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高 萩 市 教 育 委 員 会 

 平成 29 年 4 月定例会会議録 

 

 

１ 日 時 平成 29年 4月 10日（木）  午後 4時 30分～午後 5時 00分 

２ 場 所 中央公民館中会議室 

３ 議 事  

(1) 会議録署名委員の指定について 

(2) 議案第 8号 高萩市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部 

を改正する規則について 

４ 教育長報告事項 

(1) 平成 29年度嘱託員及び臨時職員の採用について 

(2) 平成 29年度準要保護児童生徒の認定について 

(3) 主な行事の実績及び今後の予定について 

５ その他 

 

６ 出席委員        

   教育長         小沼 公道 

委 員         関矢 光良 

委 員         鈴木 智恵子 

委 員         鈴木 幸男   

委 員         増子 惠美 

  

７ 欠席委員         なし 

                 

８ 説明のため出席した職員 

教育部長                       石井 健寿       

教育総務課長                     小泉 伯文 

学校教育課長                     大高  基      

生涯学習課長                     松本  勝 

国体推進室長                     関山 敏彦 

教育総務課課長補佐兼教育総務課ＧＬ          福士 圭子 

生涯学習課副参事兼生涯外学習ＧＬ           大﨑 真未 

生涯学習課副参事兼中央公民館長兼松岡地区公民館長   秋元 哲也 

学校教育課課長補佐兼教育指導ＧＬ           和田 真一 

教育総務課係長兼学校給食ＧＬ             菅野 清美 

生涯学習課係長兼スポーツ振興ＧＬ           大久保 勝 
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【開会 午後4時30分】 

 

○事務局 

年度初めの定例会ですので、開会前に本日出席しております事務局職員を紹介さ

せていただきたいと思います。 

   （事務局職員紹介） 

○教育長 

それでは、ただ今から高萩市教育委員会４月定例会を始めたいと思います。 

説明のため、事務局職員を出席させておりますので、よろしくお願いいたします。 

お手元の議事日程に従いまして、議事に入らせていただきます。 

はじめに、「（1）会議録署名委員の指名について」を議題といたします。 

会議録につきましては、「高萩市教育委員会会議規則第 17条第２項の規定により、

教育長及び会議で決めた委員 1名が署名しなければならない。」とされております。 

教育長において、署名委員を指名させていただいてよろしいでしょうか。 

【各委員から異議なしとの声あり】 

○教育長 

   それでは 関矢委員を指名します。よろしくお願いいたします。 

○ 関矢委員 

   はい、わかりました。 

○教育長 

次に「(2)議案第 8 号 高萩市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則について」を議題といたします。 

事務局から説明願います。 

○事務局 

  （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   事務局の説明が終わりました。ご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 

無いようですので、採決を行います。 

「議案第8号 高萩市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則について」ご承認いただける委員は挙手をお願いします。 

【全員挙手】 

全員挙手と認めます。 

よって、「議案第 8 号 高萩市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則について」は、承認することといたします。 

以上をもちまして議事を終了致します。 

 

次に、「3 教育長報告事項」をお願い致します。まず初めに 

「(1)平成 29年度嘱託員及び臨時職員の採用について」事務局から説明願います。 

 



2 

 

○事務局 

   （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   事務局の説明が終わりました。このことについて何かご質問ございませんか。 

ちなみにですね、嘱託職員 11 番。不在。高萩中学校のティーム・ティーチングの

職員が現在講師が見つからない状況で不在となっています。見つかり次第これは採

用ということで行っていきたいと思います。教科は今の所、社会科で探しておりま

す。本年度県内全域社会科の講師が足りないような状況が続いております。 

次に「(2)平成 29年度準要保護児童生徒の認定について」議題といたします。 

事務局から説明願います。 

○事務局 

  （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   事務局の説明が終わりました。ご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 

   パーセンテージはどのくらいでしょうか。 何％かわかりますか。 

○事務局 

10％です。 

○教育長 

   次に「(3) 主な行事の実績及び今後の予定について」事務局から説明がありま

す。まず初めに 「主な実績」について教育総務課お願いします。 

○事務局 

  （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   学校教育課お願いします。 

○事務局 

   資料が間違っていたので差し替えをお願いします。 

（資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   次に生涯学習グループお願いします。 

○事務局 

（資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   スポーツ振興グループお願いします。 

○事務局  

   4月 8日（土）ふれあいスポーツフェスティバル さくら宇宙公園で予定して 

おりましたが予備日の 9日（日）も、共に雨の為中止となりました。 

○教育長 

   社会教育施設お願いします。 
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○事務局 

  （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   主な実績について説明が終りました。何かありましたらお願いします。 

○鈴木幸男委員  

生涯学習グループについて質問です。 

高萩市国際交流協会主催の海外派遣に行かれた、子供達の感想とかはまだわかり

ませんか。 

○ 事務局 

12日が〆切ということで、今書いていただいているところでございます。 

他はよろしいでしょうか。 

○教育長 

次に今後の予定を教育総務課からお願いします。 

○事務局 

  （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   学校教育課お願いします。 

○事務局 

  （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   次に生涯学習グループお願いします。 

○事務局 

  （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   スポーツ振興グループお願いします。 

○事務局  

  （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   社会教育施設お願いします。 

○事務局 

 （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   以上で今後の予定について説明が終わりました。このことについて何かございま

せんか。 

無いようですので、「教育長報告事項」については終了いたします。 

    

次に、「4 その他」に移ります。何かございますか。 

○教育長 

   国体推進室お願いします。 
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○事務局 

   国体推進室です。よろしくお願いいたします。 

お手元の黄色いチラシについて説明させていただきたいと思います。 

   国体推進室では、国体に向けて花いっぱい運動執行栽培ボランティア花の里親の

募集を行っております。 

この花いっぱい運動は、平成 31年度に行われます第 74回 国民体育大会を県民

総参加による大会にする為、各都道府県の選手、監督をはじめ全国からおいでいた

だく方を市民の育てた、たくさんの花でお迎えし、歓迎の気持ちを伝えると共に花

いっぱい運動に携わった人にも思い出に残る大会にしてもらう為のものでありま

す。具体的には、県から提供していただく花苗を育てていただきまして、競技会場

への搬入と競技終了後の搬出をお願いするものであります。高萩市では、ウエイト

リフティングの会場であります高萩市文化会館と、軟式野球の会場となります高萩

市民球場へ花を搬入していただくこと、また協議終了後には搬出をしていただく予

定となっております。申し込まれた方へ提供するものにつきましては、サルビアの

花苗、培養土、プランター、プランターのシールとなります。 

応募の要件は高萩市に在住、在学、在勤している個人の方及びグループ、又は高

萩市に活動拠点があり市内で花の管理が可能な団体で、提供される花苗等の受け取

りや搬入、搬出が可能な方となります。応募期限は 4 月 28 日までとなっておりま

す。プランターの総数は 160個としております。 

本日午前中までの申込みは、個人の方 5名 プランター数で 17個、団体が 3団 

体、プランター数で 11個となっております。合計で 28 個の申込みがありました。 

 周知につきましては市報へチラシを折り込みました他、市のホームページ、ツイ 

ッター、フェイスブックへ掲載しまして募集を行っております。以上です。  

○教育長 

国体推進室から、花の里親募集についての説明がありました。このことについて、

何かございますか。昭和 49年はカンナの花でしたね。 

他に「その他」でありませんか。はい 教育総務課どうぞ。 

○事務局  

 教育長の職務代理者の選任の必要性が出てきているのですけれども、どのように

したらよろしいでしょうか。 

○教育長 

   3月 31日まで関矢委員さんがお務めになって今回再選ということで選任の必要

性がでてきたのですけれども、このことについて、どのようにしたらよろしいでし

ょうか。 

   関矢委員さんの継続というお話が出ているのですが、いかがでしょうか。 

関矢委員さんよろしいでしょうか。 

○関矢委員 

  私でよければ。 
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○教育長 

   教育長職務代理者は 関矢委員さんということで、どうぞまたよろしくお願いし

ます。その他事務局でなにかございますか。 

○事務局 

   次回の定例会の日程でございますが、5月 10日(水)午前 9時から行います。 

よろしくお願いします。 

○教育長 

   すべて本日の議事日程は終了いたしました。 

   以上をもちまして、教育委員会 4月定例会を終了致します。 

 

 

                           【閉会  午後 5時 00分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


