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令和元年６月 定例教育委員会 
 

日 時  令和元年６月２７日（木）９時３０分～ 

 

場 所  中央保健福祉センター ６階研修室２ 

 

出席者 

 （教育委員） 

  中島教育長職務代理者 深町委員 合田委員 内海委員 

 （事務局） 

  池田教育次長兼新しい学校推進室長 陣内教育次長兼学校教育課長 小田副理事兼社会教

育課長 友永総合教育センター長兼総合教育センター課長 松尾総務課長 吉田学校保健

課長 山口文化財課長 嶋田スポーツ振興課長 梶山教育センター所長 坂口図書館長 近

藤青少年教育センター所長 熊本総務課長補佐 

 

欠席者 

  西本教育長 

 

傍聴者 ０名 

 

内 容 

 (1)教育長報告 

 

 (2)平成３１年４月分議事録の確認 

 

 (3)議 題 

  ① 佐世保市公民館運営審議会委員の委嘱の件 

 

 (4)協議事項 

  ① 令和元年度（平成３０年度活動）佐世保市教育委員会自己点検及び評価について 

 

 (5)報告事項 

  ① 令和元年度卒業（園）証書授与式・修了式及び令和２年度入学（園）式・始業式について 

  ② 後期学校訪問計画について 

  ③ 令和元年度佐世保市中学校体育大会の結果について 

  ④ 少年の主張大会の開催について 

  ⑤ 日本遺産映像作品のアクセス数について 

  ⑥ 図書館開催のイベントについて 

  ⑦ 学校適応指導教室（あすなろ教室）第１回教室公開について 
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 (6)その他 

  ① 令和元年度第１回総合教育会議 テーマについて 

  ② 次回開催予定 

 

◆ 教育長報告 

○  ５月２８日 学校適応指導教室開級式 

               学力向上第１回本部会議 

○  ５月２９日 学校訪問（Ｂ）金比良小 

       教育センター委嘱状交付式 

       明社協 理事会・総会 

○  ５月３０日 学校訪問（Ｂ）鹿町小 

○  ６月 １日 大久保小「いのちを見つめる集会」 

○  ６月 ２日 市子連定期総会 

       歯と口の健康週間図画ポスター展表彰式 

○  ６月 ３日 学校訪問（Ａ）祗園小 

○  ６月 ４日 学校給食会評議員会 

○  ６月 ５日 奨学金選定委員会 

       頌徳会 

○  ６月 ６日 学校訪問（Ｂ）春日小 

       県知事・県議会議長要望 

○  ６月 ８日 佐世保市中学校体育大会開会式・会場視察 

○  ６月１１日 学校訪問（Ｂ）清水小 

○  ６月１２日 前期教育委員会 

       教育長表敬（黒髪少年剣道育成会） 

○  ６月１３日 ６月定例市議会本会議 

○  ６月１４日 小佐々中学校５０周年記念式典 

○  ６月２２日 スポーツ推進委員懇親会 

○  ６月２３日 佐世保市ＰＴＡ研修会 

       いのちを見つめる講演会 

○  ６月２５日 ＮＰＯ法人佐世保市海洋スポーツ協会総会・懇親会 

○  ６月２６日 文教厚生委員会 

       学校菜園助成金贈呈式 

 

【中島教育長職務代理者】 

 それでは、改めましておはようございます。ただいまから定例の委員会を始めますけ

れども、今日は西本教育長が、急に体調を崩されたということで、出席ができないこと

となりました。そのため、進行を仰せつかっておりますのでよろしくお願いいたします。

重要事項がだくさんございますけれども、できるだけスムーズに進めたいと思いますの

で、ご協力方よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは内容に入ります。４月の定例協議の議事録でございますけれども、委員様の

何かお気づき等はもう事前に総務課にご指摘していただいていると思いますので、よろ

しゅうございますでしょうか。 

 

【全委員】 

 はい。 
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【中島教育長職務代理者】 

 それでは、議事録については了承ということで、次に行きたいと思います。 

 議題の①番です。佐世保市の公民館運営審議会委員の委嘱の件につきまして、事務局

から説明をお願いします。 

 

【小田副理事兼社会教育課長】 

 社会教育課長です。おはようございます。それでは、議題として１項目ございます、

佐世保市公民館運営審議会委員の委嘱の件につきましてご提案をいたします。こちらは

当日配付資料１の２ページ目をご覧ください。公民館運営審議会の委員の候補者として、

佐世保市ＰＴＡ連合会副会長である曽和秀徳氏を新規委員として委嘱することを提案し

ております。提案の理由は、前任者の辞任に伴い後任委員を選任するものであり、委嘱

の期間は、令和元年６月２７日から令和２年８月１９日までとしております。公民館運

営審議会委員は条例に基づきまして、１５名以内という条例になっており、現在１０名

を選任しております。学校教育の関係、社会教育関係、家庭教育関係、学識経験者、合

計１０名で構成しておりますが、前任者諸岡健明氏はＰＴＡ連合会から、社会教育関係

者として就任していただいておりましたが、市Ｐ連、ＰＴＡの会長職を退任され、それ

に伴い審議会委員の辞任届がありましたので、その後任を引き続き、市Ｐ連に推薦依頼

をお願いいたしました。その結果、前任と同じく市Ｐ連の副会長である曽和秀徳氏をご

推薦いただいたということでございます。なお、委嘱の期間につきましては、現在の委

員が昨年８月２０日から来年８月１９日までの任期となっておりますので、この任期の

残任期間までとして考えております。 

 以上です。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 委員の皆様からご意見はございませんでしょうか。 

 

【全委員】 

 ありません。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 なければ、このまま議案のとおり委嘱をすることで確認したいと思います。それでは、

続きまして協議事項、教育委員の平成30年度活動の自己点検についてですけど、これは

事前に資料をいただいておりまして、それぞれお気づきの点については事前に総務課に

連絡するということでお願いが前回あっておりましたが、改めて、総務課から説明をお

願いしたいと思います。 

 

【松尾総務課長】 

 総務課長です。ただ今、中島教育長職務代理者からご紹介いただきましたが、まず、
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６月前期教育委員会時に提出した資料に対し修正したものを事前にお送りしておりまし

た。しかし、内部のチェックをさらにかけている過程で、修正箇所がさらに発見されま

したのでご確認ください。主に学校教育、社会教育のところの分で記載が不足していた

ものを変更箇所として朱書きにて追加をさせていただいております。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 何かご意見はございますか。 

 

【深町委員】 

 教育に関する外部団体との意見交換についてのところで、４ページ目の一番下、佐世

保市教育会、佐世保明るい社会づくり運動推進協議会等外部団体と書いてありますが、

ここに市ＰＴＡ連合会を入れていただく必要があると思いました。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 これはどうですか。追加してよろしいでしょうか。 

 

【全委員】 

 はい。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 事務局で手続き方、よろしくお願いします。 

 ほかにございませんでしょうか。それでは続いての説明をお願いしたいと思います。 

 

【松尾総務課長】 

 今回配付しております資料に併せてさらにもう一つ、行政評価の資料が添付されます

が現在、集約作業をしております。シート３というもう一つの資料をもって、最終的に

７月１０日の７月前期教育委員でご承認をいただきたいと思っております。ご意見をい

ただければ反映させていきたいと思っております。なお、今年度につきましても、昨年

度と同様に、外部委員として長崎大学の池田浩先生と山口芳雄先生にお願いをして、ご

対応いただくという段取りになっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 今、シート２まで送付されておりますので、今後シート３を改めて郵送されると思い

ますので、次の会議の中で、その３についても何かお気づき等があれば、それまでにメ

ールで送信いただきたいと思います。この件についてよろしいでしょうか。 

 

【全委員】 

 はい。 
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【中島教育長職務代理者】 

 それでは、報告事項に入ります。①令和元年度卒業（園）証書授与式・修了式及び令和２

年度入学（園）式・始業式について事務局からの説明を求めます。 

 

【陣内教育次長兼学校教育課長】 

 学校教育課長です。おはようございます。 

 それでは、当日配付資料の４ページをお開きください。今年度の卒業式、それから来

年度の入学式等の日程についてご報告申し上げたいと思います。そもそも、始業式の開

始は４月１日、入学式が何日だろうと、入学日は４月１日、それから卒業式がいつであ

ろうと卒業日は３月３１日でございます。そのような中でございますが、入学式、卒業

式は、子どもたちにとって教育的な意義が大きいものとして大切にしている学校行事で

ございます。原則、学校行事ですので、校長が自校の卒業式、入学式を決定する権限が

あります。他の市町においては、学校それぞれで日程を決定しており、場合によっては、

同一の市町で入学式や卒業式が２日、３日にわたるということもございます。 

ただ、本市におきましては、市民の方々の混乱等もありますので、校長会と市教委で

相談をさせていただき、それぞれの学校行事を決定している状況でございます。 

 今年度、令和２年３月１７日を中学校及び義務教育学校の卒業式としたいと考えてい

ます。また義務教育学校の前期課程につきましては修了式も兼ねるという形で１７日に

実施いたします。令和２年３月１８日が小学校の卒業式として考えています。公立高校

の合格発表も１８日ということでございます。日程的には例年と同じような日程ではご

ざいますが、今年は改元に伴う祝日等、さまざまな理由から休みが多くなっており、例

年よりも授業日が３日から４日少ない状況でございます。昨年度と比較しましても、３

日、４日少なくなっており、かなり厳しい状況と認識しています。 

 ただ、小学校につきましては、昨年度の余剰時数が少ない学校で２０、一番厳しい６

年生で二十数時間でしたので、今回４日減るとしたら、１日当り６時間、計２４時間で

ぎりぎりという状況になります。しかし、実は来年度から完全実施されます学習指導要

領の時数増を踏まえ、今年度からほとんどの学校で週の授業時間数を一つ増やしており

ます。ですから、そこで年間で３５時間程度の確保はできること、また、各行事の精選

等も進めておりますので、１日当り６時間、計２４時間減るけれども、週当り１時間増

えて年間３５時間はとれるということで、去年よりは余裕が発生する可能性があると思

っております。 

 それから中学校については、もう既に授業時間数が埋まっている状態で、授業時間を

増やすことはできないのですが、昨年度の状況を見ますと、欠課、つまり、授業時数が

十分確保されると、その授業を欠課という形で抜いている形があるのですが、これが平

均すると五、六十時間各学校にありましたので、そこをうまく活用することにより対応

できるのではないかと思っております。 

 また、時数について一つつけ加えさせていただきますと、以前は、文科省は標準時数
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というものをものすごく強く指導しておったのですが、昨今の働き方改革の中で、余剰

時数を大幅に超えるような組み方をできるだけしないという方向を打ち出しました。さ

らに、標準時数を確保できないからといって、例えば、風水害や大雪など危険なときに、

本来は早く帰宅させたり、登校を遅らせるなどの措置が必要なところを、授業時数を確

保するために短縮しない。時数を確保するためになかなか踏み切れないという状況等が

今までありました。しかし、そういった考え方を改め、子どもたちの安全確保が必須で

あって、その上で時数が減った分は致し方ないという考えを示しておりますので、その

ような方向も一定つながっているのではないかなと思っております。 

 また卒業式等で告辞等のご案内をさせていただきます。ご迷惑をかけますが、よろし

くお願いいたします。以上でございます。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 期日について説明がございましたけれども、今回提示のあった日程について、授業時

数は十分確保できるということでございます。何かご意見等がございますか。 

 

【全委員】 

 ありません。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 それでは、この案で進めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 次に、②後期の学校訪問計画について説明をよろしくお願いします。 

 

【陣内教育次長兼学校教育課長】 

 学校教育課長です。資料は当日配付の５ページをお願いいたします。教育委員の皆様

に必ずご出席を原則としてお願いしたいＡ訪問についてご説明いたします。令和元年９

月２７日に三川内中学校、それから１０月２１日に日野中学校、これはＳＡと書いてお

りますが、全職員指導、教科指導を実施するものでございます。それから２９日が中里

中学校、１１月に入りまして、１１日が木風小学校。１３日が潮見小学校のＳＡ、２０

日が山手小学校のＡ、２５日が白南風小学校のＳＡ、それから２６日が祇園中学校のＡ

でございます。このほかに１１月１５日に愛宕中学校が研究指定の２年目での発表、そ

れから１１月２７日に猪調小学校も研究指定校２年目の本発表でございます。 

 幾つか行事予定に書いておりますが、余裕のある範囲でご出席いただけると大変あり

がたいと思っております。以上でございます。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 今ご報告がございましたけど、それについてお尋ねは。よろしいですか。 

 

【全委員】 
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 はい。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 それでは、②を終わりたいと思います。 

 次に３番目ですけど、市の中学校体育大会の結果について説明をお願いいたします。 

 

【吉田学校保健課長】 

 学校保健課でございます。報告事項③、佐世保市中学校体育大会の結果について、資

料は事前配付資料をご覧ください。報告事項③のページに団体競技の結果、その次のペ

ージに個人競技の結果について記載をさせていただいております。委員の皆様はご承知

かとは思いますが、６月８日土曜日から、６月１０日月曜日までの３日間並びに６月１

４日金曜日の水泳競技の１日の計４日間にわたり、令和最初となる佐世保市中学校体育

大会が開催されました。参加校数３１校、競技参加生徒数約３,３００名を数える中で、

当初の予定どおり、滞りなく大会をすることができました。大会初日は未明まで雨が降

っている状況で、開会式の延長が懸念されましたけれども、その後、急速に天候が回復

して、開会式並びに各競技とも全て予定どおり開催されております。１０月１日に駅伝

競技がまだ残っておりますけれども、おかげさまをもちまして無事大会のほうを終える

ことができております。以上、報告を終わります。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 中学校体育大会について、委員の皆様からお尋ね等ないでしょうか。 

 

【全委員】 

 ありません。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 よろしければ続いて４番目、少年の主張大会の開催について、よろしくお願いします。 

 

【小田副理事兼社会教育課長】 

 社会教育課長です。資料は当日配付資料１の６ページ、報告事項④となっております。

佐世保市少年の主張大会を今年度も開催いたします。日程は７月１３日土曜日、１２時

から１６時２０分まで、場所がコミュニティセンター５階ホールでございます。 

 今回のトピックといたしましては、参加は市内中学生２９名とあります。市立２６名

プラス本市内にある私立、県立の中学校から、合計２９名ということで１名増えており

ます。 

 発表者でございますが、３枚目、８ページにつけております。こちらをぜひごらんい

ただきたいのですが、発表者のみならず、この大会につきましては、運営自体を今年は

中部ブロックの中学生により運営を行う予定になっております。司会進行、審査、受付
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等々を中学生自身が行ってまいります。この辺りもぜひごらんいただければと思いご案

内申し上げます。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 少年の主張大会ですけれども、何かございますか。 

 

【全委員】 

 ありません。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 それでは次に５番目の日本遺産映像作品のアクセス数について。これについても事前

に資料をいただいておりましたが、説明を文化財課にお願いします。 

 

【山口文化財課長】 

 資料は事前配付資料２の３ページになります。昨年、合田委員から、日本遺産、鎮守

府・佐世保、日本磁器のふるさと肥前・三川内焼の映像作品のホームページに載せてあ

るアクセス数、また再生回数等はどうなっていますかということでご質問いただきまし

た。ちょうど１年経ったところですので実績を載せさせていただいております。 

 （１）番目がホームページの閲覧回数としまして、鎮守府と三川内焼をそれぞれ載せ

ております。鎮守府のほうが年間で６９７件、三川内焼のほうが４８６件でございまし

た。 

 ＹｏｕＴｕｂｅの再生回数につきましては、鎮守府のなかにも、それぞれ紹介内容に

より編があります。三川内焼もそれぞれ何々編ということで掲載、ＹｏｕＴｕｂｅにア

ップをしておりますが、閲覧回数にばらつきが出ました。鎮守府に関しましては、ＳＳ

Ｋ編が断トツに再生されています。三川内焼は大体揃って安定しているような状況がご

ざいます。これが多いのか、少ないのかというところが非常に悩ましいところはありま

すが、現在、佐世保市の広報に市長が出るテレビ番組がございます。こちらも同じよう

な形でＹｏｕＴｕｂｅに上げてあります。そちらのホームページの閲覧回数でいきます

と６,９５７回が平成３０年度の実績になっています。また、広報誌のバックナンバーと

いうのもホームページに載せてございます。こちらの３０年度の実績が１万７,２１３回

ということになっております。 

 そのキラっ都させぼ、先ほど申し上げた市長が出ている番組の個別を取り上げますと、

平成３０年の６月に最も美しい湾九十九島という紹介がありました。その今のＹｏｕＴ

ｕｂｅの再生回数を見ますと、１,０４６回ということになっていますので、それと比較

しますと、ＹｏｕＴｕｂｅの再生回数のＳＳＫ編というのはかなり多い再生回数をいた

だいているのかなと分析をしているところです。だんだん陳腐化してくるかとは思うの

ですが、周知啓発を図ってアクセスが増えていくように努力していきたいと思います。 

 以上でございます。 
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【中島教育長職務代理者】 

 合田委員から以前、お尋ねがあった案件ですけれども、よろしいでしょうか。 

 

【合田委員】 

 ありがとうございました。予想以上の作品でした。今後も検討されていると伺ってい

ました。それが話題になっていたので、また盛り上がればいいなと願います。 

 

【山口文化財課長】 

 参考までに、御朱印帳は７月１日から開始し、市内各所に置いていくということでお

話をいただいています。 

 

【合田委員】 

 ありがとうございます。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 ありがとうございました。 

 それでは、次の６番目、図書館開催のイベントについて。 

 

【坂口図書館長】 

 図書館長です。 

 資料は、事前配付資料の４ページになります。今回、イベントを五つ報告させていた

だきます。１番目が図書館活用講座、２番目が２５周年記念講演会、３番目が図書館を

使った調べる学習コンクール、４番目、夏休み図書館探検ツアー、５番目、ビブリオバ

トルの出前講座となっております。 

 それでは、個別にご説明いたします。５ページをお願いいたします。図書館活用講座、

本の探し方のコツです。これは今年から始める新規事業でございます。今まで図書館を

利用したことがないとか、自分で本を探せないというご要望を聞き及んでおりました。

自分で本を探せる知識があれば、混雑しているときや、病気のことなど職員に知られた

くない、聞きにくいような内容もあると思いますので、本の探し方について理解してい

ただきたい、本の探し方のコツをご教示するということで企画に出しております。 

 講座の内容として、ステップ①とステップ②がございまして、ステップ①は、先般２

３日日曜日に開催いたしました。この中では、本の並び方、探し方、本がどのようなル

ールで並んでいるか、本棚にはどのような並び方をされているか。それから、本に張っ

てあるラベルの意味、そういったことを知ることによって、自分でも本が探せますよと

いうことで実施いたしました。１０名応募枠に達しまして、１０名定員に達しまして実

施したところです。 

 ステップ②につきましては、今週土曜日に開催いたします。こちらは図書館の端末機、
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検索機を使った探し方を説明する予定としております。パソコンに入力するときのポイ

ントとか、キーワードの入力の仕方、それから印刷されるレシートの見方、そういった

ものをご説明していこうと考えております。これが１０名のところに対して現在８名募

集があっております。自分で探せる知識があれば、ご自分で来館して探せるのではない

かということで新たに始めたものでございます。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。図書館が新館開館、今年２５周年を迎え

るということで、児童文学作家あんずゆきさんに講演をお願いしております。あんずゆ

きさんは、九十九島動植物園の森きららの「やんちゃ子グマがやってきた！」という児

童文学の本がございますが、その作者の方でございます。今回は佐世保を舞台にしまし

た作品「夏に降る雪」が７月に出版されるということで、そこに合わせて講演をお願い

しております。「夏に降る雪」は無窮洞やとんねる横丁などを題材にして、戦争、それ

から通常、戦時中の様子といいますか背景になりますが、今回は現代の子どもと戦争と

のかかわりということで書いていただいております。当日はあんずゆきさんの本の販売、

それからサイン本の提供ということも考えています。さらに昨日、挿絵を描いていただ

いている佐藤真紀子さんも特別ゲストとしてお越しいただくということが決定いたしま

した。「バッテリー」の絵を描いたイラストレーターです。その方も一緒にサインをし

ていただいて、特別ゲストで講演会にも参加していただこうということで考えておりま

す。 

 続きまして、７ページをお願いします。第３回図書館を使った調べる学習コンクール

です。夏休みに調べる学習をされる際に、百科事典や、図鑑の使い方、テーマの見つけ

方、そういったことに対して図書館のほうで調べる学習講座を開催しますということで

ございます。昨年までは低学年、中学年、高学年、それぞれ２組ずつの開催でしたけれ

ども、今回それぞれ３組ずつに拡大しまして、９０名、昨年の６０名枠から今回９０名

枠に拡大いたしました。既に募集は締め切っておりますが、低学年は３０名に対して３

９名、中学年は３０名に対して３５名、高学年が３０名に対して２６名ということで、

高学年に若干あきがございますが、低学年、中学年は既に埋まっているという状況でご

ざいます。 

 それから、加えまして新たな取り組みといたしまして、ここに記載しておりませんが、

小学校に調べる学習講座を出前で行くようにいたしました。昨年までは重点支援校とい

うことで、鹿町、赤崎、三川内、それから昨年は広田小ということでお伺いしましたけ

れども、その２年間で、学校の規模に応じた支援方法等、図書館としてノウハウが蓄積

できましたので、今年からは各学校から依頼があれば、学校に出向き対応するという手

法にて対応いたしております。今年既に、吉井南小、日野小、天神小からご依頼いただ

いております。この説明については、学校司書研修会や、小学校の校長会でご案内を差

し上げているところでございます。 

 次、９ページをお願いいたします。夏休み図書館探検ツアーでございます。こちらも

今年も開催をいたします。定員１５名ということで、昨年は１５名の応募があったので

すが、実際にはキャンセルとかがありまして、１０名の参加ということになっておりま
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した。今回も募集人員は１５名ということで考えておりますが、現時点で７名の申し込

みがあっております。ちなみに、女子対男子の割合が大体８対２ぐらい、女子が多い状

況にあります。目玉としましては、通常行けない閉架書庫とかいうところに人気がござ

います。最近は館長室の館長のいすに座って写真を撮ることも好評ですので、今回のコ

ースにも組み込みたいと思っております。 

 最後でございます。１０ページをお願いします。こちらも新企画としてやりたいと思

っております。こちらは、いつでもどこでもビブリオバトルということで、ビブリオバ

トルをやりたい方のサポートをするというものでございます。ルールの説明や当日の進

行、また実際に体験するワークショップなどをご提供するもので、図書館がイベントを

やるので会場を貸してくださいというのではございません。あくまでも自主的にビブリ

オバトルをやっていただくというところをサポートしますというものでございます。ビ

ブリオバトルを楽しむためのノウハウを伝えて参加者の拡大をしたいと考えております。 

 一応こちらについては、今年から長崎県が中学生のビブリオバトル大会を開催すると

いうことでしたので、７月の中学校校長会でご案内をしたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 以上、図書館から新企画も含めまして盛りだくさんのイベントのご紹介がございまし

たけれども、何かお尋ねはございませんでしょうか。 

 内海委員。 

 

【内海委員】 

 最後にお話しされたビブリオバトル、実は私、図書館に見学に行きました。おもしろ

いと思いました。 

 中学校で大会を実施しているところもあるということを伺いましたが、ぜひともこれ

は小中学校で広げたい。すごいイベントとしてやれるのではないかと思っています。い

つか私も参加したいなと思っておりますので、ぜひ広げてください。これはいいですよ

ね。 

 

【合田委員】 

 いいですね。ビブリオバトルは今、佐世保市内にも、カフェなどで夜や朝に開催され

ている団体が、１団体ずつ活動されているんですよね。 

 

【深町委員】 

 学校訪問した際、ある学校の図書室に「私のおすすめの本は〇〇です。」と本名と理

由を書いたカード紙が並べられていました。ビブリオバトルに通じるものがあり、いい

なぁと思いました。 
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【内海委員】 

 いいですね。知的書評合戦。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 図書館のイベントについては良いでしょうか。 

 

【全委員】 

 はい。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 最後になりますけれども、学校適応指導教室について。 

 

【近藤青少年教育センター所長】 

 学校適応指導教室（あすなろ教室）第１回教室公開についてです。資料は事前配付資

料２の１１ページになります。７月９日、火曜日に１時半から１４時半までの１時間程

度、着付け教室を今回公開ということで行います。この指導にはふれあいサークルあん

ず様のほうに来ていただくようにしております。なお、第２回は１１月２１日を予定し

ております。以上です。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 あすなろ教室についてのお知らせでございます。以上、報告事項１から７までござい

ましたけれども、何かございませんでしょうか。 

 

【全委員】 

 はい。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 それでは、一応報告事項が終わりましたので、その他の項目、第１回の総合会議のテ

ーマにつきまして、総務課からよろしくお願いします。 

 

【松尾総務課長】 

 総務課長です。７月２２日に総合教育会議を予定しております。教育長も含めて、教

育委員会事務局の中で検討したのですけれども、テーマといたしまして二つご用意した

いと思っています。 

 １点目は教育大綱についてということで。選挙が終わりました、これは地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の中で首長が教育に対する姿勢を示すというものですので、

選挙が終わって、議論の対象にしたほうがいいのではないかというのが１点。２点目に

学校給食費の公会計について、今、教育委員会事務局で検討していることでございます。
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この二つのテーマではどうかという話をしております。７月１０日に７月の前期教育委

員会があり、今、鋭意資料の作成をしているところですので、７月１０日に説明をさせ

ていただいて、７月２２日の本番に臨むというスケジュールで考えております。 

 教育委員の皆様からもテーマ等ご意見がありましたらお寄せいただきたいと思ってい

るところでございます。以上です。 

 

【中島教育長職務代理者】 

 今、取り上げる二つの議題について、テーマの提案がありましたが、ほかに要望とか、

あるいは今回取り上げるものについての取り扱いなどについてのお尋ね等があれば聞い

てください。何かございませんでしょうか。テーマについてどんなでしょうか。大体二

つぐらいに絞ってやっているのですね。 

 時間的にも制限があるので、二つに絞る。具体的には７月１０日に勉強会をするとい

うことでございますので、その場において改めて、具体的な内容について提案もあるか

と思いますので、先ほどの二つのテーマで進めていくという予定で。それまでに何か要

望等があれば、直接総務課にお願いをしたいと思います。 

 それでは、以上で委員会を終了したいと思います。ありがとうございました。 

 

 その後、次回開催予定日を確認し、終了となった。 

 

 ------- 了 -------  


