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みどり市教育委員会 



平成２６年度 第２回 みどり市定例教育委員会会議録 

 

・招集日時  ：平成２６年５月１５日（木）午後３時００分から 

・招集場所  ：みどり市役所教育庁舎３階第２会議室 

・出席委員  ：１番委員 丹 羽 千津子 

２番委員 松 﨑  靖 

３番委員 山 同 善 子 

４番委員 金 子 祐次郎 

５番委員 尾 﨑 享 子 

・説明のため出席した者  ：教 育 部 長 松 井   篤 

              教 育 総 務 課 長 田 村 栄 助 

              学 校 教 育 課 長 保 志   守 

              学 校 計 画 課 長 小 林 幹 児 

              社 会 教 育 課 長 小 池 秀 樹 

              文 化 財 課 長 石 原 亨 夫 

              富弘美術館事務長 高 山   進 

・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 井 宣 行 

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４号 教育予算一般会計６月補正（補正第２号）及び富弘美術

館特別会計６月補正（補正第１号）について 

・日程第５  ：議案第５号 平成２６年度みどり市立学校給食センター運営委員の委

嘱について 

・日程第６  ：議案第６号 平成２６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７  ：議案第７号 平成２６・２７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８  ：議案第８号 平成２６・２７年度みどり市青少年センター相談員の委

嘱について 

・日程第９  ：議案第９号 平成２６・２７年度みどり市スポーツ推進委員の委嘱に

ついて 

 

・開会：午後４時０８分 

（委員長）  ただいまから平成２６年度第２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４番の金子祐次郎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２６年５月１５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、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。 



（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４号 教育予算一般会計６月補正（補正第２号）及び富弘美術館特

別会計6月補正（補正第１号）について 

（委員長）  日程第４、議案第４号 教育予算一般会計６月補正（補正第２号）及び

富弘美術館特別会計６月補正（補正第１号）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、各課長、事務長より内容説明をお願

いいたします。 

（各課長、事務長） （内容：説明資料） 

（委員長）  各課長、事務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。 

（金子委員） 富弘美術館の会計については、昨年度一般会計化ということで、少し動

いていると記憶していますが、今年度もこれまで通り特別会計になったこ

とについて、どのような経過があったのでしょうか。 

（教育部長） ２５年度の中で総務常任委員会の方にも３回くらいその件について提案

をさせていただきました。ただ、その経過の中で消費税等が上がる中で、

少しでも経費を節減するために一般会計という事務局案を出したのですが、

消費税等をあまり気にせず、今の特別会計に置かれている中でやはりいろ

いろ集客の問題、教育施設としての問題そういったことをじっくり考えた

方が良いのではないかと３回の常任委員会の中で意見をいただきました。

それを受けて消費税の関係について心配をしたのですが、議会の方からも

その辺を言われましたので、やはりじっくり今後富弘美術館をどのように

していくのかということを優先に考えて、会計の意向については時間をい

ただくような形での考えになっています。 



（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４、議案第４号 教育予算一般会計６月補正（補正第２号）及び富弘

美術館特別会計６月補正（補正第１号）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５ 議案第５号 平成２６年度みどり市立学校給食センター運営委員の委嘱に

ついて 

（委員長）  日程第５、議案第５号 平成２６年度みどり市立学校給食センター運営

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、田村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）  田村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） ほぼあて職のような形でしょうか。 

（教育総務課長） 委員の任期で１年という形になっています。各１号委員から５号委

員につきましては、団体の推薦をいただく中での候補者とさせていただい

ています。 

（山同委員） 学校給食の公会計化というお話がありましたけれども、運営委員会とい

うのはそういう所でも絡んで来たりするのですか。 

（教育総務課長） 現在運営委員会につきまして、みどり市の学校給食センターの運営

委員会ということで、笠懸地区につきましては、内規に基づきまして任意



で行っています。今後給食の公会計化につきまして詰めていく中で運営委

員についても今後の課題です。基本的にはみどり市をまとめて一本という

ような状況の中で検討をさせていただいています。基本的には運営委員会

の中で予算・決算という形になりますが、今後公会計化となりますと市の

監査又は議会の方での予算・決算の審議になります。 

（山同委員） みどり市学校教育センター運営委員会になりますと、対象になるのは大

間々町と東町になりますか。笠懸町は自校になっていますから笠懸でもそ

ういった組織はあるのでしょうか。 

（教育総務課長） 笠懸でも各学校に任意ですが、組織を立ち上げてそれぞれ予算・決

算につきましても、また監査等も各学校で私会計という中で行っています。

また、全体をまとめる中で、笠懸地区のまとまった形の運営委員会を開い

ていただいて、今後業者選定という形を決めています。 

（山同委員） 名簿を見ますと４号委員の中に学校医の方が入っていますよね。やはり

給食の面では健康管理などこういう方に委員になっていただいていると、

意義があると感じます。その中で笠懸についても専門的な知識をお持ちの

方々がメンバーの中に構成されているのでしょうか。 

（教育総務課長） 笠懸地区の給食運営委員会はあくまで内規という形ですが、そちら

のメンバーにつきましては、小・中学校の校長又は園長、給食の主任教諭、

栄養教諭また小・中学校のＰＴＡ会長、養護栄養教諭という形の中で、医

師会又は歯科医師会、薬剤師会からの推薦という形の委員の方ではござい

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５、議案第５号 平成２６年度みどり市立学校給食センター運営委員

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６ 議案第６号 平成２６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６、議案第６号 平成２６年度みどり市立学校・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、保志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）  保志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）  笠懸幼稚園と笠懸小学校についてですが、元ＰＴＡの方がとても多くを

占めていますけれども、たぶんこの方たちは地元でも他の役をしていらし

て地元に根差した活動をしている方達であるとは思いますが、ＰＴＡを卒

業したら横滑りで評議員になってしまうということは趣旨からするとどう

かと思います。 

（学校教育課長） 具体的にあて職みたいな形で入って来ている学校もございますが、

年数を見ていただくと分かるかと思いますけれども、継続年数については、

複数年という方も多くいらっしゃるので、人物的また、学校・園に関わる

人としてのポジションというのでしょうか。その辺から選出されているよ

うな所が多いと判断しています。 

（委員長）  ＰＴＡの役員をしているとなると学校の中にどっぷりという感じになる

ので、学校に対して批判するということが良いわけではないのですが、第

三者的な立場で学校を見るためにはどうかと思ったのですけれども、その

辺の所は別に問題はないのですか。 

（学校教育課長） 問題が有るか無いかで言えば無いのですが、イメージとすると委員

長のおっしゃる通りだと思いますので、今年度役職・職業等という所につ



いては、こういう形で学校から出てきておりますので、各園・学校に肩書

についての書き方又どういう方がということも確認しながら来年度に向け

て調整していきたいと思います。 

（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６、議案第６号 平成２６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７号 平成２６・２７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７、議案第７号 平成２６・２７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、小池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）  小池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

７、議案第７号 平成２６・２７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８ 議案第８号 平成２６・２７年度みどり市青少年センター相談員の委嘱に

ついて  

（委員長）  日程第８、議案第８号 平成２６・２７年度みどり市青少年センター相

談員の委嘱について、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、小池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）  小池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８号 平成２６・２７年度みどり市青少年センター相談員の委

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９号 平成２６・２７年度みどり市スポーツ推進委員の委嘱につい

て  

（委員長）  日程第９、議案第９号 平成２６・２７年度みどり市スポーツ推進委員

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、小池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）  小池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）  １番の方の年数１というのは平成２４年から再任で１年ということで良

いでしょうか。 

（社会教育課長） 途中で委員の方がお亡くなりになって欠員を委嘱したので１年とな

っています。 

（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９号 平成２６・２７年度みどり市スポーツ推進委員の委

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。 

 

（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５時１０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４号 教育予算一般会計６月補正（補正第２号）及び富弘美術

館特別会計６月補正（補正第１号）について  （可決） 

・日程第５  ：議案第５号 平成２６年度みどり市立学校給食センター運営委員の委

嘱について  （可決） 

・日程第６  ：議案第６号 平成２６年度みどり市立学校・幼稚園評議員の委嘱につ

いて  （可決） 

・日程第７  ：議案第７号 平成２６・２７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８  ：議案第８号 平成２６・２７年度みどり市青少年センター相談員の委

嘱について  （可決） 

・日程第９  ：議案第９号 平成２６・２７年度みどり市スポーツ推進委員の委嘱に

ついて  （可決） 


