
会 議 ・ 打 合 せ ・ 視 察 顛 末 書

記録者　主幹　　岡野　恵之　

件　　　名 　平成２５年第４回龍ケ崎市教育委員会定例会会議録

日　　　時 　平成２５年４月２４日(水)　午後２時００分～午後４時４０分

場　　　所 　龍ケ崎市役所　５階　第三委員会室

出席委員

　斎藤勝教育委員会委員長，髙橋容子教育委員会委員長職務代理者，

　大野金人教育委員会委員，鈴木麻里子教育委員会委員，

　藤後茂男教育長

欠席委員 　なし

傍　 聴  　者 　１名

出席職員

　教育部長

　教育委員会事務局政策監

　　兼学務課長　

　青少年育成課長

　指導課長

　教育センター所長

　スポーツ振興課長

　中央図書館長

　学校給食センター所長

　学務課長補佐

　学務課学務グループ主査

　学務課学務グループ主幹

荒井　久仁夫　　　　

足立　 裕

黒田　智恵子

黒澤　 智

小貫　孝浩

岡田　和幸

斎藤　英也

大和田　英嗣

吉田　宜浩

黒井　美智子

岡野　恵之
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　【議事日程】

１　開会

２　前回会議録の承認

３　教育長報告

４　議事

　報告第　６号　　専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市学校給食セ

ンター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）

　報告第　７号　　専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度龍ケ崎

市一般会計補正予算（第１号）に対する同意について）

５　報告事項　　(1)　平成２５年度全国学力・学習状況調査について

　　　　　　　　　　(2)　龍ケ崎市総合運動公園，龍ケ崎市運動公園，及び龍ケ

崎市高砂運動広場の指定管理導入スケジュールについて

　　　　　　　　　　(3)　教職員の厳重注意について

　　　　　　　　　　(4)　平成２４年度の重要施策・事業について

６　協議事項　　(1)　平成２５年度の重要施策・事業について

　　　　　　　　　　(2)　平成２５年度計画訪問について

　　　　　　　　　　(3)　長戸小学校の統合に向けた今後の進め方について

７　その他

８　閉会
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教育部長

教育部長

委員長

全委員

委員長

委員長

全委員

委員長

委員長

教育長

委員長

大野委員

　会議の前の時間をお借りしまして，4 月の定期異動による新規の部課長等を
紹介したいと思います。

（新規部課長等・事務局職員の紹介）

　よろしくお願いいたします。

(1)開会　（午後２時００分　開会を宣言）
　皆様こんにちは。委員の皆様方には，大変お忙しいところお集まりをいただき
まして，ありがとうございます。今回の教育委員会定例会を開催するに当たり，
会議を傍聴したい旨，１名の方より申し出がありましたので，傍聴を許可してよ
ろしいでしょうか。

　異議なし。

　それでは，本日の会議につきましては，すべて公開といたします。傍聴される
方の入場をお願いします。それでは，早速会議に入ります。
　本日は全員出席されており，定足数に達しておりますので，平成２５年第４回
龍ケ崎市教育委員会定例会を開会いたします。

(2)前回会議録の承認
　まずはじめに，前回の教育委員会定例会の会議録の承認を行います。会議
録につきましては，原案のとおりでよろしいでしょうか。

　異議なし。

　それでは，会議録につきましては原案のとおり承認いたします。

(3)教育長報告
　続きまして，教育長報告をお願いいたします。

（市職員退職者辞令交付式及び教職員辞令交付式，市職員辞令交付式及び
教職員辞令交付式，企業等から新１年生へ防犯グッズの寄贈，交通安全キャ
ンペーン，市立小・中学校入学式，市教育研究会総会，教頭会総会，教務主
任会総会，都市教育長協議会・市町村教育長会議総会，県市町村教育長学
校長会議，美浦特別支援学校入学式，ＭＣＡ無線機交信訓練，城西中学校
大規模改修工事説明会，長戸小学校適正規模検討委員会から意見書の説
明会，全国ミニバスケットボール大会結果報告，全国学力・学習状況調査，給
食費第３子無償化，城西中学校ブラスバンド演奏，学校事故，学校事務共同
化の実施，学校訪問について報告）

　教育長からの報告は以上でございます。委員の皆様方から何かございます
か。なければ私からお聞きいたします。入学式に出られた方は，今年度の入学
式の様子はいかがでしたか。

　私は龍ケ崎小学校の入学式に出席させていただきましたが，イメージとして
は龍ケ崎小学校は多いのかなと思ってましたが，３０名程度ということで，華や
かな中にも少しさびしい感じがしました。
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委員長

教育長

委員長

委員長

教育部長

委員長

教育長

委員長

教育部長

鈴木委員

学校給食センター所長

髙橋委員長
職務代理者

学校給食センター所長

　私は城ノ内小学校の入学式に出席しました。１年生は３クラスでした。イメージ
では落ち着きが無い子や騒がしい子などがいるのかなと思ってましたが，話を
よく聞いてしっかりした１年生だなと思い，安心しました。

　私は八原小学校に行きまして，１５８名という非常に大所帯の入学式でした。
校長先生や私が話をするたびに子ども達が反応し，非常にほほえましい，かわ
いらしい印象を受けました。

　１年生も慣れない中で登校などもしていると思いますので，連休明けまでは気
を緩めることなく，見守っていきたいと思います。また，保護者など，多くの方に
も見守っていただいていると思いますので，そちらとも連携を密にしていきたい
と思います。

（4）報告第６号「専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市学校給食セ
ンター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）」

　それでは，議事に入ります。
　報告第６号「専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市学校給食セン
ター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）」
事務局の説明を求めます。

（議案書を基に，報告第６号について説明）

　ただいま，報告第６号について，説明がありました。これについてご質問等，
ありましたらお願いします。

　補足になりますが，前回の規則で該当しない場合とは，他町の保護者が仕事
の関係で市内にあるおじいちゃんやおばあちゃんの家に子どもを送り，子ども
はそこから市内学校に通って，学校が終わったらおじいちゃんの家に戻り，保
護者が迎えに来る場合などです。

　今回の改正で文言に「同時」が入ったのはどのような意味ですか。以前は「同
時」という文言はありませんでしたよね。

　義務教育ということで，小中学校に子どもがいる方々の世帯を対象にしたいと
いう考えで明確にしたところです。

　私立小中学校も以前の規則では対象外でしたが，今回の規則では対象にす
るということですが，対象者数はどの程度変化するのでしょうか。

　基礎調査では，世帯数だけカウントしております。市内在住で公立と私立の
小中学校も合わせて 105世帯ほどおります。異動が逐一あるわけですから，そ
の世帯が他市に引っ越したり，他市から引っ越してきたりなど，動きは随時ある
と思います。

　その中に 3 人以上の小中学生がいる家庭はさらに絞られるということですね。
予算も当初の中で対応できるということでよろしいですか。

　はい，そのとおりです。
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委員長

全委員

委員長

委員長

教育部長

委員長

全委員

委員長

全委員

委員長

委員長

指導課長

委員長

鈴木委員

指導課長

髙橋委員長
職務代理者

指導課長

委員長

　それでは，報告第６号について，原案のとおり承認することについて，ご異議
ありませんか。

　異議なし。

　異議なしと認め，報告第６号については原案のとおり承認されました。

（5）報告第７号「専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度龍ケ崎
市一般会計補正予算（第１号）に対する同意について）」

　続きまして，報告第７号「専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度
龍ケ崎市一般会計補正予算（第１号）に対する同意について）」事務局の説明
を求めます。

（議案書を基に，報告第７号について説明）

　ただいま，報告第７号について，説明がありました。これについてご質問等，
ありましたらお願いします。

　特になし。

　それでは，報告第７号について，原案のとおり承認することについて，ご異議
ありませんか。

　異議なし。

　異議なしと認め，報告第７号については原案のとおり承認されました。

（6）平成２５年度全国学力・学習状況調査について
　続きまして，報告事項です。「(1)　平成２５年度全国学力・学習状況調査につ
いて」事務局の説明を求めます。

（資料を基に，報告事項（１）について説明）

　ただいま，報告事項（１）について説明がありました。これについてご質問等，
ありましたらお願いいたします。

　昨年度から全国学力・学習状況調査をホームページなどで公表しているとの
ことですが，このことで過度な競争になったなどの事例はありましたか。

　そのような心配されることはありませんでした。

　昨年の公表やこれまでも結果の公表をしてきて，もっと具体的に公表すべき
だなどの意見はありましたか。

　一部，議会等でそのような意見がありましたが，他についてはほぼありません
でした。このため，このような方針で進めたいと考えております。

　今までと同様に公表していくということですね。問題点や強い要望などもな
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指導課長

委員長

指導課長

委員長

教育長

大野委員

指導課長

委員長

全委員

委員長

スポーツ振興課長

委員長

全委員

委員長

指導課長

かったという判断ですね。また，先生達のご意見というのはどうですか。

　市としてはこのように扱っていきたいとお願いしているので，状況に応じて先
生の意見を集約していきたいと考えております。

　日程的にはどのようになりますか。

　今日の調査を受けまして，夏休みを目安に返答となりますので，それから分
析になると思います。

　そうなると，ここにある改善方策等は，結果が戻ってきてから具体的に検討さ
れるということですね。

　今までのスケジュール的なものを見ると，９月の運動会の時期に個人票がまと
まって送付してきて，そしてそれから本人に渡すようになるので，その時になら
ないと全体的な数字が見えてこないので，それからの作業になります。
　今までは抽出だったので，量的にそのぐらいで戻ってきたが，今回は全部で
すので，どのくらいで戻ってくるのかなとは思います。

　この改善方策等についてですが，昨年度は抽出校にだけ改善策をやるのか，
それとも龍ケ崎市として改善策を出して，全校でやるのか，または個別にやる
のかはいかがですか。

　抽出校はありましたけれども，その他の学校が希望して，全校が参加している
形になりましたので，この傾向については，龍ケ崎市として扱って対応している
ところです。

　他には特に無しということでよろしいでしょうか。

　特になし。

（7）龍ケ崎市総合運動公園，龍ケ崎市運動公園，及び龍ケ崎市高砂運動広
場の指定管理導入スケジュールについて

　続きまして，報告事項「(2)龍ケ崎市総合運動公園，龍ケ崎市運動公園，及び
龍ケ崎市高砂運動広場の指定管理導入スケジュールについて」事務局に説
明を求めます。

（資料を基に，報告事項（2）について説明）

　ただいま，報告事項(2)について説明がありました。これについてご質問等，
ありましたらお願いいたします。　

　特になし。

（8）教職員の厳重注意について
　続きまして，報告事項「(3)教職員の厳重注意について」事務局に説明を求め
ます。

（資料を基に，報告事項（3）について説明）
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委員長

教育長

委員長

全委員

委員長

教育部長

委員長

教育長

委員長

委員長

学務課長
青少年育成課長

指導課長
教育センター所長
スポーツ振興課長
中央図書館長

学校給食センター所長

委員長

　ただいま，報告事項(3)について説明がありました。これについてご質問等，
ありましたらお願いいたします。　

　交通事故で行政処分を受けたということで，県の処分指針に基づき考えると，
厳重注意に該当するのではないかと県から助言がありまして，それに沿って本
人に教育委員会として厳重注意をしましたので，報告をさせていただいている
ところです。県の基準といいますか，高速道路などでのスピード違反も道路交
通法における行政処分があるわけで，人身にかかわる場合の事故でも行政処
分があります。そういったものについても，法を守ることが公務員には課せられ
ているので，今度は身分上の処分も県として行うということで，他市町村の事例
を踏まえた処分の助言でした。

　他には特に無しということでよろしいでしょうか。

　特になし。

（9）平成２４年度の重要施策・事業について
　続きまして，報告事項「(4)平成２４年度の重要施策・事業について」事務局に
説明を求めます。

　こちらについては，次の議題と関連，継続するものであるため，次の協議事項
である「平成２５年度の重要施策・事業について」と併せて説明などをする際の
参考資料としていただければと思います。

　ただいま，報告事項(4)について説明がありました。参考資料ということですが，
何か意見等，ありましたらお願いいたします。　

　先ほどの説明のとおり，「平成２５年度の重要施策・事業について」を説明す
る中で，「平成２４年度の重要施策・事業について」も触れていただければと思
います。

　それではここで一度休憩に入りたいと思います。

（休憩）

（10）平成２５年度の重要施策・事業について
　それでは，再開いたします。続きまして，協議事項「(1)平成２５年度の重要施
策・事業について」事務局に説明を求めます。

（資料を基に，協議事項（1）について説明）

　ただいま，協議事項(1)について説明がありました。これについてご質問等，
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鈴木委員

スポーツ振興課長

青少年育成課長

委員長

青少年育成課長

教育長

髙橋委員長
職務代理者

教育部長

髙橋委員長
職務代理者

教育部長

髙橋委員長
職務代理者

大野委員

学校給食センター所長

ありましたらお願いいたします。　

　流通経済大学をいろいろと活用していただいてありがとうございます。また，
バックアップなどもありがとうございます。そこで，「大学のあるまちのメリットを活
かした特色あるまちづくりを進めます」について，保育分野ですが，ここの内容
で，「スポーツ・健康を専門に学ぶ学生」ということで，実は保育コースもありまし
て，せっかくですので，スポーツ健康科学部だけに限定せず，社会学部なども
対象にしていただけれればと思います。
　また，併せて，一番最初の保育預かりサービスについて，小学校６年生まで
を対象にできたことは非常にすばらしいことだと思います。今後，時間の延長を
検討されることなどはいかがでしょうか。

　前段の部分について説明させていただきます。この部分については，企画課
と調整している部分でもあるため，再度，企画課と調整してからでないと，ここで
は約束できないところです。このため，流経大との調整も含めて，記載できるよ
うであれば，記載したいと思います。

　続きまして，保育ルームについてです。時間の延長については難しいと考え
ております。ただし，ここには記載していませんが，今年度については，障がい
のある児童へのサポート体制について検討したいと考えております。

　学童について，昨年度は何名の学生の方が参加されたのでしょうか。

　４名です。

　学童の場合，利用者側の考えはさまざまだと思いますが，受け入れ側として，
私が見ていて大変だと感じるのは，指導員をどのように確保していくのかが非
常に難しいと思います。ある意味，派遣会社のような印象を受けます。特に夏
休みなどで，予定していたのに来なかった児童もたくさんいるし，また，年度末
になると課税対象になってしまう場合には勤務できなくなったりなど，指導員の
やりくりというのが，現実に運営していく中では非常に大変だと感じています。

　参考資料である，「平成２４年度の重要施策・事業」について，「コスト情報」の
部分が空白となっていますが，完成形というのはあるのでしょうか。

　こちらは，企画課と財政課において，最終的にはとりまとめる予定です。

　それでは，最終的にはこの部分が記載された完成形があるということでよろし
いでしょうか。

　はい。

　でしたら，その完成形も見てみたいと思いますので，よろしくお願いします。

　給食費について，３人目以降の給食費無償化がスタートしましたが，給食費
の未払いの方がいると思いますが，どの程度の割合になりますか。

　多額の給食費を滞納している方は３名程度と聞いております。また，各学校
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委員長
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委員長

指導課長

委員長

大野委員

髙橋委員長
職務代理者

委員長

指導課長

委員長

全委員

委員長
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のほうに徴収をお願いしているところですので，逐一，担当の先生が少し滞納
したらすぐ，払ってくださいとお話しているので，滞納の額としては多くは無いと
認識しています。

　他には特に無しということでよろしいでしょうか。

　特になし。

（11）平成２５年度計画訪問について
　続きまして，協議事項「(2)平成２５年度計画訪問について」事務局に説明を
求めます。

（資料を基に，協議事項（2）について説明）

　ただいま，協議事項(2)について説明がありました。協議内容として２つほどあ
りましたが，一つは日程的なこととしてどちらが望ましいかというのと，もう一つは
計画訪問する教育委員の調整についてです。これについてご質問等，ありまし
たらお願いいたします。　

　今まで，いきなり懇談というのは，私，個人としては意見を話ししづらい部分が
ありました。このため，実際に見てからの懇談のほうが適切であると思うので，私
は２案のほうがよいのかなと思います。

　計画訪問については，今までやってましたけれども，やはり説明を受けてから，
感想なり，指導なり，話をさせていただいたほうがよいと思います。

　それでは，２案のほうで進めていただきたいと思います。ただし，学校側の事
情もあると思いますので，２案のほうを原則としてということで計画をしていただ
ければと思います。
　続いて予定の割り振りについてです。こちらは，私から一括して申し上げます。
６月１７日は大野委員でございます。６月１８日は鈴木委員です。６月２０日は私，
斎藤です。６月２１日は髙橋委員です。６月２４日は斎藤です。６月２５日は鈴木
委員です。６月２７日は髙橋委員です。以上，この予定で進めていただければ
と思います。また，何か緊急の際は連絡を取るということでよろしいでしょうか。

　はい，ありがとうございます。

　他には特に無しということでよろしいでしょうか。

　特になし。

（12）長戸小学校の統合に向けた今後の進め方について
　続きまして，協議事項「(3)長戸小学校の統合に向けた今後の進め方につい
て」事務局に説明を求めます。

（資料を基に，協議事項（3）について説明）

　ただいま，協議事項(3)について説明がありました。これにつきまして，協議し
たいと思います。忌たんのないご意見など，よろしくお願いします。
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大野委員

髙橋委員長
職務代理者

学務課長

髙橋委員長
職務代理者

教育長

髙橋委員長
職務代理者

鈴木委員

委員長

大野委員

教育部長

大野委員

　統合時期については，先月に意見書が出され，その中で平成２７年４月が掲
げられたと思います。その中でも，保護者が中心となった検討委員会の中での
意見でしたが，それが基本になると思います。それで今言われたように，地元
の説明会や保護者の説明会など，いろいろな場を踏んでいく時間も必要にな
ると考えるので，平成２６年４月というよりかは，平成２７年４月を目指してほしい
と思います。

　時期的には平成２７年に向けてというのはいいと思いますが，私が気になるの
は，「４．今後の進め方」の「（１）城ノ内小学校との統合時期を，平成２７年４月と
する」という文言を教育委員会からにしていいのかなと思います。これまでの経
過を踏まえると，教育委員会からこのように断言するような表現にすることで，今
後に影響を及ぼさないようにしたいと思います。この部分については，皆さんか
らのご意見を伺えればと思います。

　参考までに検討委員会から提出された意見書では「平成２７年４月を目標に
進めることが望ましい」と記載されています。

　でしたら，それを踏まえて，「目標にする」という表現にしたほうが，検討委員
会からの意見を踏まえ，教育委員会としての意見としたほうが適切であるかと思
います。

　城ノ内小学校との統合については，平成２７年４月を目途に準備を進めるとか，
そのような表現にしたいと思います。

　そのような表現のほうが，これまでの流れを踏まえているので，よいのではな
いかと思います。

　下の部分の（４）に準備作業を進めると記載されていることもあるので，統合時
期を目標とするでもよいのかなと思います。

　（１）に時期的なことが記載されていますが，（２）から（４）までは付随している
事項ですので，うまく読みとっていただければと思います。（１）が強く出ている
という不安もあると思います。また，「目標とする」となると，また前後するのかな
ということも考えられると思います。
　（１）の文言については，上の文章に記載して，下記の部分には（２）から（４）
を記載する形でまとめていただければと思います。

　地元説明会は 1 日だけなのでしょうか，それとも何地区か分けて実施するの
でしょうか。

　地元説明会については，区長に投げかけているところです。地元説明会をす
る旨の意思表示はさせていただいたところですが，説明会は 7地区それぞれ
を回るか，7地区の方を 1箇所に来ていただいて説明するかは返答待ちの状
況です。

　それを実施するうえで，地元の区長さんは初めて聞くとか，うわさでは聞いて
いたなどの方が入ってくると思うので，必ずしもすぐに賛成してくれるとは思わ
ないので，強烈に拒否する方もいるのではないかなと思いますので，そのような
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委員長

教育部長

委員長

全委員

委員長

委員長

学務課長

教育センター所長

事務局

委員長

ことも念頭において実施していただければと思います。ある地区では先週から
今週にかけて，普段は仲のよい区長でもこのような話になると結構，感情的に
なるということがあったので，長戸地区ではこのことが現実的ということだと思い
ますので，心して行ったほうがよいのかなと思います。

　区長さんも年度の切り替えに併せて変わる地区があると思います。

　長戸地区の区長は今年の 4 月に全員変わっております。前区長からの引継
ぎが少しでもされていれば違うとは思います。

　この先，何をやっていくかを明確にすることが大事だと思います。期間をあま
りおかずに，説明会や準備会などを予定どおり実施していくことが，安心感に
つながりますし，逆に期間がないと不安感がでてくると思います。
　他には特に無しということでよろしいでしょうか。

　特になし。

　それでは，文言については若干の修正を行いますが，このことについては，
教育委員会としての意思決定としたいと思いますので，よろしくお願いします。

(13)その他
　議事は以上です。事務局から何か連絡等はありますか。

（城西中学校大規模改修について）

（龍の子支援システムについて）

（次回定例会の日程調整について）

(14)閉会　（午後４時４０分　閉会を宣言）
　以上を持ちまして，本日の会議を終了させていただきます。ご苦労様でござ
いました。
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【議決事項】
　報告第　６号　　専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市学
　　　　　　　　校給食センター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）
　報告第　７号　　専決処分の承認を求めることについて（平成２５年
　　　　　　　　度龍ケ崎市一般会計補正予算（第１号）に対する同意
　　　　　　　　について）

【会議録調製年月日】　平成２５年５月１４日

【会議録調製者】　　龍ケ崎市教育委員会事務局　学務課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　学務グループ　主幹　岡野　恵之

○　龍ケ崎市教育委員会会議規則第１７条及び第１８条の規定により，この会
議録を調製させ，署名する。

　　　　　　　　　委員長　　　　斎　藤　　勝

-12-


