
 

 

高 萩 市 教 育 委 員 会 

平成 3１年 3月定例会会議録 

 

１ 日 時  平成 31 年 3 月 11 日（月）   午前 9 時 00 分～午前 9 時 55 分   

２ 場 所  高萩市役所 2 階 会議室 2-3 

３ 議 事  

(1) 会議録署名委員の指名について 

(2) 報告第１号 専決処分の承認を求めることについて 

(3) 議案第１号 2019 年度高萩市の学校教育について 

(4) 議案第２号 高萩市教育支援委員会条例施行規則の一部改正について 

(5) 議案第３号 高萩市立学校管理規則の一部改正について 

(6) 議案第４号 学校薬剤師の委嘱について 

(7) 議案第５号 高萩市衛星通信記念公園の設置及び管理に関する条例施行規則 

      の一部改正について 

(8) 議案第６号 高萩市社会教育指導員設置に関する規則の一部改正について 

(9) 議案第７号 高萩市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱の制定について  

 

４ 教育長報告事項                                                

(1)平成 30 年度準要保護児童生徒の認定について 

(2)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         大内 富夫 

委 員         関矢 光良 

委 員         鈴木 幸男   

   委 員         佐川 睦子 

7  欠席委員              

   委 員         増子 惠美             

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                       長谷川 範雄 

生涯学習課長                     大﨑 真未 

国体推進課長                     畠山 勝浩 

生涯学習課副参事兼中央公民館長兼松岡地区公民館長    小野寺 利光 

国体推進課副参事兼スポーツ振興ＧＬ          関山 敏彦 
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学校教育課長補佐兼教育指導ＧＬ            和田 真一  

教育総務課長補佐兼教育総務ＧＬ            福士 圭子 

教育総務課長補佐兼学校給食ＧＬ            小山 勝信 

生涯学習課係長兼生涯学習ＧＬ             山縣  稔  

国体推進課係長兼国体推進ＧＬ              大久保 勝 

 

【開 会 午前 9 時 00 分】 

○教育長 

ただ今から、高萩市教育委員会の 3 月定例会を開会します。 

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。 

「（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、鈴木委員を指名します。よろしくお願いします。 

○鈴木委員 

   はい。 

○教育長 

   次に「（2）報告第１号 専決処分の承認を求めることについて」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。何かご質問等ございますか。 

○関矢委員 

   中学校部活動支援事業経費として予算計上していますが、配置は、市内全体の学

校で見ているのか、それともどこの学校と指定しているのか伺います。 

○事務局 

   各学校のある特定の部活動の特化した支援を行う事業として考えております。た

とえば、４月に人事異動があって、顧問を配置した時に、技術的に指導ができない

学校が発生した場合には、外部の人材を積極的に活用していくといった事業です。

どこの学校のどの部活動の顧問がいなくなるかは、４月の人事異動後の配置により

決まります。 

○関矢委員 

   配置については、どこの学校のどの部活動ということで学校に配置するというこ
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とですか。 

○事務局 

   はい。 

○教育長 

他にご質問等ございますか。 

無いようですので採決を行います。 

「報告１号 専決処分の承認を求めることについて」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、「報告第 1 号 専決処分の承認を求めることについて」は承認すること

といたします。 

○教育長 

次に「(3) 議案第１号 2019 年度高萩市の学校教育について」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。何かご質問等ございますか。 

無いようですので採決を行います。 

「議案第１号 2019 年度高萩市の学校教育について」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１号 2019 年度高萩市の学校教育について」は承認することと

いたします。 

○教育長 

   次に、「（4）議案第２号 高萩市教育支援委員会条例施行規則の一部改正につい

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。何かご質問等ございますか。 

無いようですので採決を行います。 

「議案第２号 高萩市教育支援委員会条例施行規則の一部改正について」ご承認

いただける委員は挙手をお願いします。 

【全員挙手】 
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全員挙手と認めます。 

よって、「議案第２号 高萩市教育支援委員会条例施行規則の一部改正について」

は承認することといたします。 

○教育長 

次に、「(5) 議案第３号 高萩市立学校管理規則の一部改正について」を議題と

いたします。 

事務局説明願います。 

○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。何かご質問等ございますか。 

無いようですので採決を行います。 

「議案第３号 高萩市立学校管理規則の一部改正について」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３号 高萩市立学校管理規則の一部改正について」は承認する

ことといたします。 

○教育長 

次に、「(6) 議案第４号 学校薬剤師の委嘱について」を議題といたします。 

事務局説明願います。 

○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。何かご質問等ございますか。 

無いようですので採決を行います。 

「議案第４号 学校薬剤師の委嘱について」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４号 学校薬剤師の委嘱について」は承認することといたしま

す。 

○教育長 

次に、「(7) 議案第５号 高萩市衛星通信記念公園の設置及び管理に関する条例

施行規則の一部改正について」を議題といたします。 

事務局説明願います。 

○事務局 

（資料に沿って説明する。） 

○教育長 
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事務局の説明が終わりました。何かご質問等ございますか。 

無いようですので採決を行います。 

「議案第５号 高萩市衛星通信記念公園の設置及び管理に関する条例施行規則

の一部改正について」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５号 高萩市衛星通信記念公園の設置及び管理に関する条例施

行規則の一部改正について」は承認することといたします。 

○教育長 

次に「(8) 議案第６号 高萩市社会教育指導員設置に関する規則の一部改正につ

いて」を議題といたします。 

事務局説明願います。 

○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。何かご質問等ございますか。 

無いようですので採決を行います。 

「議案第６号 高萩市社会教育指導員設置に関する規則の一部改正について」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６号 高萩市社会教育指導員設置に関する規則の一部改正につ

いて」は承認することといたします。 

○教育長 

次に「(9) 議案第７号 高萩市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱の制

定について」を議題といたします。 

事務局説明願います。 

○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。何かご質問等ございますか。 

無いようですので採決を行います。 

「議案第７号 高萩市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱の制定につ

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７号 高萩市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱の制

定について」は承認することといたします。 

次に、「３ 教育長報告事項」をお願いします。 



 5 

はじめに「（1）平成 30 年度準要保護児童生徒の認定について」事務局から説明

願います。 

○事務局 

   （資料に沿って説明する。認定率は小学校 13.142 ％、中学校 15.292％、全体

13.9％） 

○教育長  

   事務局から説明が終わりました。何かご質問等ございますか。 

   次に「（2）主な行事の実績及び今後の予定について」まずは「実績」から説明願

います。 

○事務局 

   （各課、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。何かご質問等ございますか。 

無いようですので、私の方から、いくつかあります。 

○教育長 

学校教育課の資料からですが、幼稚園教頭・小・中学校教務主任研修会の中で防

災研修が行われましたが、子どもたちを指導していく立場として、先生方の反応は

いかがでしたか。 

○事務局 

なかなか聞くことのできないお話でしたので、大変興味深い様子で聞いていたよ

うです。 

○教育長 

生涯学習課の行事で、ひなまつりコンサートを見に行きました。入場料 500 円を

徴収しているのに来場者が多いことには驚きました。来場者は何人ぐらいですか。 

○事務局 

   チケットの売れ行きが進まなかったのですが、最終的には 300 人を超える来場者

がありました。関係者の皆様のご協力をいただきまして、多くの方にご来場いただ

きました。 

○教育長 

   ひなまつりコンサートの事業経費はどのようになっていますか。 

○事務局 

   委託金 50 万円の委託事業ですので、50 万円という歳入は見込めていない状態で

す。収支を見ますと赤字となります。お安いお金で、遊んでいただいて、大人も子

どもも楽しんでいただく事業としては、生涯学習的には良いイベントになったので

はないかと思います。高校生以下の方は無料ですので、来場者 312 人全員が支払っ

たわけではございません。 

○教育長 

   楽しい行事なので、今後も続けていければ良いと思いました。 

○教育長 
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   国体推進課の行事で、高萩市ジュニアスキー教室が行われましたが、最近スノー

ボードとか若者がやっているようですが、スノーボード希望ではなく、参加者全員

がスキーだったのですか。 

○事務局 

   はい。 

○教育長 

   わかりました。 

次に「今後の予定」をお願いします。 

事務局説明願います。 

○事務局 

   （各課、資料に沿って説明する。） 

○教育長 

今後の予定について、説明が終わりました。何かご質問ございますか。 

無いようですので、私の方から、生涯学習課の行事で 3 月 17 日行われる「声で

伝えるものがたり」の事業についてお聞きします。入場料は 500 円ですが、現在チ

ケットの売れ行きはどうですか。 

○事務局 

完売に近いということで報告を受けておりますので、会場は、ほぼ満席になると

思います。  

○教育長 

わかりました。それでは、教育長報告事項については、終了します。 

次に「４ その他」に移ります。事務局から何かございますか。 

無いようですので次回の教育委員会の日程をお願いします。 

○事務局 

     次回は、4 月 11 日（木）午前 9 時 00 分から、本庁舎 3 階会議室 3-2・3-3 にて予

定しております。 

○教育長 

   以上で、教育委員会 3 月定例会を終了致します。 

                          

  

【閉会  午前 9 時 55 分】 


