
平成平成平成平成 22228888 年年年年３３３３月月月月    東御市教育委員会東御市教育委員会東御市教育委員会東御市教育委員会    定例会会議録定例会会議録定例会会議録定例会会議録    

１１１１    日日日日    時時時時    

    平成 28 年（2016 年）３月 24 日（木） 午前９時 00 分から午前 10 時 00 分まで 

２２２２    場場場場    所所所所    

    中央公民館 応接室 

３３３３    議議議議    題題題題    

  ３ 議題 

（１） 協議（審議・検討） 

市子育て支援審議会への審議委員の推薦について 

 

（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 

 

エ教育課 

（ア）市費加配講師等人事について 

（イ）小中学校の体罰調査について 

（ウ）いじめの状況について 

（エ）不登校の状況について 

（オ）平成 28 年度小中一貫型教育について 

（カ）平成 28 年度放課後児童クラブの申請状況について 

（キ）ふれあい（中間）教室の運営及び活用について 

 

オ生涯学習課 

（ア）チャレンジデーについて 

（イ）体育施設あり方検討会の報告について 
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     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、坂口青少年教育係長 

     小林指導主事 
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会議録会議録会議録会議録    

清水教育次長 

おはようございます。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 

教員も子どもたちも別れの時となりました。小学校の卒業生においては、地元の中学校に進学

する児童や、少数ですが、市内外の中学校へ進学する児童もいます。 

中学校の少数の卒業生ですが、進路を考えあぐねる生徒もおります。引き続いて指導をお願い

したいと思います。先生達が懸命に指導をしていただいておりますが、生徒の思いが削がれるこ

となく、また、上手く行かない場合は手を貸していただいて自分の思うところに進めればよいと思

います。さらに、その時だけではなく、その後のことを考えて続けて指導が出来ればよいと思いま

す。生徒でも、職員でも新天地で順調にスタートが出来ていることが大切だと思います。 

生徒につきましては、定時制、或いは最終的に通信教育へ進む生徒がおりますが、支えが大

事だと思います。中学では少なくても 1 年間は御指導をして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 

本日（１）協議（審議・検討）について、市子育て支援審議会への審議委員の推薦についてお願

います。 

 

坂口青少年教育係長 

任期は平成 28 年４月１日から平成 30 年３月 31 日です。前回は小林利佳委員に審議委員を務

めていただきました。今回、推薦をお願いいたします。 

 

全委員 

継続でお願いいたします。 

 

小林利佳委員 

お引受けいたします。 

 

牛山教育長 

市子育て支援審議会への審議委員は、小林利佳委員で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 

全委員に承認されまして小林利佳委員、お願いいたします。 

 

牛山教育長 

（２）報告 ア３月定例議会についてお願いいたします。 

 

清水教育次長 

平成 28 年東御市議会第 1回定例会一般質問について報告いたします。 

受付 6番 安全で安心して暮らす為に 

受付 9 番 子どもたちの健全育成について 

受付 14番 学校納入金について 

受付 18番 主権者教育について 資料説明。 

補正予算について 

田中小学校天井改修は年度内に改修終了の見込みとなります。 

減額補正について小中学校の非構造部材、耐震補強に係る費用の減額は施行方法を大きく

転換したことによるものです。 

 

牛山教育長 

次にイ校長・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 28 年度校長・副校長・教頭人事について 資料説明。 

次にウ市教育委員会関係の人事内示について エ教育課（ア）市費加配講師等人事について

お願いします。 

 

清水教育次長 

平成 28 年度 教育委員会職員人事異動 

平成 28 年度 臨時職員等配属一覧表 

平成 28 年度 外国語指導助手配置予定 

平成 28 年度 小中学校市費臨時講師等任用配置一覧表について 資料説明。 

 

牛山教育長 

ありがとうございました。ご質問ございますか。 
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直井委員 

先生方の異動のペースが速いと思います。継続性が非常に難しいと感じます。県でも方針を出

しているので 4 年から 5年の任期の人事で是非お願いしたいと思います。 

 

牛山教育長 

しっかり承りました。人事のあり方が過渡期ではあるとは思いますが、以前から少し長めにとい

う方針が出ています。 

 

直井委員 

よろしくお願いします。 

 

牛山教育長 

次に（イ）小中学校の体罰調査についてお願いします。 

 

小林教育課長 

平成 27年度 体罰調査アンケート結果について説明いたします。資料説明。 

 

直井委員 

体罰により亡くなった子どもたちの報道がありました。学校中心に報道が取り上げられがちです

が、教師による体罰もありますが、実態として、親の体罰による原因もあるかと思います。 

 

牛山教育長 

家庭内でおきている体罰等はどのように私たちが気づき対処することが出来るのか、について

は家庭訪問を進める事に関係してきます。この後のふれあい（中間）教室の運営及び活用にも関

係してきます。 

次に（ウ）いじめの状況についてお願いいたします。 

 

小林指導主事 

平成 27年度２月 いじめ・いじめと思われる把握件数集計表について説明します。資料説明。 

 

牛山教育長 

（エ）不登校の状況についてお願いします。 

 

小林指導主事 

平成 27年度不登校数月別推移（２月）について説明します。資料説明。 
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牛山教育長 

（オ）平成 28 年度小中一貫型教育についてお願いします。 

 

小林教育課長 

平成 28 年度 東部中学校区 小中一貫型教育・信州型コミュニティスクール組織図 

北御牧中学校区 小中一貫教育・信州型コミュニティスクール組織図について説明します。 

北御牧中学校についてはこれからも継続して行っていきます。 

東部中学校区については、学習指導要領を確実に実行し、それぞれの立場において子どもた

ちの成長を 9 年間見通した取り組みをしていくこととなりました。手法として合同教科会を開催し、

学力向上部会の中に中学校の教科の先生と共に小学校の先生を加え、小学校における各教科

毎のそれぞれの問題点を情報共有し中学でのつまずきを無くすように、小学校のどの段階で、何

をするのか先生方の中で確認し取り組んでいきたいと思っております。 

また、信州型コミュニティスクールを平成 28 年４月から開始します。先生方に異動があっても、

継続した学校支援が出来る要綱設定、メンバーの選定がなされています。 

 

牛山教育長 

学校職員会の組織を活かして、会議を行えるように考慮しました。信州型コミュニティスクール

が導入されてくるなかで、形、整合性も考え合わせてきました。目指す根本が見えてきたと思いま

す。 

（カ）平成 28 年度放課後児童クラブの申請状況についてお願いします。 

 

坂口青少年教育係長 

平成 28 年度東御市児童クラブ利用申請状況について説明します。 

平成 27年度より２割増加し 26 人増となりました。定員 40名を超えた田中児童クラブ、和児童ク

ラブは高学年児童クラブを開所し、田中高学年児童クラブは中間教室、和高学年児童クラブにつ

いては和コミュニティセンター研修室を使用します。なお、土曜日、夏休み等長期休みは閉所とし、

小学校内のクラブと合同で行います。 

 

牛山教育長 

児童クラブにつきましては、保護者の要望、児童のニーズに応えて、和高学年児童クラブは新

たな場所での対応となります。 

つづきまして、（キ）ふれあい（中間）教室の運営及び活用について私から報告します。 

不登校の数は少しずつ減少となり、家庭の状況によって登校できないことが見受けられます。し

たがって家庭訪問が必要になってきています。配置されている先生、担任の先生等が家庭訪問し

ておりますが、昼間、家庭訪問することが困難なため、中間教室に心の教室相談員が月１回程度

集まっていただき、家庭訪問のあり方等考えていただき、担任と共に協力しながら実施していきた
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いと思います。 

これまで、心の教室相談員は各校の相談室において相談を受けるという形でしたが、必要に応

じて、家庭訪問をしていくという方向にしていきたいと考えております。加えて、ふれあい教室に田

中小学校の高学年を４時から受け入れられるようにしていきたいと考えておりますので、午前中は

学習指導し、午後は相談にあて、月１回は連絡会議を２時 30 分から行いたいと考えております。

少しずつ家庭の状況を把握し、学校と繋げていくことが出来ればよいと思います。 

ご意見、要望等ございますでしょうか。 

 

全委員 

異議なし。 

 

牛山教育長 

子どもたちがこれからどのように変わっていくかを見守りながら、状況について、ご報告いたし

ます。何かありましたらご意見等をお願いいたします。 

つづきまして、オ生涯学習 （ア）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 

今年で 3回目のチャレンジデーを実施します。開催日は 5月 25日（水）です。 

対戦相手は 5 回実施している大分県豊後大野市です。ご協力をお願いいたします。 

 

牛山教育長 

（イ）体育施設あり方検討会の報告についてお願いします。 

 

勝山生涯学習課長 

東御市体育施設あり方検討会 検討結果報告書について説明します。資料説明。 

 

直井委員 

オリンピックでロッククライミング等ありますが、お金をかけずに子どもたちのために施設は出来

ないでしょうか。 

 

勝山生涯学習課長 

体育館の壁の一部を再利用して出来ないか、体育施設あり方検討会の中でも意見がでました。

今後はそのような事も徐々に考えていかなければいけないと思っております。 

 

下村委員 

プール等、スケート場と同じように広域で考えられないでしょうか。 
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勝山生涯学習課長 

そのようなご意見もありました。また、今ある施設を活用した方が良いという意見もありました。 

 

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。 


