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    平成 28 年（2016 年）8 月 24 日（水） 午後 2 時から午後 2 時 35 分まで 
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３３３３    議議議議    題題題題    

 

（１） 協議（審議・検討） 

議案第８号 就学援助費支給の認定について 

 

（２） 報告 

ア 教育課 

 （ア） いじめ、不登校の状況等について 

 

 （イ） Ｈ27 年度学校給食費の納入決算状況について 

 

 （ウ） 全国中学校スポーツ大会等の結果について 

 

 （エ） ことばの教室設置要望について 

 

 （オ） 東御市児童館運営委員の名簿について 

 

 （カ） 爆破予告メールに対する対応及び結果について 

 

 

イ 生涯学習課 

 （ア） 成人式実施結果について 

 

 （イ） 中学生ホームステイ派遣事業 帰国報告について 

 

 （ウ） 市民プール改修実施設計委託について 



ウ その他 

 （ア） 18、19 歳の投票率について（７/10 参議院議員選挙） 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４    出席者出席者出席者出席者    

○教育長○教育長○教育長○教育長                                                        牛 山 廣 司 

○○○○委委委委 員員員員    

     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○その他○その他○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 
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会議録会議録会議録会議録    

清水教育次長 

ただいまから、８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 

こんにちは。本日、一番遅い始業式を行う学校がありました。これで全ての小中学校が２学期を

迎えました。夏休みを終え、子ども達は成長して戻ってきていると思います。 

学校も教育委員会も、２学期になると、さまざまな動きがあります。学校では学芸発表会、或い

は運動会があります。事務局でも本日、総合教育会議において市と調整・協議し、その内容に基

づき本格的に始動していきたいと思います。お考えを寄せていただき、良い事業や行事ができま

すように、よろしくお願いいたします。 

 

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８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 

平成 28 年度不登校数月別推移（７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（７月）について説明します。 資料説明。 

 

牛山教育長 

ご質問等ございますでしょうか。例年と比べて中学生の不登校数は多くはないと思います。 
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小山指導主事 

全体的に東御市は県と比べましても低く、大勢の皆さんに支えていただいていると思います。 

 

牛山教育長 

対応や改善に向けての取り組みはしていると思います。今後も対応をよろしくお願いします。 

 

直井委員 

小学校についてはいかがでしょうか。 

 

小山指導主事 

不登校の数字としては挙がってきている状態ではありませんが、家庭への支援が必要なケー

スもあります。学校ではチェックを入れながら進めてはいます。しかし、全ての実態がつかみきれ

ていない状況もあり、難しい点があります。アンケートでも表れていますが、全体的には良いので

すが、今後、課題のある児童の個別支援をして参りますが、色々な場面で子どもが活躍する場所

を作らないと、そのような子どもたちの満足度は得られないのではないかと思います。 

９月から東部中学校区一貫型教育推進講師に入っていただき、新たな視点で授業応援をしな

がら、子ども達の実態を探っていただこうと計画をしています。 

担任を含め学年の先生、支援員の先生、学年を取り巻く先生等、皆で課題を共有しながら、進

めていくという対応をしています。 

学校からは家庭が課題に向き合ってくれない状況があると報告されています。それぞれの学年

が課題を抱えていますが、数字的には挙がってきていない状況ですので、できる限り早い段階で

学校へ訪問し一緒に取り組み、前へ進めたいと考えております。 

 

牛山教育長 

では次に（イ） H27 年度学校給食費の納入決算状況についてお願いします。 

 

武田学校教育係長 

平成 27 年度学校給食費の納入決算状況について説明します。資料説明。 

平成 27 年度から児童手当法に基づき、児童手当からの申し出徴収を実施し、全額徴収する事 

ができました。 

 

牛山教育長 

給食費、未納額は無いということです。 

次に（ウ） 全国中学校スポーツ大会等の結果についてお願いします。 
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武田学校教育係長 

全国中学校スポーツ大会等の結果について報告します。資料説明。 

 

牛山教育長 

（エ）ことばの教室設置要望についてお願いします。 

 

武田学校教育係長 

ことばの教室設置要望について 「信濃毎日新聞掲載」説明します。資料説明。 

東御市としては「ことばの教室」設置について進めていく予定です。 

 

牛山教育長 

「ことばの教室」の設置については、市議会への陳情が採択となり、ニーズがある学校はどこか、

どのような場所が適切なのか事務局で考えている状況です。 

では次に（オ）東御市児童館運営委員の名簿についてお願いします。 

 

柳橋青少年教育係長 

（オ）東御市児童館運営委員会名簿について説明します。資料説明。 

 

牛山教育長 

（カ）爆破予告メールに対する対応及び結果についてお願いします。 

 

柳橋青少年教育係長 

県内小中学校爆破予告メールについて、事前に教育委員さんへＦＡＸいたしましたが、当日は

特段何も起こらなかったことをご報告いたします。 

 

牛山教育長 

イ 生涯学習課（ア）成人式実施結果についてお願いします。 

 

勝山生涯学習課長 

（ア）成人式実施結果について報告します。 

成人式 8 月 15 日実施 

対象者       312 名 

式典出席者    237 名 

懇親会参加者   215 名 
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直井委員 

意見発表ですが、もう少し、きちんとやっていただきたいと思います。音声の不備により聞こえ

づらい箇所もありました。 

 

小林利佳委員 

音響の関係や、温度調整も上手くできず、会場の場所としては不向きなのではないかと思いま

す。 

 

勝山生涯学習課長 

来年は他の場所の検討をします。 

 

直井委員 

意見発表の内容についても、報告だけで意見発表とはなっていませんでした。 

 

小林利佳委員 

子ども達が実行委員にも関わらず、自分達の式となっていなかったようです。手作り感がなかっ

たような感じを受けました。来年は検討していただきたいと思います。 

 

清水教育次長 

子どもたちが大人になる式典ですので、気持ちが込もって、自分達の手作りで行えるよう、来年

に向けて襟を正して直したいと思います。参加についても、お知らせの仕方等工夫をしたいと思い

ます。 

 

牛山教育長 

実行委員会形式でやるという事で、内容については、企画して良い式になるように、また、当日

の音響、環境についても確認をしていただきたいと思います。 

次に（イ）中学生ホームステイ派遣事業 帰国報告についてお願いします。 

 

勝山生涯学習課長 

中学生ホームステイ派遣事業 帰国報告について説明します。 

現地での学校の様子 

日程  資料説明。 

 

牛山教育長 

（ウ）市民プール改修実施設計委託についてお願いします。 
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勝山生涯学習課長 

（ウ）東御市民プール改修実施設計委託について説明します。資料説明。 

小林利佳委員 

完成はいつ頃になりますか。 

 

勝山生涯学習課長 

今年設計をし、来年工事に入る予定です。完成については現在調整中です。 

 

清水教育次長 

今回設計はしましたが、その部分については一部検討するところがありまして、本日の総合教

育会議で市長と再調整をする予定です。実施時期につきましては次回の会議で報告をします。 

 

牛山教育長 

ウ その他 （ア）18、19 歳の投票率について（7/10 参議院議員選挙）についてお願いします。 

 

柳橋青少年教育係長 

18、19 歳の投票率について報告します。 「東信ジャーナル」掲載」 資料説明。 

東御市 

18 歳有権者数 318 人 

18 歳投票者数 169 人 

18 歳投票率  53.14％ 

19 歳有権者数 302 人 

19 歳投票者数 123 人 

19 歳投票率  40.73％ 

長野県参議院議員通常選挙投開票結果を参考資料としましたのでご覧ください。 

 

清水教育次長 

補足させていただきます。今回の投票については非常に注目された制度改正でございました。

投票前に高校生に聞き取り調査をしたところ、８割がたの生徒は投票へいこうという関心意欲は

高いように見えましたが、実際の投票率を見ますと全体的に投票率を 10 ポイント、19 歳について

は 20 ポイント以上下回っているようです。住民票を異動してない、また遠隔地の大学生等、構造

上問題があると明らかになり、選挙管理委員会或いは社会の中で、それをどのように捉え、制度

改正をしていかなければならないか考慮する結果になったと思います。 

また、義務教育における主権者教育については、今まで以上に大切なため、力を入れていかな

ければいけないと思います。 

投票をしたくても投票が出来なかった、住民票が投票場所に無かった実態が浮き彫りになった
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と感じます。 

 

小林教育課長 

高校生だけの有権者数は 91 人です。そのうちの投票者数は 66 人、投票率は 72.5％です。 

18 歳はすべて高校３年生という錯覚をし易いのですが、大学 1 年生が殆どです。18 歳のうち高

校生は選挙日までに誕生日を迎える 318 人のうち 91 人となり、４人に３人は投票しているというこ

とになります。18 歳で調べたとき投票率は 53.14％でしたが、大学生の住所もあり方の結果と思い

ます。 

 

牛山教育長 

期日前投票は非常に多かったと思います。そのような事をもう少し利用すれば投票者数は多く

なったかもしれません。 

 

清水教育次長 

今年 11 月には市議会議員の一番身近な選挙がありますので、住民票については何らかの啓

蒙をしていかなければいけないと感じました。 

 

牛山教育長 

本日の議題は以上です。8 月定例教育委員会を閉じさせていただきます。 


