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平成２９年第１回瑞穂市教育委員会定例会会議録 

平成２９年１月２４日（火）午後２時００分開議

議 事 日 程 

開会及び開議の宣告 

日程第１ 平成２８年第１２回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認について 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

日程第３ 議案第１号 瑞穂市立本田小学校（校舎・屋内運動場）大規模改修 

工事について 

日程第４ 議案第２号 瑞穂市立南小学校大規模改修工事について 

日程第５ 議案第３号 瑞穂市部活動に係る社会人指導者派遣事業実施要綱の 

制定について 

日程第６ 議案第４号 瑞穂市図書館資料の除籍事務処理要綱の制定について 

日程第７ 議案第５号 瑞穂市外国語指導助手設置要綱の一部を改正する告示 

について 

日程第８ 議案第６号 瑞穂市学校生活支援員派遣要綱の一部を改正する告示 

について 

日程第９ 議案第７号 平成２７年度教育に関する事務の管理及び執行の状況 

の点検及び評価に関する報告書の提出について 

日程第10 教育長の報告 

日程第11 そ の 他 

閉会の宣言 

○本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

○本日の会議に出席した委員 

  加 納 博 明 

  加 藤   悟 

  福 野 佐代子 

麓   英 里 
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森 下 伊三男 

○本日の会議に欠席した委員 

  なし 

○本日の会議に説明のため出席した者の職・氏名 

  教育次長          髙 田 敏 朗 

  教育総務課長        久 野 秋 広 

  学校教育課長        村 山 邦 博 

  学校教育課主幹       郷   通 芳 

  学校教育課総括課長補佐   泉   大 作 

  幼児支援課長        山 本 康 義 

幼児支援課総括課長補佐   今 木 浩 靖 

  生涯学習課長        伊 藤   巧 

  生涯学習課主幹       山 本 邦 宏 

生涯学習課総括課長補佐   広 瀬 常 司 

○本日の会議に職務のため出席した者の職・氏名 

  教育総務課総括課長補佐   小 倉 孝 一 

○傍聴者 

  なし 



3 

開会 午後２時００分 

開会及び開議の宣告 

○教育長 皆さんこんにちは。年明けに総合センターにおいて成人式が執り行わ

れました。私も初めて参加致しましたが、非常に感動的で大変良い成人式で

ありました。これからも継続していくことを心から思っています。それでは

定刻になりましたので只今より、平成２９年第１回瑞穂市教育委員会定例会

を開会致します。 

日程第１ 平成２８年第１２回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認に

ついて 

○教育長 日程第１ 平成２８年第１２回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認

について、議題と致します。事務局より過日郵送にてお配りいただいておりま

すがご異議ございませんか。 

異議がないようですので、平成２８年第１２回瑞穂市教育委員会定例会会議

録の承認については、承認することと致します。 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

○教育長 日程第２ 会議録署名委員の指名について、議題と致します。 

 福野委員にお願い致します。 

日程第３ 議案第１号 瑞穂市立本田小学校（校舎・屋内運動場）大規

模改修工事について 

○教育長 日程第３ 議案第１号 瑞穂市立本田小学校（校舎・屋内運動場）大

規模改修工事について、議題と致します。 

事務局より説明を求めます。 

○教育総務課長 日程第３ 議案第１号 瑞穂市立本田小学校（校舎・屋内運

動場）大規模改修工事について、瑞穂市教育委員会事務委任規則（平成１５年

瑞穂市教育委員会規則第６号）第１条第９号の規定により、瑞穂市教育委員会

の議決を求める。

 ＜資料により説明＞ 
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   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

  ご異議ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第３ 議案第１号 瑞穂市立本田小学校（校舎・

屋内運動場）大規模改修工事について、可決することと致します。 

日程第４ 議案第２号 瑞穂市立南小学校大規模改修工事について 

○教育長 日程第４ 議案第２号 瑞穂市立南小学校大規模改修工事について、

議題と致します。 

事務局より説明を求めます。 

○教育総務課長 日程第４ 議案第２号 瑞穂市立南小学校大規模改修工事に

ついて、瑞穂市教育委員会事務委任規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第

６号）第１条第９号の規定により、瑞穂市教育委員会の議決を求める。 

  ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

○加藤委員 体育館トイレ改修予定の計画はありますか。 

○教育総務課長 今回の改修には含まれていません。施設管理計画において、

体育館の大規模改修時期になれば、同時にトイレの洋式化についても実施して

いく予定です。 

○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

  ご異議ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第４ 議案第２号 瑞穂市立南小学校大規模改修

工事について、可決することと致します。 

日程第５ 議案第３号 瑞穂市部活動に係る社会人指導者派遣事業実施

要綱の制定について 

○教育長 日程第５ 議案第３号 瑞穂市部活動に係る社会人指導者派遣事業実

施要綱の制定について、議題と致します。 

事務局より説明を求めます。 
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○学校教育課長 日程第５ 議案第３号 瑞穂市部活動に係る社会人指導者派

遣事業実施要綱の制定案を別紙のとおり提出する。平成２９年１月２４日提出、 

 瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、技術指導に優れた社会人指導

者を派遣することにより、中学校部活動の活性化と教職員の多忙化解消を図る

ことを目的とした要綱を新たに制定するもの。 

 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

○森下委員 任期についての記載がありませんが、一年更新でしょうか。 

○学校教育課長 基本一年更新となります。 

○森下委員 その旨の内容を記載する必要があると思います。 

○学校教育課長 任期についての内容を追記致します。 

○加藤委員 第９条の普通傷害保険に加入するものとありますが、通常のスポ

ーツ保険と同じ保険でしょうか。 

○学校教育課長 保険内容については同じです。 

○加藤委員 指導者が自宅から指導場所へ向かう道中も含めた保険となってい

ますか。 

○学校教育課長 はい。 

○森下委員 交通費は手当に含まれていますか。 

○学校教育課長 謝礼に含まれています。 

○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

  ご異議ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第５ 議案第３号 瑞穂市部活動に係る社会人指

導者派遣事業実施要綱の制定について、可決することと致します。 

日程第６ 議案第４号 瑞穂市図書館資料の除籍事務処理要綱の制定に

ついて 

○教育長 日程第６ 議案第４号 瑞穂市図書館資料の除籍事務処理要綱の制定

について、議題と致します。 

事務局より説明を求めます。 
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○生涯学習課長 日程第６ 議案第４号 瑞穂市図書館資料の除籍事務処理要

綱案を別紙のとおり提出する。平成２９年１月２４日提出、瑞穂市教育委員会

教育長 加納博明。提案理由、瑞穂市図書館の整備を進めるにあたり、図書館

資料の適正化を図り整理を促進するために、瑞穂市図書館資料等の不用決定等

事務処理要綱（平成１８年瑞穂市教育委員会告示第１１号）の全部改正を行う

もの。 

 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

○森下委員 別記様式で不用理由が備考に変更されていますが、変更した理由

はありますか。 

○生涯学習課長 不用の理由を備考欄に記載するため内容は同じです。 

○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

  ご異議ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第６ 議案第４号 瑞穂市図書館資料の除籍事務

処理要綱の制定について、可決することと致します。 

日程第７ 議案第５号 瑞穂市外国語指導助手設置要綱の一部を改正す

る告示について 

○教育長 日程第７ 議案第５号 瑞穂市外国語指導助手設置要綱の一部を改正

する告示について、議題と致します。 

事務局より説明を求めます。 

○学校教育課長 日程第７ 議案第５号 瑞穂市外国語指導助手設置要綱の一

部を改正する告示案を別紙のとおり提出する。平成２９年１月２４日提出、

瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、平成２９年度より、勤務状

況等の評価に基づいて外国語指導助手の職務内容の追加と再任を行うため。 

 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

○加藤委員 第５条第９号に放課後児童クラブへの協力とありますが、どの様
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な協力体制を考えていますか。 

○学校教育課長 昨年度及び今年度の夏期に市民センターにおいて、ＡＬＴに

よる英語の歌を歌ったりゲームをしたりする、イングリッシュサロンを開催し

ました。この様な英語に親しむ活動を取り入れて行いたいと考えています。具

体的には今後、放課後児童クラブの担当と協議を行い進めていきたいと考えて

います。 

○福野委員 ＡＬＴは色々な国籍の方がいますが、それぞれの国における教育

方法があると思います。日本と違う考え方もあり、子どもを育てることに関し

て良い部分も多くあると思いますので、そのようなことも保護者の方が学ぶこ

とを行ってはどうでしょうか。 

○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

  ご異議ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第７ 議案第５号 瑞穂市外国語指導助手設置要

綱の一部を改正する告示について、可決することと致します。 

日程第８ 議案第６号 瑞穂市学校生活支援員派遣要綱の一部を改正す

る告示について 

○教育長  日程第８ 議案第６号 瑞穂市学校生活支援員派遣要綱の一部を

改正する告示について、議題と致します。 

事務局より説明を求めます。

○学校教育課長 日程第８ 議案第６号 瑞穂市学校生活支援員派遣要綱の一

部を改正する告示案を別紙のとおり提出する。平成２９年１月２４日提出、瑞

穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、学校生活支援員に関する雇用形

態を見直すことにより、勤務条件等を整備する必要があるため要綱を改正する

もの。

 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

○加藤委員 支援の設置期間について、生活支援員の設置期間は、１年度１５

０日以内となっていますが、勤務日が１５０日以内であるのか、それとも勤務
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時間を総計して１５０日換算するのかどちらでしょうか。 

○学校教育課長 賃金予算の範囲内で収まる１５０日以内としてあります。勤

務時間が６時間の方で、都合が悪く３時間で勤務を終えた日があった場合は、

別の日で３時間勤務をする場合もあります。 

○加藤委員 勤務時間が４時間の場合は１５０日を超えても良いのでしょうか。 

○学校教育課長 勤務時間を６時間から７時間の可能な方を採用したいと考え

ていますので、４時間勤務については考えていません。 

○森下委委員 第８条第２項の実績報告書の提出については、削除されるので

しょうか。 

○学校教育課長 これまでは有償ボランティアという形でありましたが、今回

の改正により瑞穂市補助職員として雇用することになり、そちらで評価をする

ため実績報告書の提出は不用となりますので削除致します。 

○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

ご異議ございませんか。 

異議なしと認めます。日程第８ 議案第６号 瑞穂市学校生活支援員派遣要

綱の一部を改正する告示について、可決することと致します。 

日程第９ 議案第７号 平成２７年度教育に関する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価に関する報告書の提出について 

○教育長 日程第９ 議案第７号 平成２７年度教育に関する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価に関する報告書の提出について、議題と致します。 

事務局より説明を求めます。

○教育総務課長 日程第９ 議案第７号 平成２７年度教育に関する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書の提出について、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条の規定

により、平成２７年度の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価に関する報告書を議会に提出することについて、瑞穂市教育委員会の議決を

求める。平成２９年１月２４日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提

案理由、教育委員会に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行うとともに、その結果に関する報告を議会に提出する必要があるため。
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 ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

  ご異議ございませんか。 

異議なしと認めます。日程第９ 議案第７号 平成２７年度教育に関する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書の提出について、可決

することと致します。

日程第１０ 教育長の報告 

○教育長 現在、来年度事業についての予算査定を受けている状況です。来年度

の主な事業としてＩＣＴ教育、英語教育に対しての予算計上を行い査定を受

けています。また、教育施設関係の工事についても予算確保を行い随時執行

していく予定でいます。議会において、瑞穂市体育協会補助金の取扱いにつ

いて指摘を受け、瑞穂市補助金交付要綱のその他の補助として取扱うとの結

論となりました。今後、単年度で執行する補助金は今まで通りとし、特別必

要となり執行する場合には、教育委員会事務局として十分に検討をした上で、

議会へ協議及び報告をしていけば今回の様なことはなくなると思いますので、

体制をしっかり整えたいと考えています。保育所民営化については、以前よ

り説明をさせていただいていますが、１月末から３月に向けて整備計画案を

ホームページに掲載しパブリックコメントを実施し意見をいただきたいと思

います。また、当該保育所の地域住民の方や保育所へ通っている保護者の方、

自治会の方々に説明をして意見をいただき、募集要項を整備した上で次年度

に入りたいと考えています。 

日程第１１ その他 

○教育長 教育総務課長。 

○教育総務課長 来年度より広報みずほに教育委員会の紹介を掲載いたします

ので報告致します。 

○教育長 来年度より広報みずほに教育委員会事務局の掲載を予定しています。

図書館や学校給食、学校の紹介等を考えていますのでよろしくお願い致します。 
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○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 学校職員体制について、生津小学校で２名の教員補充があり

ましたので報告致します。インフルエンザに伴う学級閉鎖について、１月に入

り穂積小学校で６年１組、５年１組、４年２組で学級閉鎖となっています。ま

た、本田小学校の４年が１月１７日・１８日と学年閉鎖をしています。牛牧小

学校で昨日学級閉鎖を行い、本日は登校しています。ほづみ幼稚園のもも組が

今日と明日を学級閉鎖としています。瑞穂市教育振興基本計画１月案をお配り

しましたので、ご一読いただきご意見をいただけたらと思いますのでよろしく

お願い致します。 

○教育長 幼児支援課長。 

○幼児支援課長 １月２０日に子育て支援員研修についての新聞折込チラシが

４万部配布されました。子育て支援員とは、放課後児童クラブ指導員や小規模

保育所の保育士の補助を行う方の研修です。放課後児童クラブが７名、保育士

の補助を行う方１０名の申込みがありましたので報告致します。 

○教育長 生涯学習課長。 

○生涯学習課長 読書のまちみずほを目指す当市では、子ども達の成長に応じ

て家庭・地域・学校・図書館が連携を行い、「本に親しみ、本を楽しみ、本か

ら学ぶ」を基本目標に、読書活動推進計画を策定し推進しています。第二次瑞

穂市子どもの読書活動推進計画策定に向けての骨子として３点掲げています。

①「家読（うちどく）」運動の啓発・推進と家庭での読書環境の整備、②児童

生徒の読書記録が履歴として財産になっていくシステムの構築（読書通帳）、

③小学生の読書活動を「充実」させ、中学校での「強化」としてまとめていま

す。この案につきましては、２月３日までパブリックコメントを実施していま

すので、意見を集約し次回の定例会に報告をさせていただきます。ご一読いた

だきご意見をいただけたらと思いますのでよろしくお願い致します。 

○教育長 次回の会議ですが、平成２９年第２回瑞穂市教育委員会定例会を平成

２９年２月２４日、金曜日、午後１時３０分から、教育支援センターにて開催

致します。また、平成２９年３月７日、火曜日、午前１１時３０分から平成２

９年第１回瑞穂市教育委員会臨時会、平成２９年３月２３日、木曜日、午前１
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１時３０分から平成２９年第３回瑞穂市教育委員会定例会ということでよろし

くお願い致します。 

閉会の宣告 

○教育長 これをもちまして、平成２９年第１回瑞穂市教育委員会定例会を閉

じさせていただきます。 

閉会 午後４時０７分 




