
平成 29年２月 東御市教育委員会 定例会会議録

１ 日 時

平成 29 年（2017 年）２月 23 日（木） 午前 10時 10 分から午前 11 時 55 分まで

２ 場 所

市役所庁舎２階 202 号室

３ 議 題

（１）協議（審議・検討）

議案第６号 就学援助費支給の認定について

議案第７号 平成 29 年度新入学児童生徒学用品費の増額について

議案第８号 平成 29 年度学校教育の重点（案）について

議案第９号 東御市小学校施設長寿命化計画（案）の承認について

（２）報告

ア ３月補正予算について

イ 平成 29 年度当初予算について

ウ 教育課

（ア）いじめ、不登校の状況等について

（イ）平成 28年度ＱＵ結果について

（ウ）義務教育９ヵ年皆勤者について



４ 出席者

○教育長 牛 山 廣 司

○委 員

教育長職務代理者 下 村 征 子

委 員 小 林 経 明

委 員 小 林 利 佳

委 員 直 井 良 一

○その他

清水教育次長、小林教育課長、勝山生涯学習課長

武田学校教育係長、柳橋青少年教育係長

小山指導主事、畑田指導主事



- 1 -

会議録

清水教育次長

ただいまから、２月定例教育委員会を始めます。教育長からごあいさつをお願いいたします。

牛山教育長

来月、小中学校は卒業式を迎えます。また、中学校では入試があり、発表もあります。

人事関係については、来月内示が出され、次年度のスタートとなります。学校では、教育計画を

集約し、次年度の年間計画を作成しています。今日、この会と平行して教頭会が行われておりま

すが、教育委員会に関係する日程も決定してくると思います。

本日の定例教育委員会のなかで、少しでも、次年度を見渡せるようにしていければよいと思い

ます。

清水教育次長

ありがとうございました。それでは議題につきまして、教育長の進行でお願いいたします。

牛山教育長

はい。それでは議題 （１）協議（審議・検討）に入ります。

議案第６号 就学援助費支給の認定について〈非公開〉

個人情報の関係もありますので非公開とします。よろしいでしょうか。

全委員

異議なし。

牛山教育長

それでは、非公開とします。

次に、議案第７号 平成 29年度新入学児童生徒学用品費の増額についてお願いします。

小林教育課長

新入学児童生徒学用品費の増額について

平成 29 年度 要保護児童生徒援助費補助金（学用品費等）予算単価及び国庫補助限度

単価（案）

就学援助 19 市調査結果（29.２.９現在）

新入学児童生徒学用品費の増額に伴う入学準備費支給者への対応について説明します。

資料説明。
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認定基準が変わる事について対応をどのようにすればよいか検討をお願いします。

小林経明委員

８月支給は入学準備金としての趣旨が合わないため、前年度の支給がよいと思います。

清水教育次長

今のご意見があり、入学準備金の支給時期を前年度に変更しました。

前年度認定の場合、昨年の所得での申請となります。しかし、現況の所得が変更になる場合も

可能性としてあります。６月の税が確定し、仮に所得が増えたことにより、今年度認定にならなか

った場合、追加支給はしないという事でいかがでしょうか。ただし、認定になった場合は、差額を追

加支給する、ということになります。

小林経明委員

差額を３月には支給はできませんか。

小林教育課長

平成 29 年度からの新基準なので、平成 28年度中の支払いはできません。

清水教育次長

先ほどの総合教育会議の中でもありましたが、実際の入学費用がどの位かかるのか調べて確

認する必要があるため、これから検討する予定です。

小林利佳委員

例えば、ランドセルでは、他市町村では牛革など高価になってしまうものが、東御市は指定され

たものなので費用は抑えられます。ただ、運動靴、運動着などの準備品を揃えたり、自宅用学習

机など購入すれば、費用がかなりかかります。

小林教育課長

生活保護の基準に合った額でよろしいと思います。入学準備金の使用の精査について注意喚

起をしていかなければいけないと思います。

清水教育次長

先生方には家庭訪問をしながら、家庭状況の把握をしていただき、教育費についても市からの

支給の入学準備金の使用について、しっかりお話いただく必要があると思います。
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小林利佳委員

適正に入学準備費が使用されるよう、例えば運動着の費用額は事前にお知らせする等、必要

だと思います。

牛山教育長

議案第 7号 平成 29 年度新入学児童生徒学用品費の増額について、決定することでよろしい

でしょうか。

全委員

異議なし。

牛山教育長

それでは、議案第 7号 平成 29年度新入学児童生徒学用品費の増額について決定とします。

次に議案第８号 平成 29 年度学校教育の重点（案）について、私からご説明します。

平成 29 年度学校教育の重点（案） 資料説明。

平成 29 年度学校教育の重点（案）

１ 教育行政の重点施策 13項目

２ 学校教育の重点 7項目

３ 重点の施策 ２の 7項目の詳細

小林経明委員

1教育行政の重点施策 （13）コンプライアンス委員会組織の位置づけ について、コンプライア

ンスは日本語で「法令遵守」となりますが、そのようなことでよいでしょうか。

牛山教育長

非違行為が無いよう法令を遵守するということです。

小林経明委員

教育として当たり前の事を当たり前にやっていくのが当然で、あえてコンプライアンス委員会組

織は必要とは思えません。

牛山教育長

県教育委員会の指示により組織の位置づけが必要であるといわれています。

教員の非違行為の防止のための委員会組織の位置づけとします。
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全体をとおして（案）のとおり進めていくことでよろしいでしょうか。

全員

異議なし。

牛山教育長

なお、（13）教員の非違行為防止のための委員会組織の位置づけとし、平成 29 年度学校教育

の重点（案）については 4月、校長会においてお示しするまで時間がありますので意見を出してい

ただき、検討とします。

次に議案第９号 東御市小学校施設長寿命化計画（案）の承認についてお願いします。

小林教育課長

先ほど、総合教育会議において、ご審議いただきありがとうございました。

東御市小学校施設長寿命化基本計画（案）について説明します。

計画書についてご意見等ありましたらお願いします。

牛山教育長

計画書に付け加えがありますでしょうか。

小林利佳委員

Ｂランクの中に給食室改修とありますが、食物アレルギーの対応を考えると、B ランクの中でも

優先順位を上位に位置づけてほしいと思います。

小林教育課長

給食室改修については現場でのアレルギー対応状況を確認し、改修方針について、今後検討

したいと思います。

牛山教育長

各学校において、長寿命化計画を中心とし個別計画が必要だと思います。長寿命化計画が出

来たら合わせて緊急性のある改修についても個別計画を作成していかないと分からないと思いま

す。

小林経明委員

確認します。食物アレルギー対策として、施設改修が行われないかぎり、完全除去とするなら

ば弁当持参ということになりますね。
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牛山教育長

既に児童生徒に合わせて多段階対応をしていますが、非常に多様なので対応が出来ない、ま

た危険性が高いことから、その中で弁当を持参する児童生徒もいるということです。

直井委員

4基本計画案の検討について「改修優先度の設定」の表記におけるランク付けが分かりづらい

と思います。

清水教育次長

「改修優先度」の表記を「現状施設レベル」としたいと思います。

牛山教育長

議案第９号 東御市小学校施設長寿命化計画（案）につきましては、細かい部分につきまして、

柔軟に見直しをし、考えていく必要がありますが、現状においてこの方法で改修する方向でよろし

いでしょうか。

全委員

異議なし。

牛山教育長

議案第９号 東御市小学校施設長寿命化計画（案）につきまして承認されました。

（２）報告

ア ３月補正予算についてお願いします。

小林教育課長

一般会計予算管理総括表 平成 28年度 ３月補正 教育課についてご説明いたします。

資料説明。

勝山生涯学習課長

つづきまして、生涯学習課についてご説明いたします。

資料説明。

牛山教育長

イ 平成 29 年度 当初予算についてお願いします。
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小林教育課長

平成 29 年度当初予算 歳入の概要

平成 29 年度当初予算 歳出の概要 教育課についてご説明いたします。

資料説明。

勝山生涯学習課長

つづきまして、生涯学習課についてご説明いたします。

資料説明。

小林教育課長

児童館、児童クラブの関係について来年度以降、東御市としての位置づけをどのようにしていく

のかを研究、検討しそれに基づいた受け入れ体制を考えていきたいと思います。最近では、民間

で児童クラブを経営したいという動きがあり、その活用を含めて子どもたちの放課後のあり方につ

いて考えていきたいと思います。

清水教育次長

プールについては 3月から 5月にかけて流水プール等を改修し、スライダープールを撤去し、6

月末に開業とし、8 月に営業が終了後、9 月以降に機械設備の更新をし、再来年は管理棟の修繕

を行っていく予定です。

牛山教育長

29 年度について、今後のあり方も含めて計画を立てていただいております。その中で先行しな

ければならないこともありますが、児童クラブについては、利用者が多いため施設を確保する、ま

た、ＮＰＯ法人で児童クラブを立ち上げたいという事もありますので、どこまで補助をするか、市は

助言者としてどう対応していくか、検討していきたいと思っています。児童クラブを現状維持か、指

定管理をしていくのか、先を見通しながら検討していきたいと思います。

小林経明委員

未来に向かって維持が出来るか。民間に委託した場合、潰れてしまうこともありうる中で、子ど

もが路頭に迷うことの無いようにしていただきたいと思います。

牛山教育長

ウ教育課

（ア）いじめ、不登校の状況等についてお願いします。
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小山指導主事

平成 28 年度不登校数月別推移（1 月）

不登校児童生徒の状況

いじめ・いじめと思われる把握件数 集計表（1月）について、説明します。資料説明。

牛山教育長

（イ）平成 28年度ＱＵ結果についてお願いします。

小山指導主事

ＱＵ結果のまとめについて説明します。資料説明。

牛山教育長

（ウ）義務教育９ヵ年皆勤者について

武田学校教育係長

平成 28 年度 ９ヵ年皆勤者名簿について説明します。

東部中学校 ８名

北御牧中学校 該当者なし

記念品は昨年まで電子辞書でしたが、高校での使用には機能が不十分のため、無駄になって

しまうこともあります。検討し変更する予定です。

牛山教育長

本日の議題は以上です。２月定例教育委員会を閉じさせていただきます。


