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3月 定例教育委員会 議事日程 

 

１．日 時 平成29年3月15日（水）午後1時から 

２．会 場 教育委員会 会議室 

３．出席委員  

教育委員長      矢 野 ひとみ 

  教育委員       鷹 尾 秀 隆 

  教育委員       水 口 良 江 

  教育長        渡 邉 博 隆 

４．欠席委員 

  教育委員       髙 橋 久美子 

５．会議に出席した事務局職員 

教育監理監      井 上 伸 弥 

事務局長       靏 岡 正 直 

学校教育課指導主幹  大 西 聡 

社会教育課長     森 田 誠 司 

社会教育課課長補佐  安 田 敦  

学校給食センター所長 大 西 昌 治 

６．協議事項等 

(1) 議案審議  

議案第2号  伊予市学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則の一部を改正する規 

則について 

議案第3号  伊予市立幼稚園利用者負担額の減免に関する規則の一部を改正する規則に 

ついて 

   議案第4号  伊予市学校給食センター整備事業建設委員会設置要綱を廃止する告示につ 

いて 

   議案第5号  伊予市学校給食検討委員会設置要綱を廃止する告示について 

   

(2)  報告事項等 

ア 1月会議録報告 

イ 4月教育委員会行事予定について 

ウ 事務局報告事項等について 

エ  その他 

 

７．閉 会 
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午後１時 開会 

○靏岡局長 開会を宣言 

○矢野ひとみ委員長 それでは、３月の定例教育委員会のほうを開会したいと思います。 

 髙橋委員さんは、所用のため欠席となっております。よろしくお願いします。 

 今回の会議録の署名委員のほうは鷹尾委員さんになっておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○鷹尾秀隆委員 はい。 

○矢野ひとみ委員長 それでは、１月の会議録について、それぞれお手元のほうに書面が届い

ていると思います。御一読いただいて書面にて御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 はい、承認です。ありがとうございました。 

 それでは、早速協議事項のほうに入りたいと思います。 

 まず、１、議案審議、議案第２号伊予市学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則の一

部を改正する規則について説明をお願いします。 

 大西先生、お願いします。 

○大西指導主幹 失礼します。資料の１ページをお開きください。 

 伊予市学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則の一部を改正する規則についてという

ことで、伊予市学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則の一部を別紙のとおり改正した

いので、議決を求めます。 

 提案理由ですが、愛媛県教育委員会から今年度学校事務の共同実施のあり方に関する指針が

新たに示されました。それに伴って、伊予市学校事務の共同実施組織及び運営において規則の

一部を改正する必要が生じたため提案をいたします。 

 新旧対照表で御説明をしようと思いますが、その前によりわかっていただくために現在の共

同実施組織、それから29年度からの共同実施組織がどのように違っているのかということを簡

単に説明させていただいて、その後新旧対照表の話をさせていただいたらと思います。 

 現在は、伊予市内小・中学校13校で郡中小学校を拠点校とする郡中共同事務室、それから港

南中学校を拠点校とする港南共同事務室の２つの共同事務室に分かれて活動を行っています。

それぞれの事務室には室長、ともに事務長さんが室長をしているのですが、その室長のもとで

適切な事務処理、それから処理事項の確認審査などを共同で行うことを進めております。 

 29年度からこれがどのように変わるかというと、伊予市というものを一つの共同実施地域と

いうふうに捉えて、そこに地域長を置くことになります。その地域長のもとに郡中共同事務

室、港南共同事務室というのが置かれるという形になります。郡中、港南のそれぞれの事務室

の運営は今までと大きく変わるわけではないのですが、地域長は一体何をするのかといいます
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と、両共同事務室の指導監督に当たる、それから両事務室から上がってくる文書等についての

審査とか事前確認等を行う。場合によっては、内容によっては専決を行うこともできるという

ことになっております。あとは、13校の校長先生方との連携を図りながら統一した事務処理が

どの学校でも行われるような体制整備をすると、そういったことで組織のほうが変わってまい

ります。先ほど言いました地域長には事務長をもって充てるような形になります。その辺の組

織の違いが来年度出てきますので、それらをお知りおきの上でこれから新旧対照表の説明をさ

せていただきます。 

 それでは、５ページをお開きください。 

 まず、第２条のところに次の１項を加えます。太字になっているところです。「事務長が配

置されている共同事務室を含む複数または単数の共同事務室により構成する」ということで、

共同実施地域の構成についての説明を加えております。 

 続いて、第３条中の３項中、共同事務室の前に「共同実施地域に地域長を置き、」というの

を加え、同条中第８項を第９項、それから第７項を第８項にし、第６項中の事務係長の次に

「又は専門員」というのをつけ加えて第７項といたしました。室長補佐という役割がこれまで

は事務係長が行っていたのですが、ここに専門員をつけ加えたということになります。 

 それから、４項のところに「地域長には、事務長をもって充て、教育委員会が任命する。」

というものをつけ足していただきました。 

 それから、続いて第４条の第１項中の「室長は」というところを「地域長は」に改めさせて

いただきました。それから、「共同事務室を掌理し共同事務を統括する」を「共同実施地域内

の業務の取りまとめを行う」というふうに、それから「室長補佐及び室員を指揮監督する。」

を「共同実施地域内の共同事務室に対し、指導監督する。」というふうに改めさせていただき

ました。 

 それから、第４項を第６項に、第３項を第５項、そして第２項を第４項として、第１項の次

に次の２項を加えます。 

 まず、２項としまして「地域長は、構成校の管理職が行う事務について統一した事務処理が

行われるよう体制を整備する。」、３項、「室長は、構成校の管理職と連携を図り、共同事務

室内の業務の取りまとめを行うとともに、室長補佐及び室員に対し指導、助言する。」という

ものを加えました。 

 続いて、第６条の見出しの中ですが、「事前審査・確認」というものを「専決」に改め、同

条中に「共同実施地域」の前に「地域長は、」を加え、それから「人事給与、財務及びその他

の」及び「室長に事前審査・確認、又は」を削り、同条の本文中に「させる」を「する」に改

めました。 

 それから、第７条中第２項中に「拠点校」の次に「及び構成校」を加え、第３項中の「勤務

は」というところの次には「、」を入れさせていただきました。 
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 それから、第８条第１項中の「取り扱い」を「り」を除いた「取扱い」という表記に改め、

「地方公務員法」の次に「（昭和25年法律第261号）」を加えております。 

 それから、第９条第３項中の「学校の代表者、」の次に「地域長、」を加えて、運営協議会

の組織の一人として地域長を入れております。 

 それから、第10条、連絡組織ですが、３項中の「共同事務室の」の次に「地域長」を加え、

第５項中「副参事をもって充てる。」を「事務長をもって充て、教育委員会が任命する。」と

いうふうに改めさせていただきました。同条の第６項については削除をいたします。 

 それから、第11条第１項中に「室長」の前に「地域長、」を加え、「地域長、室長、室長補

佐及び」というふうな形で地域長を先頭に入れさせてもらいます。それから、要綱を規則に改

め、同条第２項中の「要綱」を「規則」に改めます。 

 それから、続きまして別表第２、大変小さい文字で見にくいのですが、室長の事前審査・確

認（専決）事項として掲げられた内容を改正の案のように地域長専決事項にかかわる内容に絞

ってまとめさせていただいております。 

 それから、続いて７ページですが、様式の１と様式の２については次のように改めさせてい

ただきます。 

 様式１については、発令事項に「伊予市共同実施地域地域長を命ずる」及び「伊予市共同実

施地域地域長を解く」という項目を追加しています。それから、様式２については「副参事」

を「事務長」に、「室長」を「地域長」に、事務係長の項目欄の「室長補佐」を「室長」に変

更します。また、専門員の備考欄に室長補佐の項目を新たに入れております。大変表的には見

にくいですけども、地域長が加わるということでそこをつけ加えなくてはならないので、その

ような変更をさせていただきました。 

 あと、平成の年号、それから発番についてはそのような形で、もう年号等を入れない形での

様式に変えさせていただこうと思っております。 

 非常にわかりにくい説明だったと思いますけれども、何かありましたら御質問いただいたら

と思います。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。県教委のほうから学校事務の共同実施のあり

方に関して説明をいただきました。 

 お話を聞いておりまして、何か御質問等ございましたでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 水口委員さんのところ、何か。 

○水口良江委員 最後のほうの別表第２の現行と改正案のところで、現行は「人事給与、財

務、その他」というふうに本当細かく書かれているのですが、別表２のほうではこういうふう

に変えられたっていうのは、内容的にはほとんど変わらないけど表現の仕方でこう集約された
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っていう意味に解していいのでしょうか。 

○大西指導主幹 はい、その意味合いの部分もありますが、別表第２のほうは専決事項だけを

取り扱ったものではなくて、事前にこういうことについては共同事務の枠の中で審査とかある

いは確認をするっていう項目までそこに含まれておりますので、その事前の審査・確認の部分

は省いて、地域長の専決にかかわる事項だけを別表２のほうにまとめたというふうに捉えてい

ただいたらと思います。 

○矢野ひとみ委員長 よろしいでしょうか。 

○水口良江委員 はい。 

○矢野ひとみ委員長 専決事項のみの表現ということでこういうふうになったということで

す。よろしいでしょうか。 

○水口良江委員 はい。 

○矢野ひとみ委員長 そしたら、御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 それでは、進めたいと思います。 

 議案第３号伊予市立幼稚園利用者負担額の減免に関する規則の一部を改正する規則について

説明をお願いします。 

 靏岡局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 それでは、８ページをお願いいたします。 

 議案第３号伊予市立幼稚園利用者負担額の減免に関する規則の一部を改正する規則につい

て、提案理由としまして子ども・子育て支援法施行令の一部が改正されることに伴い、規則の

一部を改正する必要が生じたので、提案したものでございます。 

 10ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

 減免適用の範囲としまして、第２条で今までは「最年長の子どもから順に２人目は通常の負

担額の半額、３人目以降については無料とする。」という表現だったものに、「ただし、第２

階層は第２子以降を無料とする。」というふうにつけ加えております。この第２階層というの

が市民税の非課税世帯という意味になります。 

 以上、簡単ですが、よろしくお願いします。 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 以上の説明ですが、何か御質問等ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 わかりました。 

 御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。それでは、承認をいたしました。 

 続いて、議案第４号伊予市学校給食センター整備事業建設委員会設置要綱を廃止する告示に

ついて説明をお願いします。 

 大西センター長さん、お願いします。 

○大西所長 11ページをお開きください。 

 議案第４号伊予市学校給食センター整備事業建設委員会設置要綱を廃止する告示についてで

すが、この委員会につきましては、平成25年度に新センターの設計及び工事、また運営方法に

関する協議を行うために設置したもので、委員は、大学教授、地元区長、食育推進会議副会

長、学校関係者、市関係者で構成されていたものですが、今年度、新センターの施設が完成

し、９月から運用を開始したことにより、本要綱を廃止するものです。 

 以上で説明を終わります。 

○矢野ひとみ委員長 これ、議案第５号と引き続いて御審議させていただいてよろしいです

か。 

○大西所長 はい。 

○矢野ひとみ委員長 それでは、説明を続けてお願いします。 

○大西所長 はい。それでは、議案第５号伊予市学校給食検討委員会設置要綱を廃止する告示

についてですが、この委員会につきましては、平成17年度、１市２町が合併した時点で、７つ

の調理場がありましたが、どの施設も老朽化が著しいため、市全体の学校給食の運営方針を調

査研究するために設置したものです。本会で、１センター化の答申をいただいたわけでありま

すが、このほど、先ほどの議案と同様に新センターの稼動が始まったことに伴いまして、本要

綱を廃止するものです。なお、補足ですが、本会の委員構成は、大学教授、学校関係者、公募

委員、市関係者で構成されております。 

以上で説明を終わりますので、よろしくお願いいたします。 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 それでは、議案第４号、議案第５号一括しての審議をしたいと思います。 

 説明をお聞きいただいて何か質問等ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 はい。 

 それでは、御承認いただけますでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 以上で協議事項のほうは終了したいと思います。 

 続けて、報告事項に進みたいと思います。 

 ４月の教育委員会行事予定について説明をお願いします。 
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 久保田先生、お願いします。 

○久保田指導主事 4月の学校教育課、学校関係の行事について説明を行った。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 続けて、社会教育課のほうお願いします。 

○安田課長補佐 4月の社会教育課の学校行事について説明を行った。 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 それでは、学校教育課、社会教育課まとめて質問等ございませんでしょうか。 

 入学式のほうは取り決めを行っていただいておりました。名前が入っております。また何か

ありましたら事務局のほうへお伝え下さい。 

 ございませんか、質問。ないですか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 それでは、事務局の報告事項等に進みたいと思います。 

 大西先生。 

○大西指導主幹 お手元に平成29年度学校教育基本方針（案）というもの、３枚つづりのもの

をお配りしておりますのでごらんください。 

 今年度末に各学校のほうから平成28年度の学校教育基本方針についての評価をいろいろして

いただきました。その評価をもとに来年度の案を作成しましたので、説明をさせていただきま

す。 

 まず、１枚目の趣旨、狙い、重点目標については今年度と変えておりません。それから、学

校教育充実のための方針の中のまず１番目の社会総がかりで取り組む教育の推進についても変

更はございません。 

 ２番、確かな学力の定着と向上についてですが、２枚目をお開きください。 

 (4)番として、主体的、対話的で深い学びに向けた授業の工夫・改善に取り組むという内容

をつけ加えさせていただきました。これは、次期学習指導要領の中でもうたわれておる内容で

ありますので、来年度からそういう授業改善に向けての動きをしてもらいたいなという思いで

入れさせてもらっております。 

 それから、３番目、豊かな心と健やかな体を育てる教育の推進の中で、特別の教科、道徳の

実施に向けて考え、議論する道徳の授業への転換を図るとともに、教科方法も研究していくと

いうことで、内容をそのような形で入れさせていただきました。 

 それから、(3)番、児童生徒がさまざまな形でえひめ国体・えひめ大会に積極的にかかわる

ことによりというのを入れた後に、生涯にわたってスポーツに親しむ資質や能力の育成と体力

の向上を図るというふうな形で少し変更をさせていただきました。 

 (4)番の(2)を赤にしているのは、いじめや不登校、非行防止等の問題は学校・家庭・関係機
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関が情報共有を図りながら積極的に未然防止や問題解決に取り組むというのがこれまでもう少

し下の項目で上がっていたのですが、やっぱり物すごく今重要な項目ですので、２番目にこれ

を入れかえさせていただきました。 

 それから、続いて３ページ目です。６番の教職員の資質・能力の向上と学校組織の活性化の

中に(4)番として、今働き方改革であるとか業務改善とかということが盛んに言われていると

思いますので、教職員の長時間労働の軽減及び子供と向き合う時間の確保を目指して、業務改

善に努めるというものをつけ加えさせていただきました。 

 それから、８番、安全・安心な学校づくりと教育環境の整備の中に(2)番に情報セキュリテ

ィーに関することとして、児童生徒の個人情報の保護を徹底するとともに、校内における情報

管理について絶えず見直しと改善を行うという項目をつけ加えます。 

 それから、(6)番、これはちょっと内容の変更ということです。給食センターが９月から運

用されたということで伊予市学校給食センターと連携・協力し、安全・安心な学校給食を実施

するとともに、食育の推進を図っていくというふうに表現を変えさせていただきました。 

 それから、(7)番は追加です。防災に関する内容を入れるということで、地域や学校の実態

に即した防災訓練を計画的に実施するとともに、学校防災マニュアルの見直しと改善を図り、

実効性のある防災教育の推進と充実に努めるということをつけ加えさせていただきました。 

 以上ですが、何かありましたら意見を出していただきたいと思います。 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 早速、29年度の学校教育基本方針が出たわけですが、変更点のみ詳しく説明していただきま

した。 

 何か御質問等ございませんでしょうか。 

 水口委員さん。 

○水口良江委員 内容がどうこうという、質問とかということではないのですが、今教育の中

で貧困の連鎖を食いとめるために２年ぐらい前から厚生省のほうで生活困窮者自立支援事業と

かということがスタートしたと思うのですよ。それと、ちょっと私はその内容がいまいちよく

わからないのですが、去年の12月の法案で教育機会確保法というような法律も出たと思うので

すけれど、何が言いたいかというと、可処分所得っていうのが、収入から税金とか社会保険料

とか必要な分を差し引いた可処分所得が１人228万円ぐらい、その半分未満しか所得がない世

帯がいわゆる貧困世帯、愛媛の貧困率は全国平均より高いというようなことを言われておりま

すので、貧困の連鎖にならんように、例えば教育委員会だけではわからん部分、福祉の分野が

ね、総合教育会議にした意味はそのあたりもあるのかなと私は思ったりするのですが、その両

方が連携をとりながらできるような、多分そういうのがだんだんできてきているのだろうと私

は思うのですが、ちょっとホームページを見た限りではなかなか内容的なものが見えづらいと

ころがありまして、そのあたりをお互いに勉強できるような、そして子供たちを守れるような
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体制ができればいいのかなと希望的に思うのですけれども、そこ辺をまた何かの機会に両方が

捉えられて連携できればよりいいのかなと思うのです。 

 それで、教育機会確保法、義務教育段階の不登校の児童生徒を国や自治体が支援するとい

う、子供が休んでも気持ちよく休めると言えばおかしいですけれど、誤解を招くかもしれませ

んが、自己肯定感が持てる、先生もね、そういう社会環境づくりも教育確保法にはあるのです

よと。機会確保法の中にある、今フリースクールありますよね。あそこも援助っていうのがど

ういう形であるのかっていうのが私もちょっとホームページを見ただけでは十分わからないの

ですが、またそういうふうな勉強をさせてもらう機会と連携が密にできればもう少し伊予市が

とってもいい子供の環境になるのではないかなと思ったりしまして、私自身が勉強不足で申し

わけないのですが、そういう機会を与えていただけるとありがたいなと思います。これは希望

です。 

○矢野ひとみ委員長 どなたかにお話しいただきますか。 

○水口良江委員 そうです。やっぱしいろいろ勉強せんと私なんかは分からないのですよ、は

っきり言って。色んなものが出てきて、読んだだけではなかなか見えづらいところもあって、

先生自体の現場が非常に大変だというのもよくわかるし、そうかといって前、教育長さんのお

話にもありましたけれど、十分な人材が確保できるわけじゃないですよね。それは行政でも学

校でも同じだと思うのですけれど、その中で地域の力っていうものを上手につなぐ、いかに上

手につないでいくか、いわゆるスクールソーシャルワーカー的な役、事務職員さんを雇うこと

ができなくてもそういう役割をしてくれる人ができれば先生の負担が少しでも軽くなるのな

と、そこの部分だけでいいますとね。やっぱし子供が貧困、伊予市で貧困を感じて、伊予市で

はそんなことはないっていう考えなのですかね。私はそこ辺が見えてこんので。伊予市の貧困

率っていうのは全く捉えられてないのか、そこ辺も私もよく分からないので。 

○矢野ひとみ委員長 事務局のほうで誰か水口委員さんの問いに。 

 局長さん、お願いします。 

○靏岡局長 伊予市の貧困率という数字は、申しわけないですけど把握はできておりません。

ただ、要保護世帯であったり準要保護世帯ということでいろいろな支援は既にもうしておりま

すので、そういったところも今後どう充実させていくかというようなことに今なろうかと思い

ます。 

 あと、そういうふうな組織的な体制ということですけど、これはもう人員配置が極めて重要

な話になってくるので、なかなか難しい面がございますが、どこまでできるかはちょっと言え

ないのですが、できるだけのことはやっていきたいとは思います。 

○矢野ひとみ委員長 １点はまたこの基本方針の６の(4)でつけ加えていただいて、長時間労

働の軽減っていう言葉と、それからもう一つは子供たちに向き合う時間を少しでもとれるよう

にということが願いを込めて４番目の項目はつけ足したというふうなので、また少しでもこれ
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が実際に生きて働く基本方針であれば改善できると思っています。 

 大西先生、お願いします。 

○大西指導主幹 今の長時間労働の軽減に関しては、もう既に本年度県のほうからも努めるよ

うにということが文科省を通じて届いてきているはずなのですが、今各学校においては先生方

の出勤、退庁時刻についての把握をいろんな形で取り組んでいただいています。例えば週案簿

に記載して何時に帰るときと何時に集計したとか、あるいは個人個人の一覧をつくってそこに

記載していくとかという形で管理職の先生方が長時間労働、どうしても業務が増えれば長時間

労働になってしまうというのがあるのですが、その辺を把握して言葉書きをするとかというこ

とについては努めていただいているのが現状です。ただ、先ほど言ったように業務を減らすと

いうことがなかなか難しい。人材が増えない限りこの辺は難しいのですが、まず一人の方に集

中的に業務が偏るとかということを避けていって、なるべくバランスのよい校務をしていくふ

うなことを取り組んでいただいているのは今現在の状況です。 

 これから先、ますます多分文科省からも業務改善に取り組むようにというふうな指示が出て

くるかと思うのですが、その都度また学校についてはいろんな形で協力を求めながら望ましい

軽減策っていうのを見つけたらいいなということは考えております。 

 以上です。 

○渡邉博隆教育長 ちょっといいですか。 

○矢野ひとみ委員長 はい、教育長さん。 

○渡邉博隆教育長 今日、愛媛新聞にも出ていたと思うのですが、文科省から各県、市町への

次年度について、特に長時間に関しては部活動の関係、部活動に従事する先生方が土日なし、

お休みなしで従事しておると。そういうのを緩和するためにいわゆる外部指導者を養成して、

外部指導者に対してそれなりの報酬関連も考えると。それから、職務的にも今までは外部指導

者というのは教職員でなかったというようなことが外部指導者を教職員という形の位置づけで

対応していこうというふうな意味合いに変わっていくようです。そうなると、高体連とか中体

連、外部指導者は職員じゃない人はベンチに入れないとかというふうな世界だったらしいので

すが、教職員という位置づけであれば外部指導者がもう直接部活動の人、教職員という形でそ

れぞれ今まで入れなかったところが入れるようになって、そして大会等の負担も教職員負担が

少なくなるというふうな方向に変わってくるようです。そして、週の中で必ずお休みをとるよ

うな体制をつくりなさいというふうな指導も今後していくのだというふうなことも書いており

ました。だから、この長時間労働の一つをクローズアップされておる部活動関係というのでし

ょうか、そういうものの緩和が今のところ文科省のほうから出てきておるなというふうなこと

は一応御理解いただいといたらと思います。 

○矢野ひとみ委員長 貴重な御意見ありがとうございました。またいずれ総合教育会議等にか

かると思いますから、そのあたりでも御意見をいただいて、こういうときにはなかなかここだ
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けでは解決できないことがあると思いますから、伊予市全体で見ていきたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 学校教育基本方針についてほかに御意見ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 それでは、これで御承認いただけますでしょうか。 

○渡邉博隆教育長 もう一つ。多分今日私、されておるのではないかと思うのですけれども、

学校評価とか、あるいは特色ある学校づくりの冊子が出ておると思うのですが、それを見られ

るときにこの基本方針の重点目標の項目、目標を一つの視点として見ていただくと各校の取り

組みがわかるのではないかと思います。どこへ重点を置いて学校経営としておるかというのが

わかるのではないかと思いますので、そういう視点で今年の重点目標と29年度の目標を変えて

おりませんので、そういう視点で見ていただくと大変ありがたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。この研究要覧こちらの冊子と評価。ちなみ

に、これのほうは予算が出ているのですね。 

○渡邉博隆教育長 はい。 

○矢野ひとみ委員長 市のほうから補助金が出ている、補助金を使っての事業、評価しての要

綱だと思います。 

○渡邉博隆教育長 初めの、一番最初のところに小学校20万円、中学校30万円のというふうな

形で書いておりますので、また。 

○矢野ひとみ委員長 よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。そしたら、これ（案）を消していただいたらよろしいですかね。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 はい。 

 それでは、事務局の報告事項等、ほかに何かありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 ないようでしたら、その他についていこうと思います。 

 久保田先生、お願いします。 

○久保田指導主事 そうしましたら、また教育委員さん方には入園式、入学式に御出席をいた

だけたらと思っております。参加者につきまして一覧表に示したものをお配りしておりますの

でご覧いただけたらと思うのですが、詳細につきましては各学校のほうから直接御自宅のほう

に案内状が届くと思いますので、そちらのほうで詳しい時間などは確認をいただけたらと思い

ます。 

 それから、出席ができなくなった場合にはまた教育委員会のほうまでお知らせいただけたら
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と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○矢野ひとみ委員長 よろしくお願いします。 

 その他でほかにございませんか。 

 大西先生。 

○大西指導主幹 先ほど教育長さんのほうからもお話がありましたが、封筒の中に４幼稚園と

小・中学校の全ての学校の学校評価報告書を入れております。それとあわせて、各学校が保護

者、地域に対してどのような啓発を行ったかということの啓発文書も一緒に添えておりますの

で、また中を見られてそれぞれの学校の特色ある活動について御一読いただいたらと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○矢野ひとみ委員長 ありがとうございました。 

 その他、ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○矢野ひとみ委員長 それでは、その他はないようですので、以上で私のほうは終了したいと

思います。 

○靏岡局長 閉会を宣言 

 

            午後１時４４分 閉会 

 


