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平成２９年第９回瑞穂市教育委員会定例会会議録 

平成２９年９月２８日（木）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２９年第８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36号 瑞穂市教育振興基本計画について 

日程第４ 議案第37号 瑞穂市教育委員会事務局職員の懲戒処分について 

日程第５ 承認第５号 瑞穂市教育委員会事務局職員の交通事故に対する懲戒

処分の基準について 

日程第６ 教育長の報告

日程第７ 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 

森 下 伊三男 

加木屋 加緒里 

○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 

  教育総務課長        矢 野 隆 博 

  学校教育課長        村 山 邦 博 
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  学校教育課主幹       郷   通 芳 

  学校教育課総括課長補佐   泉   大 作 

幼児支援課総括課長補佐   今 木 浩 靖 

  生涯学習課長        佐 藤 彰 道 

  生涯学習課主幹       國 枝 孝 治 

  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 
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開会 午後２時００分 

開会及び開議の宣告 

○教育長 定刻となりましたので、只今より平成２９年第９回瑞穂市教育委員会

定例会を開会致します。本日は瑞穂市立南小学校及び瑞穂市図書館分館の現場

視察を予定していますので、よろしくお願い致します。視察後こちらに戻って

議案の審議を行いたいと思います。 

～瑞穂市立南小学校・瑞穂市図書館分館現場視察～ 

○教育長 現場視察ご苦労様でした。只今より平成２９年第９回瑞穂市教育委員

会定例会を再開致します。 

日程第１ 平成２９年第８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２９年第８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２９年第８回瑞穂市教育委員会定例会会議録

の承認について、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 本日の会議録署名委員の指名について、議題と致します。 

 加藤委員にお願い致します。 

日程第３ 議案第３６号 瑞穂市教育振興基本計画について 

○教育長 日程第３ 議案第３６号 瑞穂市教育振興基本計画について、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３ 議案第３６号 瑞穂市教育振興基本計画について、

教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定により、瑞穂
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市教育振興基本計画を定めることについて、瑞穂市教育委員会の議決を求める。

平成２９年９月２８日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。提案理由、

国の教育振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を受け、瑞穂市における

教育振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策、その他の必

要な事項における計画を定める必要があるため。 

 ＜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 １５ページ事業の達成指標の２－（６）穂積中学校グラウンド整

備事業について、目標値がＵＰとの表記となっていますが内容の説明をお願い

します。 

○教育総務課総括課長補佐 新設テニスコート整備とその後の既設のグラウン

ド拡張も含めた整備事業であり、新設テニスコートの実施設計業務は完了して

事業費は算出できていますが、既設のグラウンド拡張も含めた総事業費として

明確な金額が算出できていませんので、パーセンテージでの表記が難しいため、

ＵＰという表記とさせていただきました。 

○加藤委員 １２ページ基本施策（５）教職員の指導力向上の取り組みの充実

について、教職員の働き方改革とは関連はあるでしょうか。 

○学校教育課長 ⑥中学校部活動社会人指導者派遣事業において、指導者を増

員することや、③教員に対する相談事業を充実させることにおいて、教職員の

負担軽減を図りたいと考えています。教職員の働き方改革そのものは記載され

ていませんが、４カ年計画を中心として進めていきたいと考えています。 

○加藤委員 ２０ページ基本施策（３）歴史・文化を活かしたまちづくりの①

文化財の保存と活用について、呂久地区においても貴重な歴史文化財がありま

すが、個人での管理には限界があるため行政主導で保存できるよう取組んでい

ただきたい。また、②文化の伝承と後継者育成について、高齢化も進み限られ

た人材の中で後継者を育成していくことも大変困難な状況となっていますので、

後継者育成に対する人材支援や金銭的な支援を検討していただきたい。 

○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第３ 議案第３６号 瑞穂市教育振興基本計画に
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ついて、可決することと致します。 

日程第４ 議案第３７号 瑞穂市教育委員会事務局職員の懲戒処分につ

いて 

○教育長 日程第４ 議案第３７号 瑞穂市教育委員会事務局職員の懲戒処分に

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３７号 瑞穂市教育委員会事務局職員の懲

戒処分について、人事に関する議案でありますので主幹以下は退室をお願い

します。 

～主幹以下 退室～ 

○教育総務課長 日程第４ 議案第３７号 瑞穂市教育委員会事務局職員の懲

戒処分について、瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則（平

成１６年瑞穂市規則第３６号）第１３条第１項の規定により、下記の職員に対

する懲戒処分について、瑞穂市教育委員会の議決を求める。平成２９年９月２

８日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加納博明。１氏名 非公開 職名 主事 

懲戒処分 訓告（瑞穂市職員の交通事故等に係る懲戒処分等に関する規程 

別表第１－２－オ）。２氏名 非公開 職名 主査 懲戒処分 口頭厳重注

意（瑞穂市職員の交通事故等に係る懲戒処分等に関する規程 別表第２－

２）。提案理由、瑞穂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則第

１２条の規定により、瑞穂市職員懲戒審査委員会委員長からの懲戒審査報告書

により答申を受けたため。 

  ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

○福野委員 １の職員について、前回の事故と今回の違反により累積点数６点

での処分であるが、速度違反等は時間に追われるなど時間的・精神的にゆとり

がないのではと推測でき、それにより業務にも影響を及ぼすことが考えられる

ので、勤務状況も注視しておく必要があると思います。 

○教育総務課長 勤務状況について、担当部署も含め注視します。 
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○教育長 その他ご質疑ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第４ 議案第３７号 瑞穂市教育委員会事務局職

員の懲戒処分について、可決することと致します。 

日程第５ 承認第５号 瑞穂市教育委員会事務局職員の交通事故等に対

する懲戒処分の基準について 

○教育長 日程第５ 承認第５号 瑞穂市教育委員会事務局職員の交通事故等に

対する懲戒処分の基準について、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５ 承認第５号 瑞穂市教育委員会事務局職員の交通

事故等に対する懲戒処分の基準について、平成２９年６月１日施行の市長部局

職員における瑞穂市交通事故等に係る処分決定手続き基準の設定に伴い、瑞穂

市教育委員会事務局職員に対して同様の基準を準用するため、瑞穂市教育委員

会の承認を求める。平成２９年９月２８日提出、瑞穂市教育委員会教育長 加 

納博明。提案理由、懲戒処分の迅速な決定及び処分を実行するため、瑞穂市教

育委員会事務局職員に対して、別紙のとおり瑞穂市交通事故等に係る処分決定

手続きの基準を準用するもの。 

  ＜資料により説明＞ 

   ～ 質疑・討論 ～ 

○教育長 ご質疑ございませんか。 

  異議なしと認めます。日程第５ 承認第５号 瑞穂市教育委員会事務局職員

の交通事故等に対する懲戒処分の基準について、承認することと致します。

日程第６ 教育長の報告 

○教育長 今月より２学期がスタートしています。本田小学校・南小学校におい

て大規模改修工事を実施し、市内の小中学校のトイレ洋式化が完了しました。

県内平均４０パーセントの整備率から考えると、当市においての学習環境は良

くなっています。また、空調機器においても整備済であるため高い整備率であ

ります。中学校にＩＣＴ機器が導入され、デジタル教科書を活用し毎日１００

パーセントに近い稼働率です。生徒達の授業への取組む姿勢も変わり、教員の
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授業の準備も少しではありますが軽減されてきていると感じました。昨日、文

部科学省のＩＣＴ教育活用アドバイザーの派遣制度によるアドバイザーの方か

ら、機器導入による検証方法（評価・今後の考え方等）についてのアドバイス

をいただきました。先日、小中学校の運動会が執り行われました。運動会の開

会式において、児童・生徒達の声が大変大きくなったと感じました。「あいさ

つのまちみずほ」の成果ではないかと思いました。瑞穂市議会が明日２９日を

もって終了致しますが、教員の多忙化についての質問がありました。これにつ

きまして、文部科学省の学校業務改善アドバイザーからアドバイスをいただき

ました。今後は校長会にも出席をしていただき、アドバイスをいただき業務改

善に努めたいと考えています。このように議会から教員を心配していただいて

いることは、大変有り難いことであると思います。

日程第７ その他 

○教育長 教育総務課長。

○教育総務課長 次回定例会においてＩＣＴ機器導入によります、巣南中学校

の現場視察を行いたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

○教育長 学校教育課長。

○学校教育課長 各小中学校において研究発表会を行いますので、よろしくお

願い致します。小学校英語指導力向上研修を３年生以上の学級担任を対象に行

っておりますので報告致します。北朝鮮による弾道ミサイル発射に伴う学校の

対応について、保護者に配付をしました。また、市及び各学校ホームページに

掲載を行う予定ですので報告致します。 

○教育長 幼児支援課総括課長補佐。

○幼児支援課総括課長補佐 保育所・幼稚園・認定こども園・放課後児童クラ

ブの現況についての資料をお配りしましたのでご一読下さい。瑞穂市公私連携

保育法人の指定に係る公募選考結果の公表について、過日９月１６日に穂積保

育所にて行われたプレゼンテーション審査の結果、評価点の高かった事業者を

候補者として決定するため、指名選考委員会にて選考経過の報告を行い、市長

決裁の稟議中です。決裁後に採否の決定を行い資料のとおり公表を行う予定と

なりますので報告致します。保育所運動会を１０月１４日に行いますので、ご
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参観いただきますようお願い致します。 

○教育長 生涯学習課長。

○生涯学習課長 瑞穂市図書館の開館時間延長について、本年度の夏休み期間

中の７月２１日から８月３０日の間を通常開館時間より前後１時間の延長を行

いましたが、実施結果から通常開館時間の前後３０分の延長で利用者の満足は

得られると判断し、来年度の夏休み期間中の延長は、通常開館時間の前後３０

分の延長で進めて行きたいと考えています。本巣市ＤＢＯ方式における観光等

施設の指定管理の状況について、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１

日の５年間を本巣市観光みらい創造グループの代表事業者シダックス大新東ヒ

ューマンサービス株式会社が指定管理者として、９月７日本巣市議会において

可決されましたので報告致します。９月１５日にシダックス大新東ヒューマン

サービス株式会社の担当者と打ち合わせを行った結果、瑞穂市うすずみ研修セ

ンターに関して、本巣振興公社との間で締結している協定内容について継続す

ることを確認しましたので報告致します。（仮称）中山道大月多目的広場の整

備について、今年度中に利用用途・イメージ図の作成、平成３０年度に本設計、

平成３１年度に工事着工のスケジュールで進めていきたいと考えています。整

備方針について地元西小校区連合自治会への説明を行い、了解をいただきまし

たので報告致します。１０月２６日に和宮秋の例祭が開催されますので、よろ

しくお願い致します。 

○教育長 次回の会議日程ですが、平成２９年１０月２４日、火曜日、午後２時

００分より平成２９年第１０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 本日はお忙しいところありがとうございました。これをもちまして、

平成２９年第９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１０分 
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瑞穂市教育委員会会議規則第２７条第２項の規定により、ここに署名する。

  平成２９年１０月２４日 

      瑞穂市教育委員会 教育長 

               委 員 

※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１

３条第６項のただし書により、人事に関する事件その他の事件について、出席委

員の３分の２以上の多数で議決があった場合は非公開とします。 




