
 

 

長洲町教育委員会 会議録 

 

会議録 平成２９年度 第１２回（臨時）長洲町教育委員会会議 

招集年月日 令和２９年１２月２２日（金）午前１０時００分 招集 

招集場所 長洲町役場 ３階 中会議室 

出席者 委員会 教育長 松本 曻、大山教育長職務代理者、 

田中伏美委員、隈部壽明委員、 

事務局 学校教育課 課長 藤井 司 

課長補佐 松林智之 

生涯学習課 課長 長田 修 

欠席者 木下信博委員 

職務説明責任者 藤井 学校教育課長 

会議録作成者 松林 学校教育課課長補佐を指名 

 

日程番号 事件番号 事 件 内 容 

第 １  議事日程について 

第 ２  会議録署名委員の指名について 

第 ３ 議案第１２号 
長洲町放課後子ども教室推進事業実施要綱の一部を

改正する要綱について      （生涯学習課） 

第 ４ 協議第８号 
平成３０年度教育委員会予算（案）について 

（学校教育課）（生涯学習課） 

第 ５ 報告第２２号 
平成２９年度第４回町議会定例会における一般質問

の答弁内容について （学校教育課）（生涯学習課） 

第 ６ 報告第２３号 生徒指導について        （学校教育課） 

第 ７ 報告第２４号 １２月校長会について      （学校教育課） 
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開会（午前１０時００分） 

 

○学校教育課長（藤井 司） 

ただ今から平成２９年度第１２回教育委員会会議を開催いたします。 

 地方教育行政法第 13条第 1項の規定に基づき、教育長に会議の議事進行をお願いいたし

ます。 

○教育長（松本 曻） 

 本日は、出席委員が定数に達しておりますので、この会議が成立することを報告します。 

それでは、平成２９年度第１２回教育委員会会議を開会します。 

 あらかじめ、お諮りします会議の議題は事前に通知しておりますとおりでよろしいでし

ょうか。 

 それでは、日程番号第１、会議の議題はこの通りでよろしいかうかがいます。 

（異議なしの声あり） 

 また、日程番号第６、報告第２３号については個人情報が含まれますので、非公開とい

たします。よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

 日程番号第１、議事日程については本日１日間とします。よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

 日程番号第２、会議録署名委員の指名について、木下委員の順番ですが、欠席ですので田

中委員を指名します。 

それと、今日は中身が大変多くなっております。なるだけ早く進めたいと思いますが、よ

ろしくお願いします。 

日程番号第３、議案第１２号について、事務局から説明をお願いします。 

（議案第１２号 長田生涯学習課長 説明） 

○教育長（松本 曻） 

 今の件について、質問はございませんか。 

○教育長職務代理者（大山司朗） 

 子ども教室とか保育の一体的活動を実施するということの具体的な内容をちょっと説明

してほしい。 

○学校教育課長（藤井 司） 

 この後、予算説明もありますので、その時に説明したいと思います。 

○教育長（松本 曻） 

 他にご質問はありますか。 

 それでは、この件は終わりたいと思います。 

（異議なしの声あり） 

○教育長（松本 曻） 
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 それでは、日程番号第４、協議第８号について、事務局から説明をお願いします。 

（協議第８号 藤井学校教育課長・長田生涯学習課長 説明） 

○教育長（松本 曻）9 

 ここまでで、何かご質問ありますか。 

○教育長職務代理者（大山司朗） 

 えーと、１２－３の別紙、８のですね講師等謝礼というところで、３つぐらいあるわけで

すけれども、学力向上対策委員会講師というのは、これはどういうものなのですか。 

○教育長（松本 曻） 

 夏に全員を集めて研修を行いますが、その時の講師です。 

○教育長職務代理者（大山司朗） 

 それからですね、いじめ問題対策連絡協議会委員謝礼というのは、この委員というのは

決まっているのかどうか。 

○学校教育課長（藤井 司） 

 まだ、決まっておりません。 

○教育長職務代理者（大山司朗） 

 それは、どのような予定となりますか。今年度は予算にも上がってなかったんでしょ。 

○学校教育課長（藤井 司） 

 予算には計上しておりました。 

○教育長職務代理者（大山司朗） 

 上げてた。そう。どうして委員を決めてないんですか。 

○教育長（松本 曻） 

 これは連絡協議会とかやったのかな。予算は上げとったけど、結局せんだったとよね。 

○教育長職務代理者（大山司朗） 

 ものすごく大きないじめがあった場合などは、もう一つなんかあったよね。 

○学校教育課課長補佐長（松林智之） 

 総務課の第三者委員会があります。あちらは緊急時となりますので… 

○教育長職務代理者（大山司朗） 

 その時に委員を決めればいいわけですか。 

○学校教育課課長補佐長（松林智之） 

 はい、その時にですね。ある程度、目星をつけている人がいるんですよ。 

○教育長職務代理者（大山司朗） 

 それと、その次ですが、学校評価委員講師謝礼とありますよね。で、これは学校運営協

議会の委員というか、そちらまで広げた方がいいんじゃないかなと。 

○学校教育課課長補佐長（松林智之） 

 コミュニティ・スクールの事ですよね。後で説明はしますが、そちらに集約することも

可能とは思います。 
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○教育長職務代理者（大山司朗） 

 コミュニティ・スクール、あるいは学校運営協議会委員というのはあれは推進委員会の

一部が学校評価になるんですよね。 

 それは、全体で講師を選んではどうかと思いますが。 

○学校教育課長（藤井 司） 

 そのあたりを考えながら事業の位置づけを検討していきたい。 

○教育長職務代理者（大山司朗） 

 心の教室はまた後で出てくるんですか。 

○学校教育課長（藤井 司） 

 はい。 

○教育長（松本 曻） 

 他にありますか。 

○教育委員（隈部壽明） 

 各学校に対する予算要求方針というのはあるのか。９５％で申請しなさいとか。 

○学校教育課長（藤井 司） 

 そこまではやってない。 

○教育委員（隈部壽明） 

 じゃあ、学校は常々多めに申請しようということになるので、ここはこういうことに重

点を置きます、ということで積み上げていかない限り、多くなるのは当たり前なので。 

○学校教育課長（藤井 司） 

 今後ですね、学校現場にも財政係と一緒にですね確認に行くんですよ。 

○教育長職務代理者（大山司朗） 

 学校を見に行って、要求額を固めるのはいつ頃の予定か。 

○学校教育課長（藤井 司） 

 これから課内で査定を行いまして、年明けから財政と現場確認をしまして１月下旬ころ

に財政の査定がありますので、大まかなところは固まって参ります。 

○教育長職務代理者（大山司朗） 

 そうすると１月の教育委員会会議で、もう一回出てくると。 

○教育委員（隈部壽明） 

 そこでいいんじゃないですか。今、ここで一個一個やったってあまり意味がないんじゃ

ないか。 

○学校教育課長（藤井 司） 

 各学校の要求額等も出してほしいと要望がありましたので、ここで出しましたけれど

も、これで把握していただきまして。 

○学校教育課長（藤井 司） 

 さきほどの続きで、１２－２５から説明します。 
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○教育長（松本 曻） 

 こころの教室相談員さんと学校教育推進員さんの件で、今年のままいくやり方と提案の

ようにおひとりで両中学校を担いながらこころの教室相談員さんをしてもらうやり方とそ

れぞれの学校に一人ずつ置いて学校教育推進員さんとこころの教室相談員さんもしてもら

うと、３つ出てきてます。予算要求を行う上で、どの方法がいいか。 

○教育長職務代理者（大山司朗） 

 プラス１と付くならこころの教室相談員をなくしてもいいと思います。 

○教育長（松本 曻） 

 こころの教室相談員が効果が出てないかどうかというのは数値としては出ませんので、

評価がしにくいところです。 

○教育長（松本 曻） 

 これは保留にしときましょうか。次に行きましょうか。 

（藤井学校教育課長 説明） 

○教育長（松本 曻） 

 続いて生涯学習課長お願いします。 

（長田生涯学習課長 説明） 

○教育長（松本 曻） 

 予算の説明は終わりました。 

○教育委員（隈部壽明） 

 施設管理事業の１億３千万円増というのは 

○学校教育課長（藤井 司） 

 腹栄中学校校舎の外壁改修となります。補助事業として計画しております。 

○教育委員（田中伏美） 

 以前の教育委員の会議の中で、教頭からの意見で、環境整備として予算をあげませんか

とのことだったが、どうか。 

○教育長（松本 曻） 

 学校から要望があったら対応しよっとだろ。 

○学校教育課課長補佐長（松林智之） 

 シルバーさんに頼んでいます。 

○教育委員（田中伏美） 

 学校から修繕の依頼等があっているもので、出来ているもの、出来ていないものは把握

されていますか。 

○学校教育課長（藤井 司） 

 緊急性が低いものは後回しにされるので、結果として何年も要求していることになる。 

○教育委員（隈部壽明） 

 それぞれの事業ごとにどれくらい増額をしたい、減額が必要だと、結果９５％の削減と
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なったという説明にしてもらいたい。 

○教育長（松本 曻） 

 次に参ります。日程番号第５ 報告第２２号になります。説明をお願いします。 

（学校教育課長、生涯学習課長説明） 

○教育長（松本 曻） 

 この件は、これでいいですか。 

（異議なしの声あり） 

 それでは、日程番号第６、報告第２３号に行きます。説明をお願いします。 

（報告第 23号 藤井学校教育課長 説明） 

 

－ 報告第 23号については、個人情報の保護の観点から非公開 － 

 

○教育長（松本 曻） 

 次は日程番号第７、報告第２４号、校長会の事です。 

（松本教育長 説明） 

○教育長（松本 曻） 

 何かご質問がありますか。 

○教育委員（田中伏美） 

 英検の予算があったじゃないですか。あれは全員受けさせるのですか。希望者だけ。 

○教育長（松本 曻） 

 １年生全員分の予算が確保されています。 

○教育委員（田中伏美） 

 受検状況があまりよくない感じがしています。うちの子も受けてない。 

○教育委員（隈部壽明） 

 あいさつ日本一運動とはどういうものなのか。 

○教育長（松本 曻） 

 これは腹赤小があいさつ日本一運動を前面に掲げています。他の学校も続くようにとし

ています。もっと進めていこうと思います。 

 他にありませんか。 

 では、これで終わります。 

 これで、本日の全日程が終了しました。第 12回臨時の教育委員会会議を終了します。 

 お疲れ様でした。 

 

 

閉会（午後 0時 17分） 

 


