
平成 28年１月 東御市教育委員会 定例会会議録 

１ 日 時 

    平成 28年（2016年）１月 25日（月） 午前９時 40分から午前 10時 50分まで 

２ 場 所 

    東部中学校 会議室 

３ 議 題 

  ３ 議題 

（１） 協議（審議・検討） 

議案第１号 就学援助費支給の認定について 

議案第２号 平成 28年度学校教育の重点（案）について 

議案第３号 平成 27年度卒業式、平成 28年度入学式の告示文について 

        （卒業式及び入学式の出席割りも含む） 

議案第４号 学校給食における食物アレルギー対応について 

 

 

（２） 報告 

ア教育課 

（ア）いじめの状況について 

（イ）不登校の状況について 

（ウ）学校保健安全法施行規則の一部改正について 

（エ）新教育委員会制度への県内移行状況について 

 

イ生涯学習課 

（ア）建築写真展について 

（イ）トウミトウヒレンについて 

 

 

（３） その他 

 

（４） 次回定例教育委員会の開催日・場所について 

２月  日（ ）  



 

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、坂口青少年教育係長 

     畑指導主事、小林指導主事 
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会議録 

清水教育次長 

おはようございます。この冬一番の寒さの朝であったと思います。自宅で温度計を見ましたらマ

イナス 10℃となっていました。 

ただいまから１月の定例教育委員会を開催させていただきます。牛山教育長、ごあいさつをお

願いいたします。 

 

牛山教育長 

２分前には席について学習を始めるというのが、東部中学校の学習のあり方、経営方針の一

項目にあります。そのような、授業が展開できていたでしょうか。教育委員には、懇談会で授業の

感想をお聞きしたいと思います。 

２箇所を見させていただきました。２年生の社会科の授業では、どちらが「円高、円安」というこ

とをグループで話し合う時間がありました。かなりの時間をかけ、ひとり一人が課題や疑問を持つ

ことで最後のまとめまで、非常に集中力が高まるという場面を見させていただきました。このような

学習をやっていくことで、子ども達は短期記憶ではなく、長期記憶で、しっかりと浸み透るように入

っていくのではないかと印象を持ちました。 

先週、教育長会議があり、県と教育委員会との懇談会もありました。どちらの会議でも感じるこ

とは予算的、経済的に、非常に難しい時代に入ったと痛烈に感じました。 

県では、通級指導教室を 27 年度に増教室としましたが、28 年度はできませんということでした。

27年度の位置づけの状況を 28年度には様子見ということです。27年度で研究を進めて順次増や

していきたいとおっしゃっていましたが、今回は一切ありませんでした。予算が無ければその中で

やりくりしなければならないと思います。 

もうひとつは、お金を掛けなくても知恵を出し合って、工夫していく時代、時期になったということ

事を自覚しながら、教育内容や方法を考えていかなければならないと思います。 

本日、協議内容が４つあります。よろしくお願いいします。 

 

清水教育次長 

ありがとうございました。それでは、議題の進行につきまして牛山教育長、お願いします。 

 

牛山教育長 

（1）協議（審議・検討）について 

議題第１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。 
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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。 

つづきまして、議案第２号 平成 28年度学校教育の重点（案）についてお願いします。 

 

武田学校教育係長 

平成 28年度学校教育の重点（案）について 

１ 小中一貫（型）教育の推進 

２ 学校と地域の連携・信州型コミュニティースクールの活動推進 

３ 学力・体力向上、健康教育の推進 

４ いじめ・不登校予防 

５ 特別支援教育の充実 

６ 外国語活動・英語教育力の向上 

７ 中学生期のスポーツ活動（部活動）の在り方検討について説明します。資料説明。 

 

牛山教育長 

教育委員のお考え、或いは専門の分野があると思いますが、いかがでしょうか。 

 

直井委員 

先日、北御牧小中一貫教育の会議に出席しまして、保育園も一緒に入れて進めていくことにな

り、現在も、小中一貫の教頭、校長の会議には保育園の園長も一緒にやっております。教育委員

会としてきちんと明確にしていただかないとやりにくいと思います。保・小・中と連携した方が進め

やすいと思います。 

 

牛山教育長 

はい。直井委員のご意見は、重点施策の①北御牧小中学校一貫教育の充実における保・小・

中の連携ということですね。 

 

直井委員 

北御牧において、現在そのように進めています。 

 

牛山教育長 

ほかに、いかがでしょうか。 

新たに変わってきているところは、１ 小中一貫（型）教育推進 ②東部中学校区小中一貫型教
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育の推進、３ 学力・体力向上に新たに健康教育の推進が加わったということです。細かな点では

がん教育について進めていくということです。また、③食育の推進と安全対策も確実に進めていか

なければならないと思います。 

４ いじめ・不登校予防の中でふれあい教室を活用し、連絡会を設置し、家庭の支援をどのよう

にしていけばよいのか、心の教室相談員の連絡会を位置づけていくことを検討していきます。 

５ 特別支援教育の充実では、まだ、一部ではありますが、タブレットの活用を図っていく必要が

あります。 

また、７ 中学生期のスポーツ活動（部活動）の在り方についても、今後地域スポーツクラブへ

の移行について研究、検討を進めていく必要があります。 

今後の日程ですが、２月の校長会でお示しして、４月の校長会で 28 年度の重点施策をスタート

したいと考えております。学校でも整合性が取れるように、或いはグランドデザインへ挿入できると

ころは入れられるようにお願いしていきたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

 

下村委員 

今、直井委員から保育園との連携ということで話がありました。５ 特別支援教育の充実 ①教

育相談の充実 ・５歳児、就学前教育相談の重視ではないかと思います。 

親に保育園時代の子どもをもっとよく見てほしいと思います。私が関わっているボランティア支

援をしている親をみていても、もっと抱きしめて育ててほしいと感じる子どもがいます。その子はス

キンシップをするうちに落ち着いてきたように思います。小さいうちに、そのような事が必要な子ど

もが増えてきているように感じます。 

このことをどこで扱ったらよろしいでしょうか。 

 

牛山教育長 

子育て支援課の活動へ組み込んでいけばよろしいかと思います。 

 

小林指導主事 

特性の有る子どもについては早くから注目し、色々な検査を行ったり、資料を整えたり、どの様

に子どもを育てていったらよいのか、親と懇談し、東御市では５歳児発達相談で積極的に早期支

援をしていると思います。 

最近の傾向として発達障害の子どもが多いと思います。 

子育て支援課、或いは保育園でも早期にどのように対応していくか既に行われていると思いま

す。これだけやっていても、家庭や、母親の理解が進んでいない状況です。 

先日も、ペアレントトレーニングで親子の関係について臨床心理士が講義をしました。色々な取

り組みはしております。家庭に入り、母親がどのように取り組むかに問題があると思います。母子

家庭や、経済的理由等、養育するのに精一杯という現状があることも確かです。 
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下村委員 

保育園にも母親に対するアプローチをどんどんしていくようにパイプを太くしていただきたいと思

います。 

 

小林指導主事 

今の母親達は個性的な感じがします。母親の受止め方がそれぞれ異なり、子育てについての

一般的な価値観が崩れてきているのかと思います。どのように個にアプローチし、わかりあえてい

くのか、その内容は個人個人違ってくるのではないでしょうか。 

 

下村委員 

充実させていただきたいと思います。 

 

直井委員 

北御牧においてですが、小学校の希望として、最低限、保育園ではこのくらいまでは出来てい

てほしいという思いがあると思います。 

体力の面については、保育園では朝 15分から 20分程走りますが小学校では何もやらなくなっ

てしまい、そこを繋げて特色ある教育活動とし継続的にやっていきたいという考えがあります。 

 

牛山教育長 

保と小を繋ぐ、体力向上でつなげていくことは必要なことなので取り組んでいくという方向でよろ

しいでしょうか。 

母子関係について、下村委員の発言は、大事な時期に愛着の関係をきちんと築いてほしいとい

うことだと思います。課題の有る母子関係だけでなく、全体的にそのような事を大事にする意識を

認識し、その啓発のあり方をどのようにしたらよいのかということでしょうか。 

 

下村委員 

はい。そうです。 

 

牛山教育長 

子育て支援課と５歳児発達相談を通しながら、関係課の中で話し合い、教育委員会事務局に

おいても、強く働きかけていきたいと思います。 

ほかによろしいでしょうか。 

 

全委員 

異議なし。 
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牛山教育長 

それでは、議案第２号 平成 28 年度学校教育の重点（案）はこの方向で進めていくということで

承認とします。 

なお、例年、教育行政の重点施策も示しておりましたが、別途お示しいたします。 

次に議案第３号 平成 27 年度卒業式、平成 28 年度入学式の告示文について、卒業式及び入

学式の出席割振りを含めてお願いします。 

 

武田学校教育係長 

平成 27年度卒業式・平成 28年度入学式出席割振り表について説明します。資料説明。 

 

小林利佳委員 

例年と順番がずれているようです。 

 

牛山教育長 

修正が必要なため、議案第３号 平成 27 年度卒業式、平成 28 年度入学式の告示文について

（卒業式及び入学式の出席割りも含む）は再度協議といたします。 

次に議案第４号 学校給食における食物アレルギー対応についてお願いいたします。 

 

武田学校教育係長 

学校給食における食物アレルギー対応について説明します。資料説明。 

 

牛山教育長 

国、県の指針に基づき平成 29 年度完全除去の対応とし平成 28 年度は検討期間にしていきた

いということです。それぞれ給食室の事情もありますので、説明等も含めて検討していきたいとい

う提案です。よろしいでしょうか。 

 

全委員 

異議なし。 

 

牛山教育長 

それでは議案第４号 学校給食における食物アレルギー対応については承認いたします。 

次に（２）報告 ア教育課 （ア）いじめの状況についてお願いします。 

 

小林指導主事 

平成 27年度 12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。 
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牛山教育長 

（イ） 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（12月）について説明します。資料説明。 

 

牛山教育長 

対策につながるような分析、理解が出来ていればよいと思います。中学校では対応の説明が

ありました。小学校については、家庭への支援でよいのかという分析が必要と思われます。 

次に（ウ）学校保健安全法施行規則の一部改正等についてお願いします。 

 

武田学校教育係長 

学校保健安全法施行規則の一部改正等について説明します。資料説明。 

 

牛山教育長 

次に（エ）新教育委員会制度への県内移行状況についてお願いします。 

 

小林教育課長 

「新教育委員会制度への移行（総合教育会議、大綱、新教育長）に関する調査」市町村教委回

答とりまとめ結果について説明します。資料説明。 

 

牛山教育長 

イ生涯学習課（ア）建築写真展についてお願いします。 

 

勝山生涯学習課長 

（ア） 建築写真展について説明します。写真展開催記録の冊子説明。 

平成 28年１月４日から 1月 17日展示 

参観者約 800名 滋野小学校 1年生 43名 和小学校６年生 67名参観 

 

牛山教育長 

次に、（イ）トウミトウヒレンについてお願いします。 

 

勝山生涯学習課長 

「東御にキク科の新種」 命名 トウミトウヒレンについて説明します。資料説明。 

冊子「烏帽子・湯の丸の花」 平成 28年１月 26日（火）東御市役所 公室で贈呈式を行います。 

約 400冊贈呈。 東御市内小学校児童（５小学校の４年生児童約 250人）ほか関係者。 
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牛山教育長 

「トウミトウヒレン」は只今審査中ということですか。 

 

清水教育次長 

学会での発表を持って正式に認定となります。６月頃の学会に発表する予定です。  

 

牛山教育長 

贈呈式において「トウミトウヒレン」という名前の由来が語られると思います。 

（３）その他についてお願いします。 

 

小林教育課長 

インフルエンザが発症しました。学級閉鎖の状況について報告します。 

田中小学校 祢津小学校 

 

牛山教育長 

（４）次回の定例教育委員会の開催日・場所についてですが、平成 28年２月 19日（金）午前 10

時 30分から本庁舎２階第２委員会室で総合教育会議終了後行います。 

本日の議題は以上です。１月定例教育委員会を閉じさせていただきます。 

 

 

 

 


