平成２ ２年 度第１ １回 滝沢村 教育 委員会 議定 例会会 議録
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委員長

こ れから 平成 ２２年 度第 １１回 の教 育委員 会議 を開催 しま す。
（開 会時 刻

午 後３ 時００ 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２点報告致します。
２月１１日、新成人議会がありまして、これは昨年から始まったもので今年で２回目
となります。今年は１３人の新成人の方々が議員ということで質問をしました。例えば、
村の交通はどうあればいいのかとか、それから芸術文化の振興、スポーツ交流等の質問
がありました。答弁は村会議員の方々が答弁しました。若い方々が村についていろいろ
考えているということが分かりました。
２つ目ですが、２月２６日の土曜日、チャグホ塾の学習発表会がありました。これは
放課後子ども教室がふるさと交流館を会場に、月曜から土曜まで、いろいろコースがあ
って、例えば紙細工とか遊具作り、将棋、オセロ、あるいは料理とかいろいろやってお
るわけですが、それらの発表会が行われたということです。展示発表とかホールでの発
表があり、入れ替わり立ち代わり親御さんたちが見にきていました。大変いい事業だな

と感じた次第であります。以上です。
委員長

は い、あ りが とうご ざい ました 。な にかご 質問 ありま した らお願 いし ます。

委員長

ご ざいま せん か。そ れで は日程 第３ を終わ りに したい と思 います 。

議案第 １号 につい ては 、非公 開と する議 決が なされ た。
日程第 ４。 議案第 １号

学校 職員 の人事 異動 の内申 に関 し議決 を求 めるこ とに ついて

別添 議案 により 説明 。
原案 どお り決定 。
委員長

日 程第５ 。議 案第２ 号

教育財 産の 用途廃 止に 関し議 決を 求める こと につい てを 議題

にしま す。 事務局 の説 明をお 願い します 。
教育総 務課 長
委員長

（ 資料 により 説明 する。 ）

以 上で説 明が 終わり まし たが、 なに か質問 等あ りまし たら お願い しま す。設 計変 更に
伴うも のと なりま す。
（特に なし ）

委員長

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２号 は原 案どお り決 定しま す。

委員長

日 程第６ 。事 務報告

平 成２３ 年度 教育施 政方 針及び 当初 予算に おけ る重点 事業 等に

ついて を議 題にし ます 。事務 局か ら説明 をお 願いし ます 。
教育部 長

重点事 業に ついて は、 各所管 課長 からお 話し 致しま すが 、２３ 年度 の教育 施政 方針

につき まし て私の ほう から説 明致 します 。ま ず始め にこ れまで のい きさつ でご ざいま す
が、２ ２年 度まで は新 年度に おけ る施策 の在 り方に つき まして は、 村長方 針の なかで 説
明させ てい ただい てお ります 。村 長の様 々な 施策が ある わけで すけ れども 、す べて教 育
部門も 含め てやっ てお りまし たが 、やは り他 市町村 の事 例をみ まし ても、 ある いは教 育
委員会 制度 、一応 首長 から独 立し ている わけ でござ いま すので 、そ ういう 位置 付けか ら
教育委 員会 の職務 権限 に係る 部分 につい ては 教育施 政方 針とい うふ うに分 離し まして 、
今回作 成を したと ころ でござ いま す。教 育委 員長さ んに は、議 会の 初日に 施政 方針が あ
るわけ です けれど も、 議場で お願 いをし たい と思っ てお ります 。
（資料 によ り説明 する 。）
以上、 教育 施政方 針と 村長施 政方 針のな かの 教育関 連部 分とい うこ とでご 説明 申し上
げまし た。 あと更 に詳 しい事 務事 業、重 点事 業等に つき まして は、 各所管 課長 から説 明
を致し ます 。
各担当 課長
委員長

（資 料に より説 明す る。）

一 気に説 明し ていた だい たわけ です が、ま だ理 解は難 しい ですけ ど、 まず教 育施 政方
針のほうで何かありますか。今までと違って委員長が演述となったようでございますが。

委

員

滝 沢村の 子ど もたち は、 メタボ も多 いんで すけ れども 、痩 身、痩 せて いる子 の割 合も
多いと いう ふうに 、保 健所の 会議 だった と思 うんで すけ ど、健 康推 進課の ほう でデー タ
を持っ てい ると思 うん ですが 、そ ういう 傾向 が見ら れる という お話 しだっ たの で、そ の
辺のと ころ も考え てい ただけ れば 。

教育部 長
委

員

ダイエ ット かなに か。
そ うです ね。 小学校 ５、 ６年生 の女 の子が 、痩 せては いな いんで しょ うけれ ども 痩せ

たいと いう 願望で しょ うね。 私も 食の指 導で 各学校 を回 って歩 くと 、やは りご 飯の量 を
少なく 詰め るんで すね 、女の 子た ちはそ うい う傾向 が５ 年生く らい から増 えて きます 。
メタボ もよ くない です けれど も、 やっぱ り痩 せてい るの もよく ない 、女の 子は 特に将 来
母親に なる 体とい うの もあり ます ので。
教育部 長

朝食の 問題 とも絡 むと 思いま す。 両面か らや っぱり やる 必要が ある と思い ます 。

指導担当課長

やや痩せの傾向があるというのは、県内の市町村の中で多くない例なんですが、

いずれ 滝沢 はそう いう 実態が ある ので、 いわ ゆるメ タボ だけで はな く痩せ 過ぎ も含め て
食の指 導が 必要だ とい うふう な認 識を中 央保 健所レ ベル では持 って いるよ うで す。各 学
校では 様々 な食育 に係 る取り 組み を、メ タボ 対策い きい きキッ ズと いうの があ るので す
が、実 際に はそれ は太 り過ぎ はい けない よと いうこ とだ けでは なく 、運動 の仕 方だと か
栄養の 取り 方につ いて も指導 いた だける 事業 という ふう なこと で、 来年度 も希 望する 学
校は実 施す るとい うふ うな動 きに なって おり ます。
委

員

公 民館、 図書 館、２ ペー ジのと こで 交流拠 点複 合施設 整備 とあり ます が、整 備と いう
と予算 のほ うはど うい うふう な形 で。

教育部 長

これは 予算 はない んで すけど も、 構想と いう か、教 育委 員会と して の考え 方、 例え

ば開架 式で 視聴覚 はど ういう ふう な内容 にす るとか です ね、あ るい は閲覧 室と いいま す
か学習室の在り方とか、まずは教育委員会としての考えを示してくれと言われてまして、
それら を総 体的に 含め ながら 全体 として の複 合拠点 施設 の基本 設計 に入る と思 います 。
委

員

ま だ、何 年度 に完成 する とかい うも のじゃ ない のです か。

教育部 長

一応２ ６年 度中に は完 成して ２７ 年度供 用開 始とい うこ とにな って おりま す。 ただ

役場前 の県 道をは さん での水 田地 帯です ので 、農業 とい うか農 地の 問題と か、 法的な 規
制が一 番の ネック とな ってお りま して、 それ によっ ては 早くな るこ とはな いと 思いま す
が遅く なる 場合も ある と。た だ目 標とし ては ２６年 度完 成、２ ７年 度供用 開始 と、そ し
て特に ホー ムとか 様々 な保健 福祉 施設の 機能 と併せ て、 いま非 常に 手狭に なっ ている 図
書館と いう ことが 主な 内容と なっ ていま す。
委

員

図 書館が こう いうと ころ に複合 され ている 施設 は、県 内に いくつ 位あ るので すか 。

生涯学 習課 長

正 確な 数はお さえ ていな いで すが、 新し い施設 はど ちらか とい うと複 合施 設が

多いよ うで す。
教育長

例 えば大 船渡 のリア スホ ール、 あそ こは中 に入 ってい ます 。

生涯学 習課 長
教育部 長

一 戸町 もホー ルと 一緒に 入っ ていま す。

特に大 船渡 は本屋 さん が地域 にな いとい うこ とで、 図書 館に本 屋さ んも一 緒に 入っ

ていま す。
教育部 長

年度前 半く らいで 、教 育委員 会の 考え方 、公 民館、 図書 館を統 括し ている のは 社会

教育委 員会 議です ので 、そち らに お諮り した り、最 後は もちろ ん教 育委員 会議 にも報 告
します けれ ども、 その 素案を 首長 部局の ほう に示し てい きたい と思 います 。
委員長

そ れでは この 方針は 基本 的なも ので すが、 ２３ 年度の 実行 計画の ほう にいき たい と思
います が、 なにか ご質 問等あ った らお願 いし ます。

委

員

もし、 この まま議 会を 通ると すれ ば、全 体の 事業と いう のは今 まで と比べ て増 えるの
ですか 、減 るので すか 。

教育部 長
委

員

減りま す。
村 全体の なか の教育 関係 の割合 とい うのは どう なんで しょ う。

教育部 長

若干低 下し ており ます 。特に 民生 費がと にか く扶助 費の 関係、 福祉 関係の 予算 が増

えてま して 、教育 費の 割合は 相対 的には 減っ ていま す。 ただ、 これ は特に 学校 の場合 に
は姥屋 敷の 体育館 の工 事とか 大き な事業 があ ると影 響を 受けま すの で、経 常的 な部分 に
ついて は増 えてお りま すので 、建 設費に よっ てかな り影 響を受 ける という ふう な状況 に
なって おり ます。 ある いは、 特に いま各 種臨 時交付 金で 補正で 順次 教育費 、特 に学校 施
設の改 修が 行われ てい ますの で、 当初予 算費 ではそ うで すが全 体を 総合的 にみ れば、 教
育費は ある 程度予 算が 確保さ れて いるの では ないか なと 思って いま す。
委

員

新 設の学 校は ２３年 度は 図面と 言い ました けど 、設計 では ないわ けで すね。

教育総 務課 長

設 計の ほうに 入っ ていく のは 、おそ らく ２４、 ２５ 年度に なっ ていく かと 思い

ますが 、先 程部長 がこ ちらの 複合 施設で もお 話しし たよ うに、 用地 の様々 な規 制等が ご
ざいま すの で、農 地で あれば 農地 、都市 計画 の市街 化調 整区域 であ ればそ れな りの手 続
き等が 必要 となっ て参 ります ので 、そう いう 手続き を踏 んでい かな ければ なら ないと い
うこと で、 申請書 類と いいま すか 、申請 を進 めてい くた めの図 面を 今回作 りた いと思 っ
ており ます 。
委

員

中 学校の 武道 場とい うの は、滝 中、 二中、 南中 と２５ 年度 まであ りま すが、 ３つ で終
わりで すか 。

教育総 務課 長

基 本的 には、 ここ の大き い学 校の部 分で という こと で、な かな か大き い学 校だ

と体育 館の 利用等 も学 級がい ろい ろ様々 使っ て参り ます ので、 空き がほと んど ない状 態
で畳と かを 出して おく という わけ にはい かな いとい った ことが あり ますの で、 武道場 を
整備し てい きたい と考 えてい ます 。なお 、一 本木中 学校 とか柳 沢、 姥屋敷 のほ うはそ れ
ぞれ柔 道用 の畳に つい て購入 して いきま す。 今年度 で確 か整備 され ると思 いま す。
委

員

指 導関係 では 、今ま でや ってき たも のが無 くな るもの と、 あるい は新 しく加 わる もの
とか、 そう いった 変更 する点 はあ ります か。

指導担 当課 長

公 開研 究会が 平成 ２３年 度は 柳沢小 中学 校が、 これ は東北 へき 地教育 研究 会と

２枚看 板で 実施を する という とこ ろが研 修関 係で大 きい ところ 、あ とは新 規に 実施す る
ものと して 、小中 連携 ジョイ ント アップ スク ール事 業と いうの があ るんで すが 、実際 に
予算要 求す るのは 旅費 のみで して 、需用 費、 消耗品 費は 通常の 事務 的予算 の事 業名の な
かに入 って るので 、そ れはち ょっ と見え ない 形です 。新 たに平 成２ ３年度 は第 二中学 校
区、そ して ２４年 度は 一本木 中学 校区で 取り 組みを 開始 してい ただ ける予 定と なって お
ります 。
委

員

就 学援助 関係 は増え てま すか。

教育総 務課 長

や はり 増えて おり ます。 事業 費ベー スで 申し上 げま すと平 成２ １年度 は３ 千百

万円く らい で、今 年度 は４千 ２百 万、そ して 来年度 は４ 千７百 万と 、４千 ７百 万にな る
部分で 先程 言いま した 新たに ３項 目が加 わっ たこと で約 ３百万 が増 えてい ると いう状 況
です。 人数 的にも 若干 増えて おり まして 大体 いま１ ０％ くらい でし ょうか 、小 中合わ せ
て５千 人弱 なわけ です が、５ ００ 人くら いが 就学援 助の 対象と なっ ており ます 。
委

員

そ れは要 保護 も含め てで すか。

教育総 務課 長

そ うで す。要 保護 、準要 保護 含めて とな ります 。要 保護の ほう はそん なに 多く

はない です が。

教育部 長

特にい ま就 学援助 費は 市町村 の独 自事業 にな ってお りま す。か つて は国の 補助 でし

たけど も、 国の交 付税 措置と いっ て一般 財源 化する とい うこと です けれど も、 人数が 増
えれば 増え るほど 市町 村の持 ち出 しも大 きく なりま す。 かつて は国 が１／ ２と かでし た
が。だ から 各市町 村と も大変 な問 題だと 思い ます。 市町 村によ って は、か つて の制度 に
戻して 欲し いとい う意 見もあ りま すけど 。大 都市圏 に比 べると まだ 比率は 少な いほう か
なと思 いま す。
委員長

他 にあり ます か。
（特に なし ）

委員長

そ れでは こち らは事 務報 告とい うこ とです ので 審議を 終了 してよ ろし いでし ょう か。
それで は以 上で教 育委 員会議 のほ うは終 了致 します 。
（閉 会時刻

６

会 議録 作成者

７

会 議録 署名委 員
教育 委員
教 育 長

教 育長

午 後４時 ００ 分）
盛川

通正

