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平成２８年度 第９回 みどり市定例教育委員会会議録 

 

・招集日時  ：平成２８年１２月８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 金 子 祐次郎 

２番委員 松 﨑  靖 

３番委員 丹 羽 千津子 

４番委員 山 同 善 子 

５番委員 石 井 逸 雄 

・説明のため出席した者  ：教 育 部 長 松 井   篤 

              教 育 総 務 課 長 川 俣 一 広 

              学 校 教 育 課 長 保 志   守 

              学 校 計 画 課 長 大 島 寿 之 

              社 会 教 育 課 長 金 高 吉 宏 

              文 化 財 課 長 横 倉 智恵子 

              富弘美術館事務長 高 山   進 

・本 委 員 会 書 記  ：教 育 総 務 課 主 査 剣 物 雅 世 

・事務局職員出席者  ：教育総務課長補佐 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  ：教育長報告 

・日程第４  ：報告第１２号 教育長の専決に関する報告（臨時職員の任用）につい

て 

・日程第５  ：議案第２８号 議会の議決を経るべき議案の原案について（平成２８

年度一般会計補正予算（補正第４号）） 

 



・日程第６  ：議案第２９号 平成２８年度教育に関する事務の管理及び執行状況の

点検及び評価報告書について 

 

・開会：午後２時４０分 

（委員長）  ただいまから平成２８年度第９回みどり市定例教育委員会議を開会いた

します。 

 

・日程第１ 会議録署名委員の指名 

（委員長）  日程第１、会議録署名委員の指名をさせていただきます。本日は、席番

４番の山同善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、会期の決定ですけれども、平成２８年１２月８日、本日１日

限りといたしますが、よろしいでしょうか。 

       （「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日と決定いたします。 

 

・日程第３ 教育長報告 

（委員長）  日程第３、教育長報告を石井教育長からお願いいたします。 

（教育長）  今回も１ページ半ということで、前回の会議以降の中で出席した教育長

報告ということになります。今担当のほうから資料を配らせていただいて

おりますけれども、まず１点目は、１４日の月曜日のところで桐生みどり

地区学校警察連絡協議会善行児童生徒表彰式というのが書かれております

が、今みなさんのお手元に１枚紙が配られたかと思いますが、桐生みどり

地区学校警察連絡協議会善行児童生徒選考基準というのがございまして、

３点ございます。そこにあるように、要するに模範になる者というふうな



こと、それから、いろいろ友達を助けたり、近所で助けたり、あるいは家

で助けたりなんていう一家の支えとなるような者、それから、積極的に奉

仕活動を続けていて、学校学級内において、他の児童生徒からの信頼があ

り、尊敬されている者という、こういうところから表彰するわけですけれ

ども、多くはだいたい３番に当たるようなところですかね。１番と３番に

当たるような児童生徒が学校から推薦されまして、そして学警連の中で審

査をして認められたものが表彰になったということであります。裏をみて

いただきますと、小学校の部ではみどり市から小学生１３名、中学生９名

ということで今回受賞をされました。それぞれの児童生徒共に各学校のリ

ーダーとして頑張っているというところでは、１年間の、あるいは中学生

等ですとほとんど３年を推薦するし、小学校は６年を推薦するということ

がございますから、１年生の時はどうかというところは見ないにしても、

５年生、６年生、中学生ですと２年生、３年生を通してどうだったかなん

ていうところも評価をされながら表彰されるということですが、今年度は

こういう２２名の児童生徒がみどり市では表彰されたということで報告さ

せていただきます。大変、どの児童生徒も頑張っているというところです。

それから、１６日にとびまして、第６２回児童生徒保健活動発表会という

のがございまして、これは学校保健会の中で行っている活動の１つですけ

れども、各学校での実践を発表するということで今回は笠懸東小学校が順

番として当たりまして、「元気・笑顔・笠東っ子」というテーマで、日頃学

校保健会が行っている活動というのをプレゼンテーションで映しながら報

告をした部分ですが、その中で非常にみなさんから好評を得たのが、「元

気・笑顔・笠東っ子」というタイトルですけれども、そのためにどういう

視点に目を当てて取り組んだかというと、早寝早起き大作戦ということで

笠東はやったということなのですね。通常ですと、笠東でやった内容だけ

を報告するケースが多いのですが、今回、笠東の指導をしてくださった先

生、養護教諭、保健主事の先生、それから学年の先生が非常に頑張ってく



ださいまして、桐生みどり地区の全部の小学校の保健委員の代表の人が各

学校四、五名ずつ全部参加している発表会なのですね。ここでは、「早寝、

早起きをすると良いことはどういうことがあるでしょうか。学校ごとに相

談をして発表していただきます」ということで、全部の学校にその場で考

えてもらって、そして各学校全部に発表してもらうという形をとり、そこ

から出てきた良さというのを集約して、「ということで私達もこういうふう

に考えましたが、みなさんにも考えていただくと同じような内容が出てき

ました。よって、やはり早寝、早起きというのは、私達にとって大切なこ

となのですね」というような形での参加型の発表会になって、非常に称賛

を得ておりまして、そういう意味では、みどり市の笠懸東小学校の保健委

員会の児童が良く頑張ったということで報告をさせていただきます。それ

から、２８日のところにいきまして、議会定例会ということで議会のほう

が進んできておりますが、今回についても１６人の議員さんから一般質問

がある中の１６分の１１ということで教育に質問がありまして、３日間に

分けて、１日目６名、２日目５名、３日目５名ということでありました。

１日目、２日目は出ずっぱりという形で、３日目の頭もありましたけれど

も、部長を中心にここにいる課長さん方が答弁書を作ってくれて答弁をさ

せていただいたところでございます。また、概要については次回までには

整理をして出させていただきたいと思っています。それから、２枚目に移

りまして、３日のところの中ほどに岡上影能公顕彰祭ということで書かせ

ていただいておりまして、委員長さんにもご出席いただきました。また、

松﨑さんについても参加をしていただいたということですが、毎年行って

いるものでありますけれども、今年は没３３０回忌を迎えるということな

のだそうです。そんな部分の中では、今回報告させていただくのは、例年

のとおり顕彰祭を行った後、うしろを向くと三遊亭王楽師匠の講座が用意

してありまして、例の１００年先まで残す創生落語の中の岡上影能物語を

三遊亭王楽さんに語っていただいたという取り組みがあって、例年になく



こういう顕彰祭もいいなと思ったところがございましたので、ご報告をさ

せていただきました。それから、７日のところにいきまして、２８年度末

第１回人事ヒアリングということで、この後、７日、９日、１３日、１５

日ということで、これは私、教育長も立ち会って各小中学校の校長先生方

に今年度を振り返り、来年度また学校を運営していくにあたり、どんな構

想をたて、そのためにはどういう人員が必要でどんな人事を希望するのか

という校長さんの希望をまず聞き取るようなヒアリングということで、今

のところ、７日で３校終わって、またあした３校という形で、全体の校長

さんの意見を聞き取りながら人事を進めてまいりたいと思っています。そ

れから、きょうの部分では、みどり市民生委員児童委員退任式・委嘱状伝

達式というのが行われまして、私達が準要保護の審査をするときの各情報

をいただいている部分については、ここにいる民生委員のみなさんに取っ

ていただいた情報ということで、私達が適正な就学援助費を支給するとい

う部分の中の審議をするうえにおいての情報を取っていただいたり、ある

いは地域で支援をしてくださったりというわけで大変重要な役割をしてく

ださっている方なのですが、今回は３年の任期で任期替わりの年というこ

とで今回３９名の方が勇退されました。１期３年で勇退された方と、何と

７期２１年間務めて勇退された方ということでありましたけれども、本当

に長きに渡って地域での福祉活動、教育委員会にしてみると子ども達を見

守ったり、家庭を支援していただいたりということであまり表に出てきま

せんけれども、頑張っていただいた方々の労をねぎらった部分と、この人

達が退任して新たに委嘱状伝達式ということで、１１５名の方に委嘱をし

ました。これは厚労省の委嘱になりますので厚労大臣の委嘱状と、それか

ら県知事の委嘱状を市長のほうから伝達をするという、市長の委嘱ではな

いというものですね。ですから、そういう意味では、厚生労働省からの委

嘱ということで非常に重みのある、そして守秘義務の伴う形での委嘱状の

伝達式というところでございます。退任される方の蕎麦田さんの話では、



子ども達が笑顔でいてくれることが何よりだと思って仕事をしてきたとい

うお話がございました。ですので、またこれからも教育委員会でお世話に

なる部分もございますし、各園や学校は各種行事等にも来ていただいたり、

地区によっては授業参観にも来ていただいたりということで、日頃話題に

なっている子ども達が学校でどんな様子かなというところも確認をしてい

ただきながら、活動していただいている方々の退任式と委嘱状伝達式があ

りました。以上、雑ぱくではありますが、教育長報告とさせていただきま

す。 

（委員長）  ありがとうございました。ただいまの教育長の報告について、何かご質

疑があればお願いします。 

〔少し間あり〕 

（委員長）  よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

（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 報告第１２号 教育長の専決に関する報告（臨時職員の任用）について 

（委員長）  日程第４、報告第１２号 教育長の専決に関する報告（臨時職員の任用）

についてを議題として上程いたします。事務局より提案朗読をお願いいた

します。 

       （事務局にて議案朗読） 

（委員長）  事務局の朗読が終わりましたので、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） この方につきましては、笠懸図書館での第２種の臨時職員さんなの

ですが、前任の方が１１月３０日をもって退職されたのに伴いまして、新

たに１２月１日からお願いしているものでございます。よろしくお願いい

たします。 



（委員長）  ありがとうございました。これについて、何かご質疑があればお願いし

ます。 

〔少し間あり〕 

（委員長）  よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

（委員長）  ご質疑がないようですので、日程第４、報告第１２号 教育長の専決に

関する報告（臨時職員の任用）については、以上で終了いたします。 

 

・日程第５ 議案第２８号 議会の議決を経るべき議案の原案について（平成２８年度 

一般会計補正予算（補正第４号）） 

（委員長）  日程第５、議案第２８号 議会の議決を経るべき議案の原案について（平

成２８年度一般会計補正予算（補正第４号））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。 

       （事務局にて議案朗読） 

（委員長）  事務局の朗読が終わりましたので、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） 資料のほうをお願いいたします。一般会計補正予算第４号というこ

とで、前回の会議に補正予算第３号ということでかけさせていただいた内

容の中に、教育総務課分で同じ内容のものが、実は組まれておったのです

が、内部調整の関係で、前回ご説明した他のものの予算の補正については、

既に１２月議会に上程されて可決を受けていますが、それとは別に最終日

に別日程であげるということで、その後、数字も調整させていただいたも

のですから、改めてここで議題として上程させていただきました。内容に

つきましては、国の補正予算が通った中で国の学校施設環境改善交付金の

採択を受けた事業になりますが、本来ですと平成２９年度当初予算で組ん

でということで考えていたのですが、採択されましたので前倒しで実施す

るというものでございます。具体的には歳出のほうにありますとおり、大



間々北小学校のトイレ改修工事になります。この関係で、歳入としていた

だける交付金１，３８６万３，０００円を歳入で補正をいたしまして、歳

出のほうでその事業費３，８８０万５，０００円ということで、今回１２

月議会に上程したいと考えているものでございます。前回あげた時には、

もう少し大きい数字で実はここでかけさせていただいて議決をいただいた

のですが、実際には議会のほうはその分を省いて上程をさせていただいて、

改めてこの金額で追加であげさせていただきたいと考えておりますので、

改めてまたこの会議でご審議並びに決定をいただきたいというものでござ

います。よろしくお願いいたします。 

（委員長）  ただいまの説明に対し、何かご質疑あればお願いいたします。 

〔少し間あり〕 

（教育総務課長） 漠然と改修工事とありますけれども、基本的には洋式化を図る工事

になります。 

（委員長）  洋式化ですね。 

（教育総務課長） だいぶ北小のトイレも傷んでいて、臭いやら見た目もだいぶ汚れて

きているという部分もございますし、また和式が中心のトイレになってお

りますので使い勝手もよろしくないということから、順番に進めていると

ころですけれども、今回は大間々北小学校について校舎、体育館全て洋式

化を図っていきたいという事業になります。 

（山同委員）  洋式率は１００パーセントということですか。 

（教育総務課長） 県の調査があった時のものが、１０月に発表されているものですと、

みどり市が４４パーセントということで新聞報道されていたかと思います。

その後、大間々東小学校がことし終わりましたので、それを入れて今回や

りますと、だいたい４６パーセント弱という数字に洋式化率はなる予定で

す。 

（山同委員） 学校の中の和式を全て洋式にすると。 

（教育総務課長） 学校でみますと、個々のやってきた学校によって違うのですけれど



も、だいたい９割以上、要するに学校によっては１つだけは残したいと、

それも各階に残す場合と、うちの場合には１階だけあればいいでしょうと

いう場合の中で、学校とも相談しながら設置してきておりますので、基本

的には残っていても、１つか２つという状況です。 

（教育部長）  実は４２のうち、４０が洋式なのです。２ヵ所が和式、そんな形です

ね。 

（山同委員）  何かありましたものね。和式の文化を少し残すみたいな。 

（丹羽委員）  １００パーセントにはならないということですよね。今後もね。１つ、

２つは残していくと。 

（教育総務課長） 和式がいいという場合も。 

（丹羽委員）  座りたくないという、腰掛たくないということですかね。 

（教育長）  環境的に整っていなくて、使ったことがないというお子さんもいらっし

ゃいますからね。 

（丹羽委員）  洋式を使ったことないということですか。 

（山同委員）  私は文化的に残す必要があって、残しているのかなと思ってたのです

けれども。 

（教育総務課長） ただ、まだ全部のトイレが洋式化されていない中では、学校で洋式

に慣れちゃって、和式が使えないのも困るという部分での残したいという

考え方もあるようですね。外行った時に和式しか探せなくてという部分も

あるので、その場合、出来ないと困っちゃうという部分ですね。 

（委員長）  公共施設でも、古いところはまだまだ和式のところは結構ありますよね。 

（教育総務課長） そうですね。 

（山同委員） それと、トイレのことで１つ最近気になるのは、トイレを造り変える時

に、今まではトイレで上履きを脱いで履き替えてトイレに入ったという所

が多かったのですけれども、最近の洋式なんかですと上履きのままトイレ

に入るというような学校もふえてきている。私が見たのは高校なんかの場

合ですが、そういう意味では同じようになりますか。 



（教育総務課長） そうですね。以前は多分、掃除の時に水を撒いてやるような形だっ

たと思いますが、今はそういうのではなくて、下も普通のシートを張って

ドライでやっていますので、そのまま入っても問題ない状況にはあると思

うのですね。 

（山同委員）  北小の場合は確かタイルだったのですよね。 

（教育総務課長） 今、現状がですよね。それは、今回ドライにします。 

（山同委員）  ドライになるのですか。分かりました。 

（委員長）  それから１つ、和式から洋式に変える時に、和式の個室がありますよね。

それが、そのままのサイズで洋式化できるものなのですか。 

（教育総務課長） スペースもあるので、そこは使えるものは使いますけれども、基本

的には配置も全部変えちゃっています。結局、洋式の方がスペースをとる

関係もあるので、それと、単純な洋式化だけではなくて、１階だけには車

椅子が中に入って回転できるような車椅子用を１つつけたりという部分も

ありますので、そういう意味では配置自体も変えて、基数についてはそん

な関係で減ってくる部分もあります。 

（委員長）  はい、分かりました。そのほか何かありますか。 

〔少し間あり〕 

（委員長）  よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

（委員長）  ご質疑がないようですので、質疑を打ち切りお諮りします。日程第５、

議案第２８号 議会の議決を経るべき議案の原案について（平成２８年度

一般会計補正予算（補正第４号））、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。 

 （賛成者挙手） 

（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２９号 平成２８年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検 



及び評価報告書について 

（委員長）  日程第６、議案第２９号 平成２８年度教育に関する事務の管理及び執

行状況の点検及び評価報告書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。 

  （事務局にて議案朗読） 

（委員長）  事務局の朗読が終わりましたので、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） これにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

２６条の規定に基づきまして、平成２７年度の事務事業を対象に執行状況

について点検評価を行いまして、その結果をみなさまにご協議いただき、

取りまとめたものでございます。この後、事務局から説明をさせていただ

きますが、この内容につきまして、ご審議のうえ、ご決定いただきたくよ

ろしくお願いいたします。 

（教育総務課長補佐） それでは説明させていただきます。今年度の事務事業評価の報

告書につきましては、これまでと違いまして、日程を大幅に変えまして実

行させていただいたところでございます。前回の会議までに教育委員の皆

様方には、この中の文面及び諸々の箇所についてのご指摘等々をいただき

ました中で、今回集約されたものとして提出されたものでございます。そ

れぞれ今日もご覧いただきまして、ご指摘等ありましたならばその点を修

正いたしました後、あしたの議会の総務文教常任委員会を通じまして、議

会のほうに提出をさせていただきたいというふうに思います。それをもち

まして、各評価委員の方々にもこの内容で報告した旨、正式書類として提

出をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。以上です。 

（委員長）  それではただいまの説明について、ご質問等ありましたらお願いいたし

ます。 

〔少し間あり〕 

（委員長）  私のほうから一点なのですけれども、表現というか記載のズレといいま



すか、違いが１ヵ所ありましたので修正をお願いしたいのですが、まず目

次のところの大きなⅢの３のところで、「施設訪問の実施、行事等への出席

状況」となっているのですが、４ページにそのタイトルが移記してなかっ

たものですから、修正していただきたいと思います。 

（教育総務課課長補佐） そこが施設訪問と教育委員の活動状況という形で変更させて

いただくところ、目次のほう修正していなかったという点がございました。

大変申しわけありません。 

（委員長）  そのほか何かございますか。 

〔少し間あり〕 

（委員長）  この件に関しましては、前回、各委員さんに修正箇所等の指摘をいただ

いておりますので、今回はよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

（委員長）  ほかにご質疑もないようですので、質疑を打ち切りお諮りいたします。

日程第６、議案第２９号 平成２８年度教育に関する事務の管理及び執行

状況の点検及び評価報告書について、本案を一部修正のうえ決定してよろ

しいでしょうか。賛成委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

（委員長）  挙手全員ですので、本案は目次の部分を一部修正したうえで原案のとお

り決定することといたします。よろしくお願いいたします。 

 

 

（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。

これをもって、閉会といたします。たいへんお疲れさまでした。 

 

・閉会：午後３時１３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  ：教育長報告（報告） 

・日程第４  ：報告第１２号 教育長の専決に関する報告（臨時職員の任用）につい

て   （承認） 

・日程第５  ：議案第２８号 議会の議決を経るべき議案の原案について（平成２８

年度一般会計補正予算（補正第４号））   （可決） 

・日程第６  ：議案第２９号 平成２８年度教育に関する事務の管理及び執行状況の

点検及び評価報告書について  （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２８年１２月８日 

みどり市教育委員会委員長           金子 祐次郎 

 

 

会議録署名人 ４番委員            山同 善子    

 

 

                 


