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議題及び 議事の大 要
委員長

これ から平成 ２４年度第１ １回の教 育委員会議を 開催しま す。
（開会時 刻

午後１時 ３０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 飯島委員にお 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 飯島委員 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 。）
２月９日、第５回たきざわ夢灯り２０１３が行われました。村長は滝沢駅前、副村長
は役場前、私はふるさと交流館のほうに参加しました。ふるさと交流館では、子どもの
会と中学生の会と４０名程が参加しました。合図でみんなで点火しましたが、風が強く
て、火が消えたりということもあり、雪で囲いを作ったりして工夫していました。各地
区、子ども会単位で夢灯りに参加したようです。
２月２３日チャグホ塾全体学習発表会がふるさと交流館でありました。工芸を行う部
屋では、今年度取り組んだ様子を壁新聞にして貼り出したりしていました。また、２階
ではオセロや将棋の対戦をやっており、村長も参加していました。その他、紙飛行機を
作るなどして遊んでいました。その後、ミュージカルのようなサークル活動の発表会が
行われました。観客も多数入っていました。
２月２６日ですが、村青少年健全育成関係者懇談会が老人福祉センターで９０名程の

参加で行われました。これは、少年補導員、スクールガード、民生児童委員、保護師、
各学校の校長や保護者などが集う年１回の懇談会です。それぞれに子どもたちの実態を
お話いただいて、懇談を深めて、今後どうしていったらいいかというような話合いの場
です。例年ですと、児童生徒の様子について、直してほしいことなどの意見が出たりし
ますが、昨日の会議では、食育の大切さについてお話がでました。また、中学校の校長
から今の子どもたちの様子について健全に育っているとのお話があり、各団体の方々か
らも同様の意見が出されました。しつけ・家庭教育が大切であると皆さんで共通理解を
したところです。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

１月 ３０日の 新設小学校整 備委員会 は、どのよう な内容だ ったのですか ？

教育総務課長

第３回 目となる委員 会でした が、地域の方 々やＰＴ Ａの皆様の声 を集めた もの

を披露しても らい意見 をまとめると いうこと をしておりま す。昨日 も委員会があ り、子
どもたちの視 点に立っ た誇れる学校 を作ろう という意思統 一は図ら れましたので 、それ
を受けて基本 計画を策 定する予定と なっ てお ります。
委員長

基本 計画に向 けての話合い というこ とですね。

委員長

ほか に、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

それ では日程 第５。選挙第 １号

滝 沢村教育委員 会委員長 職務代理者（ 第１順位 者）

の選挙につい て、事務 局の説明を求 めます。
教育総務課長

（資料 により説明す る。）

前教 育委員佐 藤泰美氏が職 務代理者 第１位であり 、任期が 平成２５年２ 月２０日 で満
了となってい ることか ら、現在、不 在になっ ているという ことで選 挙するもので ござい
ます。よろし くお願い 致します。
委員長

以上 で説明が 終わりました 。お謀り したいと思い ます。方 法としては投 票と指名 推薦
の方法があり ますが、 どちらにいた しましょ うか。

委

員

委員長

推薦 でお願い します。
推薦 という声 がありました が、指名 推薦でよろし いでしょ うか。
（全員 異議なし）

委員長

それ ではどな たかを推薦を お願いし ます。

委

菊池 委員さん にお願いし ま す。

員

委員長

菊池 委員さん の推薦がござ いました 。いかがする かお諮り します。
（全員異議な し）

委員長

満場 一致で菊 池委員を第１ 順位者と して決定しま した。よ ろしくお願い します。

教育総務課長

任期は 平成２５年２ 月２７日 から平成２６ 年２月２ ６日までの１ 年間とな って

おります。

委員長

日程 第６。事 務報告

平成 ２５年度 教育施政方針 等につい て（案）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

私 のほうか ら説明致しま す。本施 政方針につき ましては 、３月議会開 会初日に 、教

育委員長さん には、朗 読をお願いす るもの で あります。
（資料により 説明する 。）
委員長

説明 が終わり ましたが、質 問ござい ますか。

委員長

あったかハートは１２名から３名になるようですが、特別支援員は拡充のようですが。

教育部長

２ 名増えま した。１６名 から１８ 名に増えてい ます。
学校図書館サ ポーター 、あったかハ ートのサ ポーター、学 力向上指 導員の３事業 につ

いては、国の 緊急雇用 創出事業とい うことで 実施してきま したが、 来年から制度 の適用
にならないと いうこと で、財政サイ ドからは 全部廃止だと も言われ ておりました が、な
んとか折衝努 力で学校 司書は５人、 あったか ハ ートは３人 、特別支 援員２名増と いうこ
とで厳しい財 政状況の 中で最善の人 員を確保 できたのでは ないかと 思います。大 規模校
中心に非常勤 職員を配 置していきた いと考え ております。
委員長

少人 数学級の 拡大というの は、どの ようになって いますか 。

教育部長

政 権交代で 、現在、自民 党政権と なりましたが 、国では 、現行どおり で拡大し ない

ということで したが、 県教委の事業 で２５年 度は３年生ま で、２６ 年度は４年生 まで３
５人学級を拡 大すると いうことです 。
教育長

２５年度に対象となる学校は、鵜飼小と滝沢第二小学校の２校です。県の単独事業 で、
人をどこから 確保する かという問題 があり、 県では加配の 教員、加 配とは、少人 数指導
に取り組む学 校に教員 を配置してい たもので すが、少人数 指導の教 員のほかに少 人数学
級の教員を配 置するわ けではないた め、加配 教員は減ると いうこと になります。 学校に
よっては、課 題を抱え ている子が多 い場合に 、少人数指導 の方が良 い場合もあり ます。
学校として学 校長の考 えを尊重して 、対応し ていきたいと 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
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