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平成２９年２月教育委員会定例会会議録 

 

１ 期  日  平成２９年２月２１日（火） 開会 午後１時３０分 

                      閉会 午後４時１７分 

 

２ 場  所  旭市役所海上支所３階会議室 

 

３ 出席委員  八木 雅之（委員長） 

        加藤 尚美（委員長職務代理者） 

鏑木 俊一 

夛田 哲雄（教育長） 

 

４ 出席職員   

庶 務 課 長  角田 和夫 

学 校 教 育 課 長  石見 孝男 

生 涯 学 習 課 長  髙木 昭治 

体 育 振 興 課 長  加瀬 英志 

庶 務 課 副 課 長  多田 英子 

学校教育課副課長  仲條 義治 

学校教育課副課長  浪川 恭房 

生涯学習課副課長  高木 健寿 

生涯学習課副課長  西坂 良一 

体育振興課副課長  宮内 博巳 

学校教育課指導班主幹  橋村 昌樹 

学校教育課指導班主幹  宮内 智明 

学校教育課指導班副主幹  野村 富美江 

学校教育課指導班副主幹  佐藤 雅美 

学校教育課指導班主査  伊藤 伸人 

学校教育課指導班主査  高瀬 健太郎 

庶務課庶務班副主幹  岡本 浩一 

 

５ 委員長開会宣言 

  

６ 会議録署名委員の指名  加藤尚美委員長職務代理者  鏑木俊一委員 

 

７ 教育長挨拶及び報告 

 ・２月定例会へのご出席ありがとうございます。皆様、大変お忙しい中ですが
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慎重審議をお願いすると共に定例会終了後に予定されております退職校長会

役員との交流会にもご協力をお願いいたします。 

・２月も後半となりまして、春一番も吹き、まもなく３月となるわけでありま 

して最近は日差しも少しずつ強まっている感じがしております。 

・中学校では前期高校入試の発表が昨日ありました。これから小・中学校とも 

に一年間のまとめの時期となりますので最後の一日一日をしっかりとお願い 

したいと思います。 

・また、教育委員の皆様方には年度末、年度初めに色々とお骨折りいただくこ 

ととなりますが、ご指導の程よろしくお願いいたします。 

 ・それでは、報告に入らせていただきます。 

・以下、資料により委員会報告及び行事予定を説明する。 

 

８ 議案 

議案第１６号 旭市スポーツ推進委員協議会運営規程の一部を改正する訓

令の制定について 

議案第１７号 旭市文化振興基金条例を廃止する条例の制定に関する意見

について 

議案第１８号 旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定に関する意見について 

議案第１９号 平成２９年度旭市一般会計予算案のうち教育委員会所管の

予算案に関する意見について 

議案第２０号 平成２８年度旭市一般会計補正予算案のうち教育委員会所

管の補正予算案に関する意見について 

 

【委員長】 

・議案第１６号を議題とする。 

 ・提案理由及び補足説明を求める。 

 

【教育長】 

 ・議案第１６号の提案理由を述べる。 

 

【体育振興課長】 

 ・議案第１６号について、補足説明をする。 

 

議案第１６号 旭市スポーツ推進委員協議会運営規程の一部を改正する訓令の

制定について 

 

《質疑》 



 3 

【委員】 

 ・東総地区協議会の会長が３市の持ち回りで回ってきた際、県の理事も兼ねる 

ため副会長を増やすとのことであるが、今までも持ち回りがあったと思うが 

  なぜ今回改正するのか伺いたい。 

 ・「若干人」という言い方は適当なのか教えてもらいたい。 

 

【体育振興課長】 

 ・３市の持ち回りで色々なイベントが多くなってきた中で、スポーツ推進委員

の方も色々な職を兼務しているため副会長１人ではやっていけないという意

見が協議会よりでたので、今回改正するものであります。 

 ・通常は「若干名」を使うのではないかと法令審査会と協議をした中で、個人

が特定されない場合は「若干人」が適当であるとの判断をいただいたもので

あります。 

 

・議案第１６号については、全会一致で可決する。 

 

【委員長】 

・議案第１７号から議案第２０号を議題とする。 

・議案第１７号から議案第２０号は、議会に対する意見の申出事項であるため 

「旭市教育委員会会議規則第８条第１項第４号」の規定により非公開とする 

ことについて諮る。 

・全会一致で非公開と決定し、職員の退席は求めない。 

 

<これより非公開> 

 

議案第１７号 旭市文化振興基金条例を廃止する条例の制定に関する意見につい 

       て 

 

・議案第１７号については、全会一致で承認する。 

 

議案第１８号 旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正 

する条例の制定に関する意見について 

 

・議案第１８号については、全会一致で承認する。 

 

議案第１９号 平成２９年度旭市一般会計予算案のうち教育委員会所管の予算案 

に関する意見について 
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・議案第１９号については、全会一致で承認する。 

 

議案第２０号 平成２８年度旭市一般会計補正予算案のうち教育委員会所管の補

正予算案に関する意見について 

 

・議案第２０号については、全会一致で承認する。 

 

【委員長】 

・１５分間の休憩を取る。午後２時５０分から開会する。 

 

<非公開を解く> 

 

９ 協議事項 

平成２９年度旭市教育行政の運営に関する基本方針について 

 

【委員長】 

 ・平成２９年度旭市教育行政の運営に関する基本方針について説明を求める。 

 

【学校教育課長】 

 ・平成２９年度旭市学校教育指導の指針について説明する。 

 

【生涯学習課長】【生涯学習課副課長】【体育振興課副課長】 

 ・平成２９年度旭市社会教育実施計画について説明する。 

 

《質疑》 

【委員】 

 ・「旭市学校教育指導の指針について」を読ませてもらいまして、指導主事が非 

常によく活躍の場があるなという印象を持ちました。本当にありがたいなと思 

いました。 

 ・４ページの⑤学力向上対策の充実について、「広報「あさひ」による啓発」を 

  削除していますが、今後、広報あさひを活用しなくなるのでしょうか。 

 ・４ページのイ④に「旭３Ｓとの連携」とありますが、啓発という言葉を入れ 

  てもらいたい。要望いたします。 

 ・６ページのア②に「「特別の教科道徳」の年間指導計画作成」とありますが、 

  これは各学校の具体的な取組となっていますが、全学校での統一的なものを 

  作る考えはないのか伺います。 

 ・８ページのウ④に「中学校区小中連絡会の実施」とありますが、現状につい 

  て説明してください。 
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 ・１１ページのア②に「学校要覧」とありますが、全ての学校で他の学校の学 

  校要覧をお互いに交換するような取り組みがされているのか伺います。 

 ・１２ページのイ①に「エンジョイパトロール隊」とありますが、この３月で 

  廃止となりますので削除をお願いします。 

 

【学校教育課指導班主幹】 

 ・４ページの⑤で「広報『あさひ』による啓発」を削除した理由ですが、学力

向上対策については学校向けの内容になるとの判断で広報あさひに掲載する

のはふさわしくないため削除しました。 

 ・４ページのイ④の「旭３Ｓとの連携」について啓発の記載につきましては、

検討させていただきます。 

 ・６ページのア②の「『特別の教科道徳』の年間指導計画作成」ですが、現在、

内容について協議しているところですが、市教委の方で主導して統一のもの

を作る考えでおります。 

 ・８ページのウ④の「中学校区小中連絡会の実施」についてですが、現状とし

て把握しているところでは、中学校区が夏休みを中心に集まって話し合いを

行っております。また、干潟地区では、あいさつ運動などを小中学校共通で

実施しております。 

 ・１１ページのア②の「学校要覧」ですが、全ての学校分を各学校に渡してお

ります。 

 

【学校教育課長】 

 ・補足いたしますが、「学校要覧」については年度初めに完成した段階での各学 

  校の交換は進んでいるところですが、今年度、教頭研修会を開催しまして「学 

校要覧」の内容につきましても比較検討できる資料の提供をしたところであ 

ります。その中で「学校要覧」はそもそも誰のために作るのかを考えてもら 

い、その学校でどのような教育が行われているのかが重要であることから紙 

面を工夫し、今の「学校要覧」を見直すように指導いたしました。 

 

【委員】 

 ・この旭市学校教育指導の指針は、次期の学習指導要領を意識して大変よくで 

きていると思います。 

 ・３ページのア学習指導の充実の「カリキュラム・マネジメント」についてで 

すが、次期の学習指導要領では授業時間が非常に増えるため各学校悩むとこ 

ろだと思いますが、この増える時間をどうするのか市の方で来年度対応を考 

えているのであれば教えてください。 

 

【学校教育課指導班主幹】 
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 ・「カリキュラム・マネジメント」の中で特に増えるのは、３年生・４年生で実 

施されます外国語活動で、年間３５時間ずつ増えます。また、５年生・６年 

生につきましても今まで１時間でやっていたものが２時間となることから同 

様に年間３５時間ずつ増えることとなります。国の方では、この増える時間 

の持ち方につきまして普通に１時間を追加して毎日６時間授業とする、土曜 

授業の実施、夏休みを減らして対応するなどのいくつかの案を示しておりま 

す。現在の案ですが、増えるのは主に外国語となりますのでプロジェクトチ 

ームを作りまして、具体的に学校ではどのやり方にするべきか協議しまして 

来年度の９月までに統一見解を出して対応する予定でございます。 

 

【委員】 

 ・「旭市社会教育実施計画」ですが、昨年は基本計画であったものが実施計画と 

なりました。期日や回数が明示されるなど事業を実施するのに誰もが判断のし 

やすい見やすい形になりました。事務方の努力を心から称えたいと思います。 

 ・４ページの１観光の振興ですが、なぜ教育委員会でやるのか、商工観光課で 

  はないのか伺います。 

 ・４ページの２保健の充実ですが、ネーミングがどうかと思います。内容から 

  考えると「健康づくりへの支援」とした方がいいと思いますので再考願いま 

  す。 

 ・８ページの４子育て支援の充実ですが、家庭教育学級の開催回数が各学校３ 

  回から４回となっていますが、昨年は５回から７回となっていました。規模 

  を縮小するのか伺います。 

 ・１１ページの５生涯学習の充実ですが、旭市生涯学習ガイドの作成 1,000冊 

  とありますが配布をどうするのか伺います。 

 ・１３ページに生涯学習センター複合施設の検討とありますが、昨年は複合施 

  設を取って生涯学習センターの整備となっていたのに複合施設を入れたのは 

  なぜか伺います。 

 ・同じく１３ページに図書館の整備とありますが、昨年とまったく同じ書き方 

  で「図書館の整備について検討します。」となっていますが、全然進展してい 

ないのか伺います。 

 ・２０ページの子どもパークゴルフ大会と２１ページの旭市親子地曳網体験は、 

既に１８ページに書かれているので再掲と入れた方がいいと思います。 

 

【生涯学習課長】 

 ・４ページの１観光の振興ですが、昨年の２月に策定されました「旭市総合戦 

  略」の中で観光の振興の施策の中に文化財看板の整備も組み込まれているた 

  め記載いたしました。 

 ・同じく４ページの２保健の充実ですが、これも「旭市総合戦略」に基づくも 
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のでありまして、教育委員会だけでなく市全体の中で「保健の充実」として 

いるところですが、総合戦略の見直し時に「健康づくりへの支援」というネ 

ーミングについてはご提案させていただこうと思います。 

 ・８ページの家庭教育学級の開催回数についてですが、昨年の５回から７回は 

下段にあります合同学習会・講演会を含んだ回数でありまして規模を縮小す 

るものではありません。 

 ・１１ページの旭市生涯学習ガイドにつきましては、各公共施設に配置しまし 

  てご自由にお持ちいただけます。 

 ・１３ページの生涯学習センター複合施設の検討について複合施設を入れたこ 

と及び図書館の整備について「検討します。」のままになっていることについ 

てですが、現在、昨年の９月に策定されました「旭市公共施設等総合管理計 

画」に基づきまして各施設の個別計画をこれから策定していく予定となって 

おります。そして総合戦略の中に重点戦略として「旭市生涯活躍のまち構想」 

という計画がございまして、この計画との整合性を図るため生涯学習センタ 

ーと図書館等を含めての複合施設ということで、今回、複合施設と記載した 

ところであります。 

 ・２０ページの子どもパークゴルフ大会と２１ページの旭市親子地曳網体験に 

  つきましては、ご指摘のとおり再掲を入れさせていただきます。 

 

【委員】 

 ・４ページの文化財看板の整備ですが、昨年見て回ったところ竹の中に埋まっ 

ていたり雑草により見えなくなっている箇所が見受けられましたので対応を 

  お願いします。 

 ・１３ページの生涯学習センター複合施設ですが、生涯学習課ではどのような 

  施設にするのか考えがありましたら教えてください。 

 ・１６ページの文化財保存事業ですが、各地域に保存されている埋蔵文化財等 

  を集約して保存するとありますが、具体的にどこに保存する考えなのか教え 

てください。 

 

【生涯学習課長】 

 ・４ページの文化財看板の整備ですが、見回りをした上で対応していきたいと 

  思います。 

 ・１３ページの生涯学習センター複合施設ですが、公民館的な役割を果たす施 

  設と図書館、あるいは市長部局によります交流センターなどを含めた施設を  

  現時点での事務局案として考えております。 

 ・１６ページの文化財保存事業ですが、大原幽学記念館の一画に収蔵庫を建設 

  したらという話もありましたが、今後、各公共施設の統廃合を進めていく中 

  で、あくまで事務局の案ですが、干潟公民館がこの先廃止されまして干潟支 
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所に機能を移す予定ですので、支所を活用して集約ができればと考えており 

ます。 

 

１０ その他 

【庶務課長】  

 ・旭市学校のあり方検討委員会の経過について報告する。 

 

【学校教育課長】  

 ・学力向上のリーフレットについて説明する。 

 ・卒業式、入学式の出席依頼及び告辞(案)について説明する。 

 

【生涯学習課長】  

 ・第１２回スプリングコンサートについて説明する。 

 

【体育振興課長】  

 ・全国大会等出場者に対する補助金交付要綱について説明する。 

 

【委員長】 

 ・次回の教育委員会定例会は、３月２７日（月）午後３時３０分に開会するこ

とに決定する。 

 

１１ 委員長閉会宣言 

 


