
平成 29年 3 月 東御市教育委員会 定例会会議録

１ 日 時

平成 29 年（2017 年）３月 22 日（水） 午後３時から午後４時 30 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 10号 教育支援センター構想について

議案第 11号 長寿命化計画の承認について

議案第 12号 ガン哲学副読本について

（２）報告

ア ３月定例議会について

イ 校長・副校長・教頭人事内示について

ウ 市教育委員会関係の人事内示について

エ 平成 28 年度教育部の主要事務事業の実績報告、平成 29 年度教育の主要事務事

業について

オ 教育課

（ア）学区外就学申請状況について

（イ）小中学校の体罰調査について

（ウ）いじめ、不登校の状況等について

（エ）平成 29 年度小中一貫型教育について

（オ）平成 29 年度放課後児童クラブの申請状況、利用時間の変更について



（カ）ふれあい（中間）教室の運営及び活用について

（キ）体力テストの結果と活用について

（ク）小学校６年生最終進路状況について

（ケ）教育支援委員会最終報告について

（コ）日体大体操部（三宅教授）と市内保育園・小学校との交流について

カ 生涯学習課

（ア）国宝重要文化財等保存整備費補助金の返還について

（イ）チャレンジデーについて



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

柳橋青少年教育係長

小山指導主事、畑田指導主事
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会議録

清水教育次長

ただいまから、３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

本年度、最後の教育委員会です。本日の内容はこれまで一生懸命行ってきたことが実った内

容であります。ご承知していただき、また、ご審議いただきたいと思います。

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 10号 教育支援センター構想についてお願いします。

清水教育次長

教育支援センターという「組織」というよりも、「プロジェクトチーム」というものを立ち上げてはど

うかという提案です。

アウトラインを申し上げます。教育委員会業務における、学校教育の課題は、日常の学校運営

に止まらず、いじめ、不登校、特別支援、貧困対策、家庭支援等、複雑多岐に渡り、年々、益々重

要度を増しています。課題対応、及び解決のための指導には、指導主事 2名があたっております

が、学校教育行政、教育事務につきましては、予算処理、施設管理、職員管理等、一線を画する

程度に専門家しています。

現在、ひとつの係に混在しているため、係のまとまり、機能性が確保できない実状です。より明

確に仕事を機能分化させたい、というのがこの提案です。

教育支援センターという名のプロジェクトチームを作り、連携を深めていきたいと思います。

小中学校における児童生徒に関わる個別対応や、教育相談、個別支援という専門課題は教育

支援センターを設置し、対応を行っていく、一方で行政に係る一般事務は連携を保ちつつ分離し

たいと思います。

これから内容は詰めていきますが、青少年教育係で担当している青少年センター、或いは、こ

の春に設立されます、消費生活センターと同じような位置づけで考えておりますが、このような進

め方をしていきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。

指導主事、臨床心理士を中心に各学校のカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、心の相

談員、登校支援員、介助員等、直接或いは個別に対応している方を含めたチームワークを強化し

たいという考え方です。現在行っている、教育支援会議もこの範疇に含め、スキルアップ研修も含
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めます。

センターを設置するにあたり、条例の制定が必要となりますので、しばらく勉強させていただき

たいと思います。まずは実施するに当たり、ご審議していただき、ご理解、ご了解を頂き、支援セ

ンターの組織化を固めていきたいと思います。時期的には、半年以内には立ち上げが出来るよう

に進めていきたいと考えております。

牛山教育長

方向性をご理解いただき、教育支援センター構想について決定していだきたたいと思いますが、

いかがでしょうか

小林経明委員

賛成です。構想の中に子育て支援課と教育課が連携できるような教育支援センターになるよう、

縦割りを打破できるといいですね。

清水教育次長

一番の課題は、教育と言いつつも、子育て支援が永久の課題です。教育大綱の中でも、人づく

りを進めることが、究極の課題であり、保育から幼児教育を受けた子ども達を、小中学校、高等教

育、専門教育、社会に出て一人前になるまで支援していくことが、教育の一番重要な部分です。

10 数年になりますが、子育て支援という考え方を導入しました。

特別支援については、就学前の児童から対応しています。特別支援の子ども達は 3歳児位か

ら、高校、或いは就業するまで視野に入れた支援センターが必要であり、教育行政で行うのは一

般の児童についてはできますが、支援の必要な子ども達には支援センターを形作ることにより、

対応が可能となり、委員の皆さんのお考えを加えながら理想に向かって進めていきたいと考えて

おります。

小林経明委員

理想を成し遂げるための障害となるものは、どのようなことでしょうか。

清水教育次長

教育行政であり、市役所職員が、個別に学校の問題に入り込めない現状です。個別支援は専

門の先生にしか対応が出来ない状況です。

牛山教育長

北御牧小中一貫教育においては、保育園と連携し、平成 29 年度は本格的に始動します。

幼児教育と教育が、いかに連携できるか、重要なプロジェクトチームと事業内容をどのように具

体的に繋げることができるかが重要な課題です。
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清水教育次長

突き詰めれば突き詰めるほど、早い対応が必要です。ネットリテラシー教育が正に典型ですが、

小学校へ入学したときは既に形付けられ、また、若者が親になり子供をどのように育てるか意識

していかないと、2歳3歳で形付けられて弊害が出ているのが現状です。子育て支援、保育も含め

て教育委員会で一括して行ったらいかがと、話も出てくるかもしれません。

現在、幼児教育と学校教育が切り離されているためやりづらいことが多いと思いますが、小中

の一貫教育が軌道に乗りつつありますので、上手に対応していきたいと思います。

牛山教育長

議案第 10号 教育支援センター構想についていかがでしょうか。

全委員

異議なし。

牛山教育長

議案第 10号 教育支援センター構想については決定とします。

議案第 11号 長寿命化計画の承認についてお願いします。

小林教育課長

長寿命化計画の承認について説明します。

最終版 （文書校正、修正済）、基礎資料編（別冊） 資料説明。

牛山教育長

議案第 11号 長寿命化計画の承認についていかがでしょうか。

全委員

異議なし。

牛山教育長

議案第 11号 長寿命化計画は承認します。

議案第 12号 ガン哲学副読本についてお願いします。

小林教育課長

ガン哲学副読本について紹介します。
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３部構成 ガンを知る

出会う

向き合う 学習会のあと副読本の使用を開始します。

牛山教育長

東御市の中学校において、ガン教育を進めていきます。新しい教育課程実施に含めても学習

方法については学校で対応していきます。ガン教育を始めるということをご承知おきください。

全委員

異議なし。

牛山教育長

議案第 12号 ガン哲学副読本について決定とします。

牛山教育長 退席

清水教育次長

下村教育長職務代理に司会をお願いします。

下村教育長代理

（２） 報告 ア ３月定例議会についてお願いします。

清水教育次長

平成２９年東御市議会第１回定例会一般質問通告一覧表

受付番号 4 スポーツ振興について

11 健全な青少年育成と若者の活躍の場を

18 循環型有機資源活用による生活環境の向上について

22 小学校長寿命化計画について

23 北御牧小学校区の取り組みについて

質問番号 3 市長施政方針について

8 発達障害に対する取り組みについて

15 学校環境の整備と通学路の整備について 資料説明。

直井委員

中学校の部活動の顧問を外部コーチとして雇い、クラブ化にしていくという話があるが･･･。
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清水教育次長

基本的には教員が指導していますが、素人の方が顧問として行っている場合もあることから、

各中学校において外部コーチをお願いしている場合があります。地域の力を借りながら、体育協

会を通して、技術だけでなく人格形成にもご協力いただける方をお願いしています。

直井委員

ぜひ、先生方の負担の軽減をお願いしたい。

牛山教育長 入室

清水教育次長

牛山教育長に司会をお戻しします。

牛山教育長

イ 校長・副校長・教頭人事内示について私から説明申し上げます。

平成 29 年度 校長・教頭人事（内示）について 資料説明。

次に、ウ 市教育委員会関係の人事内示についてお願いします。

清水教育次長

平成 29 年度 教育委員会職員人事異動

平成 29 年度 臨時職員等配属一覧表（内示） 一般事務補助等関係

平成 29 年度 臨時職員等配属一覧表 学校関係について 資料説明。

牛山教育長

エ 平成28年度 教育部の主要事務事業の実績報告、平成29年度教育の主要事務事業につ

いてお願いします。

清水教育次長

平成 28 年度 東御市教育委員会（教育部）の主要事務事業 （年度末実績） について報告し

ます。

平成 29 年度 東御市教育委員会（教育部）の主要事務事業について説明します。資料説明。

牛山教育長

オ 教育課

（ア） 学区外就学申請状況についてお願いします。

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。
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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、（イ） 小中学校の体罰調査についてお願いします。

畑田指導主事

平成 28 年度 体罰に係る実態把握調査【市町村（組合） 教委まとめ】

平成 28 年度 体罰に係る実態把握について （市町村教委集計用）について説明します。

資料説明。

牛山教育長

（ウ） 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

平成 28 年度不登校数月別推移（２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（２月）について、説明します。資料説明。

牛山教育長

（エ） 平成 29年度 小中一貫型教育についてお願いします。

小山指導主事

東御市小中一貫教育教職員会組織構想 （東御市校長会案）

課題 授業力向上 学力の定着 人間関係力の向上 体力向上

小林教育課長

東部中学校区については、小小連携、小中連携が始まりました。北御牧中学校区については

平成 25年度から始まっております。

牛山教育長

（オ） 平成 29 年度放課後児童クラブの申請状況、利用時間の変更についてお願いします。

柳橋青少年教育係長

平成 29 年度 放課後児童クラブの申請状況、利用時間の変更について説明します。
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利用時間変更前 （土曜日・休暇中） 8時～18 時

変更後 7時 30 分～19時 資料説明。

牛山教育長

利用時間の変更の理由について報告してください。

柳橋青少年教育係長

昨年6月実施したアンケート結果にもありましたが、日頃より長期休暇中の利用時間について、

早い時間での開始、また閉室時間も平日と同じ時間にして欲しいといった時間延長を望む声が多

くありましたので、要望に応じるために変更しました。

牛山教育長

（カ） ふれあい（中間）教室の運営及び活用についてお願いします。

小山指導主事

中間教室状況報告書 平成 28年度（２）月分

面接相談事例について説明します。 資料説明。

牛山教育長

中間教室について、昨年度の実績はゼロにより廃止とします。ふれあい教室の機能は残します。

新たに、教育支援センターの場として、活用できればよいかと思います。

学校応援団や支援団体の勉強や、保護者、先生の学習の場としても活用できればよいかと思

います。不登校の新たな手立てを考える場としたいと思います。

公民館、コミュニティーセンターも引き続き学習の場として続けていくことに変わりはありませ

ん。

次に（キ） 体力テストの結果と活用についてお願いします。

畑田指導主事

平成 28 年度 体力・運動能力、運動習慣等調査結果に基づく東御市内小中学校の児童生徒

の体力向上に向けて説明します。資料説明

平成 29 年度取り組み 正しい測定 正確な基礎データの収集 なわとびを継続

牛山教育長

（ク）小学校 6年最終進路状況についてお願いします。
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畑田指導主事

平成 28 年度 東御市小学校卒業児童進路先調査票について報告します。資料説明。

牛山教育長

平成 28 年度 東御市中学校卒業生徒進路について報告します。資料説明。

（ケ） 教育支援委員会最終報告についてお願いします。

畑田指導主事

平成 28 年度 東御市教育支援委員会の状況（最終報告）について報告します。資料説明。

牛山教育長

（コ） 日体大体操部 三宅教授と市内保育園・小学校との交流についてお願いします。

小林教育課長

北御牧小などで子どもたちの体力づくり 「信州民報掲載」について説明します。

3 月 13 日 北御牧小学校、和小学校 田中小学校 和保育園で日体大体操部と児童・園児の

子ども達の体力づくりの一環として交流事業を行いました。

牛山教育長

カ 生涯学習課

（ア） 国宝重要文化財等保存整備費補助金の返還についてお願いします。

勝山生涯学習課長

国宝重要文化財等保存整備事業費補助金の返還について説明します。資料説明。

増額補正により対応します。

牛山教育長

（イ） チャレンジデーについてお願いします。

勝山生涯学習課長

第 4回 チャレンジデーについて報告します。

実施日 5月 31日（水）

対戦相手 島根県 雲南市
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牛山教育長

本日の議題は以上です。３月定例教育委員会を閉じさせていただきます。


