
平成 29年７月 東御市教育委員会 定例会会議録

１ 日 時

平成 29 年（2017 年）７月 25 日（ 火） 午後３時から午後４時 38 分まで

２ 場 所

中央公民館 応接室

３ 議 題

（１）協議（審議・検討）

議案第 20号 就学援助費支給の認定について

（２）報告

ア 各地区まちづくり懇談会の報告について

イ 教育課

（ア）いじめ、不登校の状況等について

（イ）中体連東信大会・県大会の結果について

（ウ）来入児の就学相談について

（エ）北御牧児童クラブについて

（オ）ジュニア野外体験学校の実績報告について

（カ）ネットリテラシー教育について

ウ 生涯学習課

（ア）中学生オーストラリアホームスティについて

（イ）薬師寺東塔「縁の瓦」里帰りに係わる経過報告等について

（ウ）文化・スポーツに関する事務移管等の検討状況について



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

○事務局

岩下教育次長、小林教育課長、勝山生涯学習課長

柳橋青少年教育係長

小山指導主事

井出生涯学習・スポーツ係長、正村文化財・文化振興係長

荒井生涯学習・スポーツ主査
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会議録

牛山教育長

ただ今から、７月定例教育委員会を始めます。

岩下教育次長

教育長からごあいさつをお願いいたします。

牛山教育長

学校では、明日、明後日、終業式を迎えます。４月から４ヶ月目となり小学校、中学校の１年生

の伸びは顕著に表れています。他の学年でも成長が見られうれしく思います。

夏休みに入ります。怪我、事故のないよい休みが過ごせるように願っています。

４月からは教育関係の国の動き、県の動きがいくつかありました。県では第３次長野県教育振

興基本計画を示しています。高校では「学びの改革 基本構想」について示され作成に向けて各

地で説明会が開催されます。

東御市として２学期以降話題にしていただきたい事がいくつか出てきています。

県と摺り合わせるとＩＣＴ教育の在り方も、段々に話をしていかなければならないと考えています。

年３回委員会が開催されていますので、その進捗状況を見ながら教育委員会でも方向を示してい

く必要があると思います。

まちづくり懇談会において要望もされましたが、現在、北御牧小学校の１、２年生が１学級であ

り、今後、中学校においても心配されます。中学校の教科担任が維持できない状況等になります

ので、この解決の方向については、早い時期に事務局または、私から問題を提起させていただき

検討していきたいと考えております。最終的にはどこのどの組織で検討するのかは教育委員会で

決定すれば良いと考えており、そのような事を含めて、進め方、方法等を含めて検討していきたい

と思っています。

なお、学校現場における業務改善についても取り組んでいきたいと考えております。教育委員

会でできる事を考えていければよいと思います。夜の会議を減らすとかが考えられます。

組織的な事については、この事務局に関係する事であり、また、本日の事務移管についても教

育委員会で結論を出していきたいと思います。

このような議論をしている間でも子供たちは活動しています。怪我をしたり、さまざまな問題が

出たり、或いは学校運営上の問題等については、私を中心に事務局で適切に対応していきたいと

考えております。

岩下教育次長

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。
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牛山教育長

はい。協議に入ります。

（１）協議（審議・検討）

議案第 20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 （２） 報告 ア 各地区まちづくり懇談会の報告についてお願いします。

岩下教育次長

平成 29 年度 まちづくり懇談会 について、要望内容は次のとおりです。（資料説明）

田中地区 ７月３日（月）

・家庭内教育支援プロジェクトについて

滋野地区 ７月４日（火）

・雷電生家、資料館に駐車場整備について

祢津地区 ７月６日（木）

・せせらぎ公園及び中央公園について

和地区 ７月 12 日（水）

・和児童館の早期移設について

北御牧地区 ７月 14 日（金）

・北御牧庁舎の活用と周辺整備について

・地域づくりの担い手やリーダーの育成強化について

小林経明委員

北御牧地区の通学区域についての問題を共通認識するためにも、直ぐにでも検討を始めた方

がよいのではないでしょうか。

牛山教育長

冒頭のあいさつでも述べましたが、北御牧小学校の通学区域の問題につきまして、教育委員

会において次回以降協議（審議・検討）することを提起します。協議するに当たり具体的な進め方、

方法につきましてはこれからの教育委員会の検討課題としていきたいと思います。
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次に イ 教育課 （ア）いじめ、不登校の状況等についてお願いします。

小山指導主事

不登校等の児童生徒の状況（平成 29 年度 ６月末現在）並びに、いじめ・いじめと思われる把

握件数（平成 29年６月）について報告します。

（説明内容 非公開）

牛山教育長

不登校の３年生の生徒につきましては夏休み前に話し合いを持つ事になっています。次回の報

告に挙がってくるかどうか見たいと思います。一番の原因になった事をアドバイスし、人間関係を

もう一度見直すことが大切だと思います。

小山指導主事

細かな背景を含めながら総合的にお願いしたいと思います。進路は大きなウエイトを持ってい

ます。丁寧に係わっていただきたいとお願いしています。本人の自立を促すような方向で自己決

定の場となるようにしていきたいと考えています。

小林経明委員

進路についてですが、本人の希望とはいえ、県外の通信制の高校へ出してしまえばよいという

発想に近い対処の方法は、いかがなものかと感じます。どこへ進路を進めても、進んだ後も責任

を持って対応していただきたいと思います。通信制でも、１回も登校しなくても卒業できるような学

校等は、果たして続けられるかどうか懸念されます。

小山指導主事

職員が進路先の確かな情報を持っているかどうか。卒業生がいればその後の状況を把握し、

進路の方向として 100 点満点といかなくても、80 点、90 点くらいの結果が出るかどうか、生徒と一

緒に考えなければいけないと思います。

直井委員

いじめに関する認知度が低い。長野県の学校は検知する能力が低いと思います。

小林教育課長

児童生徒 1,000 人当たりの報告件数は県が６件、全国平均は 16 件、東御市は 20（19.8）件、

全国以上の報告は挙がってきております。
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小山指導主事

小学校時における指導が重要であり、件数だけが重要ではなく、起こらないようにすることと、

起こってしまった後の対応が重要だと感じます。

小林経明委員

皆で見ているという雰囲気が大切ですね。

牛山教育長

（イ）中体連東信大会・県大会の結果についてお願いします。

小林学校教育係長

平成 29 年度 東信大会及び県陸上競技大会の結果（東部中学校）

平成 29 年度 第 56回長野県総合体育大会描き大会東信地区予選会結果（北御牧中学校）に

ついて報告します。

東部中学校 柔道個人 90ｋｇ級 （男子）

水泳 400ｍ自由形・800ｍ自由形（女子）

北御牧中学校 水泳 100ｍ自由形（男子）

以上３名が北信越大会へ出場します。

牛山教育長

（ウ）来入児の就学相談についてお願いします。

畑田指導主事

幼・保育園長宛

障がいがあると思われる幼児の就学前教育相談について（通知）をしました。

７月 14 日現在 26 名の申し込みがあり、今後さらに増える見込みです。

各幼・保育園において相談支援を行います。

牛山教育長

５歳児検診相談と連動し、しっかり繋がっていくことが大事です。

（エ）北御牧児童クラブについてお願いします。

柳橋係長

７月10日までの募集期間までは応募が無く、その後７月13日に 1家庭2人（兄妹）の申し込み

がありました。７月 27 日、夏休み開始と共に児童クラブの開所とします。
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小林教育課長

北御牧児童クラブにつきまして、東部地区と同じ運営形態です。児童館につきましては、今年度

中は閉館午後６時 30 分としますが、来年度からは、東部地区同様の時間帯とします。

直井委員

今後の児童クラブへの申込み状況にも関係しますので、児童館の時間変更について周知は早

めにお願いします。

小林教育課長

９月議会後、文書にてお知らせします。

牛山教育長

（オ）ジュニア野外体験学校の実績報告についてお願いします。

柳橋青少年教育係長

平成 29 年 ジュニアキャンプ野外体験学校

５月 27 日 下見 引率者、事務局 13名

６月 18 日 デイキャンプ 参加児童数 44 名 引率他 42名 合計 86 名

７月 16 日～17 日 宿泊キャンプ 参加児童数 41名 引率他 45 名 合計 86 名

実施場所につきましては、昨年までは須坂市で行いましたが、今年からは湯の丸キャンプ場で

すべて行いました。

牛山教育長

（カ）ネットリテラシー教育についてお願いします。

柳橋青少年教育係長

ネットリテラシー教育について報告します。

ネットリテラシー教育の発表（７月、第 42 回長野県青少年補導活動推進大会）

茨城県小美玉市市民の会視察対応（10 月下旬）

ＰＴＡ講演会への講師派遣対応（年間）

牛山教育長

ウ 生涯学習課 （ア）中学生オーストラリアホームスティについてお願いします。
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勝山生涯学習課長

平成 29 年度 東御市中学生ホームスティ派遣事業について説明します。

日程 ７月 28日（金）から８月７日（月）

参加人数

東部中学校 男子２名

女子６名

北御牧中学校 女子２名 合計 10 名

牛山教育長

（イ）薬師寺東塔「縁の瓦」里帰りに係わる経過報告等についてお願いします。

勝山生涯学習課長

2017.7.12 信濃毎日新聞掲載 「奈良・薬師寺で発見 歴史伝える 125 枚」

校名刻まれた瓦 信州「里帰り式」について説明します。

平成 29年６月 15日現在

和小学校 （現 和小学校） 里帰り

滋野小学校（現 滋野小学校） 里帰り

滋野中学校（現 東部中学校） 里帰り

祢津小学校OR祢津中学校（現 祢津小学校OR東部中学校）里帰り

県小学校（現 田中小学校） 再利用

和中学校（現 東部中学校） 再利用

県中学校（現 東部中学校） 再利用

昭和 40 年 10 月 20 日発行 北御牧時報 県知事賞に輝く 「北御牧村の地層の研究」

北御牧中学校地学班 50年前に地層の研究時に植物化石等が出土

現在、小諸市の閉館している小諸市立郷土博物館に保管され、里帰りを希望し教育委員会へ問

い合わせをしています。詳細については不明なため調査中です。後日、報告します。

牛山教育長

（ウ）文化・スポーツに関する事務移管等の検討状況についてお願いします。

勝山生涯学習課長

文化・スポーツ等に関する事務移管の検討をはじめたことの市民向け周知については、添付の

原稿をご覧ください。

続きまして、庁内の事務移管等検討会議において検討をしてきました中間まとめについて報告

致します。
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文化及びスポーツに関すること。ただし、文化財の保護に関することと学校教育における体育

に関することを除き、市長が管理し、執行する事務として市長部局へ移管します。

移管の時期は、平成 30 年４月１日とし、移管先は、地域づくり部門とします。

その他国際交流に関することも、市長が管理し、執行する事務として市長部局へ移管します。

移管の時期は、平成 30 年４月１日としますが、移管先は、検討を継続します。

社会教育に関することは、教育委員会が管理し、市長が補助執行する事務とします。

補助執行の時期及び移管先は、検討を継続します。

生涯学習課が所管する事務の移管後のイメージは、イメージ図のとおりです。

移管等に関しての最終判断は、次回の教育委員会で決定し、総合教育会議を開催する予定で

す。

小林利佳委員

次回の定例教育委員会で決定しないことも考えられるので、事前に臨時教育委員会を開催して

検討してはいかがでしょうか。

牛山教育長

次回定例教育委員会の前の８月８日（火）午後１時から開催してよろしいでしょうか。

全委員

承認。

牛山教育長

次回、臨時教育委員会を８月８日 午後１時から開催します。

本日の議題は以上です。７月定例教育委員会を閉じさせていただきます。


