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議題及び 議事の大 要
委員長

これ より平成 ２２年度第８ 回滝沢村 教育委員会議 定例会を 開催します。
（開会時 刻

午前１１ 時１０分 ）

委員長

本日 の出席委 員は定足数に 達してい ますので会議 は成立し ます。

委員長

日程 第１。会 議録署名委員 の指名を します。

教育総務課長

今回は 佐藤委員にお 願いした いと思います 。

委員長

それ では本日 の署名委員は 佐藤委員 にお願い致し ます。

委員長

日程 第２。会 期の決定につ いては、 本日１日とし たいと思 います。これ にご異議 ござ
いませんか。
（全員異 議なし。）

委員長

それ では会期 は１日と致し ます。

委員長

日程 第３。教 育長の事務報 告をお願 い致します。

教育長

（別 紙報告書 により概要を 報告する 。）
それでは３点お話しをします。
１１月３日、村の村勢振興功労者表彰がございましたが、その際に特別表彰というの
がありまして、その特別表彰に該当したのが中学生と小学生、１人は井上俊樹くんで滝
沢 南 中 の ２ 年 生 、 こ の 子 供 さ ん は 財団法人 日 本武道館主催 の 第２６ 回高円宮杯日 本武道
館書写書道大 展覧会の 硬筆の部にお いて、全 国３，８１４ 点の応募 の中から最高 賞の日
本武道館大賞 を受賞し たという内容 でござい ます。２人目 は立花恵 梨奈さんで滝 沢第二
小学校の６年 生、この 子供さんは第 ２６回全 国小学生陸上 交流大会 において女子 走り高
跳びで１ｍ４ ３ｃｍを 記録して優勝 しました 。この記録は 岩手県小 学校新記録と いうこ
とで、２人が 特別表彰 を受けました 。
２つ目は１１ 月１２日 、岩手県の教 育表彰式 というのがあ りました 。これは教職 員を
している方々 が長く勤 められると、 確か２５ 年以上でした か、永年 勤続表彰され るわけ

ですが、この 該当者が 今年度４８３ 名という ことで県民会 館で行わ れたわけです が、本
村からは小学 校の先生 が５名、それ から中学 校の先生が５ 名の１０ 名が永年勤続 表彰さ
れたというこ とでござ います。
それからこれ はお知ら せになるかと 思います が、１１月１ ８日、１ ９日に東北の 町村
教育長連絡協 議会の役 員会がありま して、来 年度の５月１ ２日、１ ３日、町村会 の東北
の大会が盛岡 である、 その大会とい うのは、 総会と研究大 会になり ます。輪番制 という
ことになりま すが、不 肖私が東北の 会長とな ったというこ とで、事 務局も熊谷課 長を中
心にちょっと 忙しくな ってくるとい うことで ございます。 以上でご ざいます。
委員長

はい 、ありが とうございま した。な にかご質問ご ざいませ んか。
（特になし。 ）

委員長

そ れでは、 日程第４。議 案第１号

教育委員会 の事務に 係る点検及び 評価の報 告書に

関し議決を求 めること についてを議 題としま す。事務局か ら説明を お願いします 。
教育総務課 長

今日 の会議のご案 内と一緒 に委員さんの ほうには 平成２１年度 教育委員 会事務

点検評価報告 書をお送 りさせていた だいてお りますが、こ れにつき まして、部長 以下各
課長のほうか ら簡単に 概略をご説明 させてい ただいたうえ でご審議 いただければ と思っ
ておりますの でよろし くお願い致し ます。
教育部長及び 各担当課 長
委員長

（資料に より説明 する。）

膨大 な報告書 となりますが 、主なと ころを説明し ていただ きました。な にかご質 問等
ありましたら お願い致 します。

委

員

質問 よろしい でしょうか。 １３ペー ジの放課後子 ども教室 というのは何 箇所くら いあ
るのでしょう か。

生涯学習課長

２箇所 です。１箇所 は篠木の 多目的研修セ ンターで 体育協会が運 営してお りま

す。もう１箇 所は滝沢 ふるさと交流 館で運営 主体は劇団ゆ うとなっ ています。
委

員

今後 も放課後 子ども教室の ニーズは 増えていくも のでしょ うか。

生涯学習課長

ニーズ は高いと思い ます。た だ問題は運営 する人が いないと言っ たらいい ので

しょうか、そ ういう団 体と場所が不 足してい ると思ってお りました 。北の方に欲 しいな
とは思ってい ます。
委

員

今年 度にでき るという予定 はないわ けですね。

生涯学習課長

運営費 に関しては補 助がいろ いろと出ます が、先ほ どお話しした ように手 を挙

げてくれる団 体がない 、そのあたり がネック だと思ってい ます。
委員長

その 他ありま すか。

委

給食 費のほう の関係ですが 、現年収 納分の収納率 が若干前 年度より下が っている との

員

ことですが、 過年度分 についてはど うでしょ う。それから 、収納率 を上げるため にどん
なことをして いるかお 聞きしたいの ですが。
給食センター 総括主査

過年度分に つきまし ても、パーセ ントから すると６～７ ％位の収 納率

になりまして 、そうい ったものを合 算します と、平成４年 度からで すけれども合 算した
収納率という かたちで 現しますと８ １．９％ となっていま す。
今の状況でご ざいます が、当然公会 計という ことで、セン ターの方 で徴収をやっ てお
りますけれど も、つい 最近では未納 者への個 別訪問を実施 している 状況ですが、 若干シ
ステムの関係 上、「早 め対応」がで きないと いうところで 、いま一 生懸命システ ムをつ
くっていると ころであ ります。やは り「早め 対応」すると いうこと が大切な構造 をつく

っていかなけ ればいけ ないというこ とで、例 年この時期は 歩いてな いのですが、 こうい
う状況ですの で個別訪 問を実施した ところで ございます。 あと各学 校の先生方に も、校
長先生になり ますけど も情報提供致 しまして 、直接徴収と いうかた ちは当然学校 はでき
ないわけです が、状況 を伝えて、例 えば長期 休み前などに おける保 護者との面談 の際に
その辺をお願 いすると か、最近では ＰＴＡさ んのほうでも そういう 状況を捉えて 、いろ
いろ啓蒙活動 をさせて 頂いている状 況でござ います。いず れにしま しても来年度 は必ず
プラスに転じ るように 頑張っていき たいと思 います。
教育部長

特に学校 給食センター につきま しては、食育 あるいは 地産地消等の 事業につ いては

順調ですが、 学校給食 費に関しまし ては本当 に県内でも悪 い数字で 大きな課題と 思って
ました。当面 大幅なパ ーセントの上 昇は見込 めないわけで すけども 、とにかく対 前年で
マイナスにな らないよ うに、何とか 零点何％ でもいいから プラスな るように、頑 張るよ
うにというこ とでやっ てました。基 本的には こういう経済 状況です ので、経済困 窮世帯
については就 学援助費 の活用という ことで、 現在全生徒の １割位が 就学援助費の 対象と
なっておりま す。年々 数字が上がっ ておりま して、やはり 経済状況 が国全体がそ うです
が厳しいのか なと。も うひとつは生 活保護家 庭も増えてお りまして 、これにつき まして
は生活保護費 で支弁さ れるわけです けども、 これまで生活 保護費で 貰いながら給 食費を
未納にすると いう家庭 もありまして 、これに ついては天引 きに振替 えるなど手続 き関係
も整備してい ます。そ れから来月の 献立表に も各学校のグ ラフとい いますか未納 の状況
を載せてなん とか啓発 をやってます が、成績 の悪い学校長 からはど うもあまり好 ましく
ない、そうい う風にや らなくてもい いのでは ないかとの意 見もあり ますが、いず れ実態
をお知らせし て、結局 皆さんの税金 で補填さ れるというこ とになり ますので、本 当に大
きな課題だと 思ってお りました。
委

員

子 ども手当 のほうはその ままです か。

教育部長

市町村と しては、子ど も手当か らも天引きし て頂けれ ば収納率１０ ０％にな ります

ので、古い分 について は残るわけで すけども 、当面、いろ んな報道 を見てますと 実現は
なかなか難し い状況に あると思って おりまし た。各家庭に 入って本 当に教育費に 使われ
るのか、遊興 費に使わ れるのか分か りません が、やはりま ず給食費 に充てて欲し いなと
いうふうには 思ってい ます。
委

員

振 込みにし てるのは全体 の何パー セント位です か。

給食センタ ー総括主 査

２０年度 の後半に は、口座振込 の推進と いうことで給 食センタ ー職員

も各学校に行 って周知 しました。そ うしまし たらやはり若 干上がっ ておりまして 、正確
な数値はあれ ですけど も７０％位に はなって おります。今 年度は学 校さんのほう から話
を聞きました ら、学校 のほうできち んと昨年 同様説明をし ますので ということで 、給食
センターの職 員自体は 足を運ばなか ったので すけれども、 その辺の 周知について はお願
いした次第で 、若干上 がりつつあり ます。で きれば新しく 入学され ている方は１ ００％
に近い形で口 座振替を お願いしたい なと思っ ております。
委

員

口 座を設け てもお金が入 ってない と引き落とし できない ということも あります ね。

給食センタ ー総括主 査

それもご ざいます 。他市町村の 話を聞き ますと、口座 振替も上 げるた

めには当然い いのです けれども、い ま仰った とおり口座振 替も障害 となるという 話もあ
ります。今の 我々の状 況ではまず口 座振替の パーセンテー ジを上げ ていくのが課 題かな
と思っており ます。

委

員

こ の報告書 はここで議決 すると完 結ですか。そ れとも議 会とかにかか るのです か。

教育総務課 長
委

員

１２ 月議会で報告 となりま す。

我 々からす ると１１月と いうのは 本当は遅いで すよね。 これはもうこ れ以上早 くなら
ないのですか 。

教育総務課 長

決算 の議会が９月 にござい ますので、そ の中では 実績が整理さ れており ますの

で、早めれば あと１ヶ 月は早くでき るかなと 思います。
委

員

普 通に考え れば、前年度 の反省、 評価に基づい て、次の 計画をたてる というこ とにな
るわけですが 、２２年 度は半分以上 は過ぎて ますから。こ れは止む を得ないのか もしれ
ませんが。

委員長

膨大 な資料な もので、すぐ には浮か びませんが他 になにか ありますか。

委

図書 の充足率 なんですけど 、これは 新しい図書を 追加して 入れたという ことでし ょう

員

か。
教育総務課長

そうで す。ですから 古いもの で使えなくな ったもの を廃棄すると 率が落ち てし

まうというこ ともござ います。ただ 買い足し ていったもの だけでい くと１００％ をすぐ
超えてくるの ですが、 やはり古くて 使えなく なったものを 廃棄する 分でなかなか 伸びな
いということ がござい ます。
委

員

村民 体育祭、 スポーツフェ スティバ ルの参加者数 の数字が 出て増えてい るという こと
は嬉しいこと ですが、 私も毎年参加 させてい ただいている のですが 、見ていると 午前の
開会式のオー プニング のイベント、 もちろん 自分のお子さ んが出た りするし、あ とマラ
ソンのところ までは人 が確かに会場 内にいっ ぱいいるので すけど、 そのあと午後 の部に
なると全くい ない状態 で、午後にイ ベントを 持っていると ころは人 数を集客でき ないと
いうことがあ るので、 このお祭りの 持ち方自 体、１日はた して必要 なのかなとい うとこ
ろも体協さん も絡んで くるとは思う のですけ ど、せっかく やってい るのですから 、もっ
といいように できれば いいなと思い ます。

文化スポーツ 課長

体 育協会とは、 毎月連絡 会議というこ とで情報 交換をしてお りますの で、

今年は終わってしまいましたが、そういった会議の中で話しをしていきたいと思います。
委員長

それ ではまだ まだあるかと は思いま すが、以上で 質疑を閉 めて、議案第 １号を原 案ど
おり決定して よろしい でしょうか。
（ 全員異議 なし）

委員長

それ では議案 第１号は可決 されまし た。

委員長

以上 で教育会 議を終了致し ます。
（閉 会時刻
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