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平成２８年１月定例宮代町教育委員会会議録

招集年月日 平成 28 年 1 月 21 日 午前 9 時 30 分 開 催 場 所 宮代町立東小学校

開閉の日時

及び宣告者

平成 28 年 1 月 21 日 午前 9 時 25 分 委 員 長 中村昭雄

平成 28 年 1 月 21 日 午前 11 時 51 分 委 員 長 中村昭雄

議長代理 － 仮議長 － 会議録調製員 井上正己

委員出席状況 議案説明等

番号 氏 名 出席の有無 教育推進課長 渡邉和夫

副課長（教育総務） 井上正己

副課長（学校教育 山口 隆夫

生涯学習室長 佐藤 賢治

東小学校校長 白石 薫

１ 中村 昭雄 出 席

２ 武笠 正明 出 席

３ 寺尾 裕 出 席

４ 深井 美智子 出 席

５ 吉羽 秀男 出 席

議案件名

報告事項

(１)学校教育関係

ア ２月の行事予定について

(２) 生涯学習関係

ア ２月の事業予定について

審議事項

議案第１号

宮代町教育振興基本計画について
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開会 午後 9時 25 分

１．出席者確認

２．委員長挨拶

渡邉課長 ただ今から定例教育委員会を始めたいと思います。

開会に当たり、委員長からごあいさつをお願いします。

中村委員長 みなさんおはようございます。

冬休みを終え 1 月 8日から三学期が始まりました。今週月曜日にかけて大雪とな

りましたが、学校では大過なく過ごせていることと思います。行事関係では、中

学３年生の私立高校受験が始まるころです。また、過日の成人式ではご苦労様で

した。本日は東小学校を会場としての開催です、よろしくお願いいたします。

渡邉課長 続いて、会場校である東小学校白石校長先生からごあいさつをお願いします。

３．会場校長挨拶

白石校長 （学校の現状説明とともに、今年度の取組み紹介や学校参観の案内を兼ねてあい

さつを行う。）

【授業等参観のため会議中断】 10 時 30 分再開

渡邉課長 教育長からあいさつを兼ねて概要説明をお願いいたします。

４．挨拶及び概要説明

吉羽教育長 おはようございます。

暖かく穏やかな元旦でしたが、今週の雪を境に冬らしくなってきました。予定さ

れていた年少者スキー教室は雪不足により４０数回の歴史の中で初の中止となり

ましたが、中学校のスキー教室は予定どおり実施の見通しとなりました。

また、成人式当日は晴天の下、穏やかな中での挙行となりました。温かく素晴ら

しい式であったと思います。委員の皆様におかれましては、ご出席ありがとうご

ざいました。冬休み中の大きな事故もなく、新学期を迎えています。

それでは概要説明いたします。

（資料に記載した活動を報告）

本日の定例会では、報告事項２件と審議事項１件を申し上げることなります、ど

うぞよろしくお願いいたします。

渡邉課長 委員長から開会の宣告をお願いいたします。

５．開会の宣言

中村委員長 平成２８年１月の定例教育委員会をこれより開会いたします。

よろしくお願いいたします。

６．委員長選挙について

渡邉課長 すでにご理解のとおり教育委員長の任期は 1年であり、中村委員長の教育委員長

としての任期が今月２２日で終了となりますので、２３日以降の委員長をどなた

とするか改めて決定していただくこととなります。なお、地方教育行政の組織及
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び運営に関する法律の改正により、４月から新たな教育委員会制度へ移行するた

め、任期は平成２８年３月までお勤めいただくことになります。

基本的な定めは選挙となりますが、指名推薦も可能であり、どういたしましょう

か。

（指名推薦という声あり）

（続いて、中村委員長継続という声複数あり）

指名推薦により中村委員長継続ということで、満場一致のようでございますので、

手続きを省略し決定としてよろしいですか。

（全委員賛同）

それでは、委員長継続に当たり、中村委員長から一言お願いいたします。

中村委員長 再任されましたので、改めてよろしくお願いします。

では、報告事項(1)学校教育関係をお願いします。

７．報告事項

（１）学校教育関係

山口副課長 ア ２月の行事予定について、説明します。

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 報告事項(1)について、ご意見、ご質問はございませんか。

（意見、質問なし）

武笠職務代理 「入学説明会」について、小・中学校同日開催の場合は午前・午後に時間を分け

られていますか。

山口副課長 はい。小学校午前、中学校午後に分けられています。

中村委員長 2 月 10 日予定の「携帯電話教室」は、他校でも開催されていますか。

山口副課長 子どもの携帯電話マナーについての指導で各校とも実施しています。携帯会社が

行っている教室がある点は広めたいと思います。

中村委員長 中学校でも行われていますか。

山口副課長 はい、実施しています。

中村委員長 他になければ、次に報告事項(2)生涯学習関係をお願いします。

（２）生涯学習関係

佐藤室長 ア ２月の事業予定について、説明します。

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 報告事項(2)について、ご意見、ご質問はございませんか。

（意見、質問なし。）

中村委員長 他にないようでしたら、次に審議事項をお願いします。

８．審議事項

議案第１号 宮代町教育振興基本計画について

井上副課長 議案第１号宮代町教育振興基本計画について

（資料に沿って説明を行う。）
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中村委員長 議案第１号「教育振興基本計画」についてはこれまで協議して参り、本日は最終

の決定ということです。内容についてお気づきの点があればお願いします。

中村委員長 私から何点か確認です。

13 ページ、「エ 小中一貫教育の推進」についての記述は、もっと具体を表す必要

はないでしょうか。

井上副課長 こちらの「基本計画」では施策を示して、具体は毎年度の「重点施策」で表して

はどうでしょうか。

中村委員長 分かりました。「小中一貫教育」の取り組みの中には始めから「中一ギャップ解消」

を含んでいますね。その用語解説が 33 ページにありますが…。

吉羽教育長 本文中の用語に、解説がある旨の印が必要ですね。

中村委員長 そうしましょう。宮代町で推進していることでありますので、希望としては「小

中一貫教育」自体の解説も欲しいところです。私の大学の学生が「中高一貫」に

ついて研究、発表しましたが、「一体は難しい」との結露に至りましたので、「機

能としての連携もある」点を伝えました。誤解のないよう、「小中一体校」と「小

中連携」との住み分けについても説明してはどうでしょうか。

井上副課長 追加します。

中村委員長 22 ページ「教職員の資質の向上」の取り組み中のウ「教職員モラル向上」につい

て、ここに掲げた３点で良いかの再確認です。

吉羽教育長 「倫理確立委員会」は各校教頭を筆頭に、主に学年主任で構成、毎月実施されて

います。例えば、新任教職員を加えて研究成果を発表することで意識を高めると

いう方法も考えられます。

中村委員長 「活性化」が図れればよいと思いましたが、現在でも十分活動されているという

ことですね。

吉羽教育長 はい。年間計画に位置づけて実施しています。さらに、工夫を重ねていきたいと

思います。

中村委員長 その意味で「一層」と加わると良いのではないでしょうか。

次に 23 ページ「（３）学習環境の整備・充実」の取り組み中、アとウの双方に「小

中学校適正配置」が記述されています。アは施設修繕等について記述し、この件

は分けて、ウで記述すれば良いのではないでしょうか。

井上副課長 修正いたします。

中村委員長 33 ページ、「成果指標」の「読書活動の冊数」ですが、学年が上がるほど本を読ま

なくなるということも聞きますので、逆に中学生の目標冊数をもっと多く設定す

るということは考えられないでしょうか。

吉羽教育長 冊数について、現在図書室のシステム化を進めていて、稼動後はデータとして確

認できるようになります。低学年向けの本は薄く簡易であるためたくさんの冊数

を読むことができますが、中学生が読む本ともなるとページ数も増え、さらに部

活動を始めとした活動の多様化もあるため読む時間を確保するのが大変という側

面もあります。
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中村委員長 そうでしょうが、「これで良い」と思われてもいけません。大学生でもだんだん本

を読まなくなっていますから、宮代町は本を読ませるようにしたいと考えました。

「読まない」が当たり前とならないようにしたいところです。逆に忙しい人こそ

本を読んでいるのではないでしょうか。時間管理ということも含めて、読むとい

う意識をつけたいと思います。

読んだ本の冊数を貯める取り組みもあると聞きました。

吉羽教育長 白岡市での取り組み「読書通帳」かと思います。

武笠職務代理 現場のとしてはどうでしょうか。「思い」があれば良いですが、現状で精一杯とい

うことであれば、過大な目標とならないようにしたいと思います。

山口副課長 目標値は「小学校週１冊」「中学校二周で１冊」をめやすとした設定です。

低学年の本は一冊が薄いためたくさん読むことも可能です。学年が上がるにつれ

読みきるのに時間がかかりますので、「冊数」より「読書習慣づけ」という意味合

いもありますので、この数値が妥当と考えました。

武笠職務代理 という意味でも、小中ともに現在の２倍の目標ですから十分な数値ではないでし

ょうか。

中村委員長 １年間を均してですね。

山口副課長 中学生で「月４冊」は難しいので「月２冊」の目標設定としています。

吉羽教育長 定義は難しいのですが、「習慣化」を数値で表すという設定方法もあるかもしれま

せん。

中村委員長 「冊数」だけにとらわれているわけではありません。「調べ学習」や「課題学習」

を通じて図書館に行ったりする中で冊数が増えるという期待もあります。

武笠職務代理 今はインターネットで調べるという手法もとられているようです。

中村委員長 その通りですが、学習の最後には根拠となる書物を示す必要がありますので、本

を使って調べて欲しいと思います。しっかりした「調べる」を定着させていとい

う考え方です。

山口副課長 現状ではインターネットで調べることが多いですが、小学校の総合学習を通して

冊数が増えるということはあります。本日のご指摘を踏まえてアクティブラーニ

ングを働きかけていきたいと思います。

中村委員長 インターネットを利用することは良いのですが、それだけではない、定着させた

いと考えました。

寺尾委員 調べるために本を読むという考え方はありますが、その場合「本のうち必要な部

分だけを読む」という実態もあります。ここで「冊数」を目標とするのは、教養

としての読書、例えば理系の学生が文学を読むように「本を読む」という点に重

きを置いた成果目標であると考えられるのではないでしようか。

中村委員長 大学生でも谷崎潤一郎を知らない学生もあります。

小説や物語、伝記などの「よみもの」を想定した目標設定でしょうか。

吉羽教育長 はい。
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中村委員長 では、この数値目標でいきましょう。中学校では朝読書の取り組みは行われてい

ませんか。

山口副課長 行っています。

中村委員長 どのようなものが読まれているか、データがあったら後ほど提供願います。

では、これまで意見のあった点は修正いただくとして、議案第１号について承認

してよろしいでしょうか。

（一同、承認）

承認されました。次に「その他」についてお願いします。

９．その他

井上副課長 教育フォーラム２０１５について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 「小中一貫」については、「一体」「連携」の誤解がありますね。

井上副課長 はい。この点は常に問われる課題ですので、機会をとらえて説明を続ける必要が

あります。

中村委員長 よろしくお願いします。

他になければ、次回の日程についてお願いします。

井上室長 年間予定表では、次回は２月２５日（木）ですが、いかがでしょうか。

（定例会は午後１時３０分から、会場は役場庁舎を予定）

続いて、前月の会議録の承認並びに署名をお願いします。

（全委員が承認及び署名を行う。）

渡邉課長 それでは、委員長から閉会宣言をお願いします。

中村委員長 これにて本日の定例教育委員会を閉会といたします。

閉会宣言 （閉会午前 11 時 51 分）
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左会議録は事実と相違ないので、宮代町教育委員会会議規則第 17 条第 2項

の規定によりここに署名する。

平成２８年２月２５日

委員長

委 員

委 員

委 員

委 員

会議録調製員 井上正己
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