めて採決

させていただきます。

（委員長） 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） 特にご質疑がないようでしたら、日程第４、請願については以上で終了

いたします。

・日程第５ 議案第１２号 平成２４年度みどり市立学校・幼稚園評議員の委嘱につい

て

（委員長） 日程第５、議案第１２号 みどり市立学校・幼稚園評議員の委嘱につい

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、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。

（山同委員） 現職の保護者が入っていない学校もあるのですか。

（石井課長） 現職がいない学校もいます。

（教育長） 校長として「この人の意見を」と考えた人選が大切。有識者や地元を離

れて活躍している卒業生を委嘱している例、また、評議委員会議をＰＴＡ

本部役員に公開している例もあります。学校評議員について、ぜひみなさ

んのご意見をお聞かせください。

（委員長） 校長は区長さんをはじめとする地域の方々の声を聞く機会は比較的多く

あります。思い切って日ごろあまり意見や考えを聞く機会のない人を選ぶ

ことも大切ではないかと思います。

（松﨑委員） 地元を離れた卒業生が母校のことを真剣に考えることはよい案であると

思います。また、学校をよく知る現職の保護者に、ＰＴＡの視点も踏まえ

つつ、評議員という立場で客観的に考えていただくことは良いと思います。

（丹羽委員） 日ごろ学校に対して辛口な発言をしていた人が、評議員になり学校をよ

く理解し、強い味方となったという例があります。同じ人ばかりでなく、

いろいろな方を評議員として選ぶことで、学校の応援団が増えるのではな

いでしょうか。

（山同委員） 保護者が評議員となり、様々な考えや意見にふれることで意識も高まる

と思います。その内容等をＰＴＡ本部役員や他の保護者に伝えることで、

学校のことを真剣に考える保護者を増やすことができるので、現役の保護

者も入れた方がよいと考えます。

（委員長） 他に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１２号 平成２４年度みどり市立学校・幼稚園評議員の委



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６ 議案第１３号 平成２４・２５年度みどり市社会教育委員の委嘱について

（委員長） 日程第６、議案第１３号 平成２４・２５年度みどり市社会教育委員の

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、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。

（丹羽委員） 公募委員の申し込みは１名だけだったのですか。

（社会教育課長） 前回は２名の申し込みがあったのですが、今回は１名だけでした。

（教育長） 年齢が４０代の方もいますが、大体が５０代から７０代になっています。

（丹羽委員） 年齢的には高く感じます。

（委員長） 他に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１３号 平成２４・２５年度みどり市社会教育委員の委嘱に

ついて、本案を原案のとおり決定して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７ 議案第１４号 平成２４・２５年度みどり市人権教育推進協議会委員の委



嘱について

（委員長） 日程第７、議案第１４号 平成２４・２５年度みどり市人権教育推進協

議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、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） 研修会は年に何回くらいありますか。

（社会教育課長） ３回くらいです。

（丹羽委員） 名簿に４号委員がいないのですが。

（社会教育課長） 合併してからは、推薦が上がってこないのでいません。

（委員長） 他に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７、議案第１４号 平成２４・２５年度みどり市人権教育推進協議会

委員の委嘱について、本案を原案のとおり決定して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８ 議案第１５号 平成２４・２５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８、議案第１５号 平成２４・２５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） 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

８、議案第１５号 平成２４・２５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して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９ 議案第１６号 平成２４・２５年度みどり市公民館運営審議会委員の委嘱

について

（委員長） 日程第９、議案第１６号 平成２４・２５年度みどり市公民館運営審議

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、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。

（山同委員） 審議会には公民館長は入らないのですか。

（社会教育課長） 館長はさまざまな問題に対して意見を求める立場になりますので、

委員とは別に事務局の方になります。

（委員長） 他に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９、議案第１６号 平成２４・２５年度みどり市公民館運営審議会委

員の委嘱について、本案を原案のとおり決定して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１０ 議案第１７号 平成２４・２５年度岩宿博物館協議会委員の委嘱につい

て

（委員長） 日程第１０、議案第１７号 平成２４・２５年度岩宿博物館協議会委員

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、関口文化財課長より内容説明をお願

いいたします。

（文化財課長） （内容：説明資料）

（委員長） 関口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。

（教育長） 前回は女性も委員に入っていましたが、今回結果的に全員男性となって

しまいました。次回はある程度男女バランスを考えていきたいと思います

がどうでしょうか。

（委員長） 全部の委嘱にいえることは若い人を入れたい、今後それが課題になると

思いますが。

（丹羽委員） １０番の新に委嘱される方は地元に詳しい方がいらっしゃったのですね。

（文化財課長） はい。元桐生市の職員の方です。

（山同委員） 岩宿博物館については、これ以外に委員の方はいるのですか。

（文化財課長） 委嘱している委員はこの岩宿博物館協議会の委員だけです。協力いた

だいている団体では、友の会など村祭りなどいろいろ手伝っていただいて



います。

（山同委員） みどり市の岩宿博物館と捉えたときに、笠懸町以外の方にも自分の町の

歴史として誇りを持っていっていただきたいです。住所を見たときに笠懸

の方に偏っているので、将来他の地域の方に入っていただける機会が出来

ると良いと思いました。

（委員長） 他に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１０、議案第１７号 平成２４・２５年度岩宿博物館協議会委員の委

嘱について、本案を原案のとおり決定して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１１ 選挙第１号 みどり市教育委員会委員長の選挙について

（委員長） 日程第１１、選挙第１号 みどり市教育委員会委員長の選挙について、

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） 日程第１１については、人事議案となりますので、傍聴の方は一時退席

をお願いいたします。

では、日程第１１、選挙第１号 みどり市教育委員会委員長の選挙につ

いて、を議題といたします。選挙の方法についてお諮りいたします。

選挙の方法は、みどり市教育委員会会議規則第４条第１項の規定により投

票を原則といたしますが、同条第２項の規定により、全委員の同意による

指名推薦とする方法もございますので、お諮りいたします。ご意見はござ

いますか。

（丹羽委員） 私は、指名推薦がよいと思います。

（委員長） ただいま、丹羽委員から指名推薦とのご意見をいただきました。ほかに、

ご意見はございませんか。



（松﨑委員） 私も、指名推薦がよいと思います。

（山同委員） 私も、指名推薦がよいと思います。

（委員長） 全委員が指名推薦というご意見ですので、指名推薦で行いたいと思いま

す。ここで委員長の指名をお願いいたします。いかがでしょうか。

（松﨑委員） 私は委員長に清水委員を推薦します。

（委員長） ただいま、松﨑委員より私への指名をいただきました。ほかにございま

せんか。無いようですので、採決を行いますが、私は当事者ですので、議

事に参与することが出来ませんので、退席致します。この間の進行を職務

代理者の丹羽委員にお願いしたいと思います。

―――――清水委員退席―――――

（丹羽職務代理） それでは、委員長が決まるまでの間、進行してまいります。

（丹羽職務代理） 日程第１１、選挙第１号 みどり市教育委員会委員長の選挙につい

て、清水委員を委員長に決定することに賛成委員の挙手を求めます。

【全員挙手】

（丹羽職務代理） 挙手全員ですので、清水委員を委員長の当選人と決定いたします。

ここで清水委員の同席を求めます。

―――――清水委員着席――――

（丹羽職務代理） 日程第１１、選挙第１号 みどり市教育委員会委員長の選挙につい

て、清水委員の当選を委員全員の賛成により、決定しましたので報告

します。ご協力ありがとうございました。ここで、清水委員長と議事

進行を交代いたしますが、清水委員長には、改めてご挨拶をお願いし

ます。

（委員長） 挨拶

・日程第１２ 指定第１号 みどり市教育委員会委員長職務代理者の指定について

（委員長） 日程第１２、指定第１号 みどり市教育委員会委員長職務代理者の指定

を行います。みどり市教育委員会会議規則第５条により、職務代理者の決



め方は、委員長の例にならうことになっておりますので、投票を基本とし

ますが、指名推薦による方法もございますので、お諮りいたします。ご意

見はございますか。

（松﨑委員） 私は、指名推薦がよいと思います。

（委員長） ただいま、松﨑委員から、指名推薦とのご意見をいただきました。ほか

に、ご意見はございませんか。意見もないようですので、お諮りいたしま

す。指名推薦で行うことに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

（委員長） 異議なしと認め、指名推薦によることと決定いたします。ここで職務代

理者の指名をお願いいたします。いかがでしょうか。

（山同委員） 私は、丹羽委員を推薦します。

（委員長） ただいま、山同委員より丹羽委員の指名推薦がございましたが、ほかに

はございませんか。

（松﨑委員） 私も、山同委員のご意見に賛成です。

（委員長） ほかに無いようですので採決を行いますが、丹羽委員は当事者ですので、

暫時退席をお願いします。

―――――丹羽委員退席―――――

（委員長） ここで、丹羽委員を職務代理に決定することに賛成する委員の挙手を求

めます。

【全員挙手】

（委員長） 全委員ご異議なしと認め、委員長職務代理者は、丹羽委員にお願いした

いと思います。

ここで 丹羽委員の同席を求めます。

―――――丹羽委員着席―――――

（委員長） 職務代理者の指定については、委員全員の賛成により、丹羽委員に決定

しましたので報告します。丹羽委員よろしくお願いします。

ここで、丹羽職務代理者からひと言ご挨拶をいただきます。



（丹羽委員） 挨拶。

日程第１３ みどり市教育委員会委員の席番について

（委員長） 日程第１３、みどり市教育委員会委員の席番について、お諮りいたしま

す。席番については、事務局の説明により決定したいと思いますが、お諮

りいたします。

（「異議なし」の声あり）

（事務局） 事務局よりご説明させていただきます。席番は委員長を１番、職務代理

者を２番、教育長を５番席とし、残る３、４番席については、慣例により

年高順でお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

（委員長） それでは、事務局の説明どおり、委員長席を１番とし、職務代理者を２

番席、５番席は教育長席と決定いたします。３･４番席については、年高順

ということで、３番席に松﨑委員、４番席に山同委員、として決定をいた

します。どうぞよろしくお願いします。

（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１７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 ：報告第２ 請願について （報告）

・日程第５ ：議案第１２号 平成２４年度みどり市立学校・幼稚園評議委員の委嘱

について （可決）

・日程第６ ：議案第１３号 平成２４・２５年度みどり市社会教育委員の委嘱につ

いて （可決）

・日程第７ ：議案第１４号 平成２４・２５年度みどり市人権教育推進協議会委員



の委嘱について （可決）

・日程第８ ：議案第１５号 平成２４・２５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９ ：議案第１６号 平成２４・２５年度みどり市公民館運営審議会委員の

委嘱について （可決）

・日程第１０ ：議案第１７号 平成２４・２５年度岩宿博物館協議会委員の委嘱につ

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２４年６月１５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


