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平成２７年第４回大田原市教育委員会発言要旨
平成２７年３月２５日（水）
開会： 午後１時３０分
○委員長（小髙一紘君）

ただいまの出席委員数は６名であり、定足数に達しておりますので、
ただいまから平成２７年第４回大田原市教育委員会の会議を開きます。

○委員長（小髙一紘君）

前回会議録は、書記をもって調製させましたので、順次回覧いたしま
す。内容をご確認いただきたいと思います。
（会議録順次回覧）

○委員長（小髙一紘君）

会議録の内容についてご確認いただきましたが、前回会議録につきま
してご承認いただけますか。
（異議なしの声あり）

○委員長（小髙一紘君）

異議はないようでありますので、前回の会議録は承認されました。
委員会閉会後、ただいまの会議録に署名をお願いいたします。

○委員長（小髙一紘君）

本日付議されました案件は、議案１６件であります。
それでは日程に従い会議に入ります。
日程第１ 議案第１３号 大田原市小中一貫教育検討委員会の組織及
び運営に関する要綱の制定について 日程第２ 議案第１４号 大田原
市いじめ問題対策推進委員会の組織及び運営に関する要綱の制定につい
て及び日程第３ 議案第１５号 大田原市いじめ問題対策連絡協議会の
組織及び運営に関する要綱の制定については関連がありますので、一括
して議題といたします。
議案の朗読をいたさせます。
（書記

○委員長（小髙一紘君）
○教育長（新江

○学校教育課長（篠山

侃君）

充君）

○委員長（小髙一紘君）

議案朗読）

教育長から提案理由の説明を求めます。
ただいま上程になりました、議案第１３号、議案第１４号及び議案第
１５号につきましてご説明申し上げます。
議案第１３号 大田原市小中一貫教育検討委員会の組織及び運営に関
する要綱の制定について及び議案第１４号 大田原市いじめ問題対策推
進委員会の組織及び運営に関する要綱の制定につきましては、昨年の１
２月７日に開催された平成２６年第１９回教育委員会で協議され、議案
第１５号 大田原市いじめ問題対策連絡協議会の組織及び運営に関する
要綱の制定につきましては、２月６日に開催の平成２７年第２回教育委
員会で協議され、ご承認をいただいた案件でありまして、その後、要綱
の名称等に修正がございましたが、例規審査委員会等の事務手続きを経
ましたので、議案として提出するものであります。
修正した内容につきましては、学校教育課長より説明させますので、
よろしくご審議の上、原案のとおりご議決賜わりますようお願い申し上
げます。

（説明を行う）
説明が終わりましたので、質疑を行います。

○委員長（小髙一紘君）

質疑はないようですので、質疑を終わります。
お諮りいたします。
議案第１３号 大田原市小中一貫教育検討委員会の組織及び運営に関
する要綱の制定について 議案第１４号 大田原市いじめ問題対策推進
委員会の組織及び運営に関する要綱の制定について及び 議案第１５号
大田原市いじめ問題対策連絡協議会の組織及び運営に関する要綱の制定
につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）
○委員長（小髙一紘君）

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしまし
た。
次に、日程第４ 議案第１６号 地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整理等
に関する教育委員会規則の制定についてから日程第８ 議案第２０号
施設予約システム導入に伴う関係教育委員会規則の整理等に関する教育
委員会規則の制定については、平成２７年第３回教育委員会で協議さ
れ、審議したものでありますので、一括議題といたします。
議案の朗読をいたさせます。
（書記

○委員長（小髙一紘君）
○教育長（新江

侃君）

○教育総務課長（益子正幸君）

○委員長（小髙一紘君）

○委

員（深澤道昭君）

○委員長（小髙一紘君）

議案朗読）

教育長から提案理由の説明を求めます。
ただいま上程になりました、議案第１６号から議案第２０号につきま
してご説明申し上げます。
議案第１６号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正
する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整理等に関する教育委員会
規則の制定について 議案第１７号 大田原市立小中学校教科用図書採
択協議会運営要綱の一部を改正する教育委員会要綱の制定について 議
案第１８号 大田原市奨学生選考委員会規程の一部を改正する教育委員
会訓令の制定について 議案第１９号 施設使用料区分変更に伴う関係
条例の整理等に関する条例の制定について及び議案第２０号 施設予約
システム導入に伴う関係教育委員会規則の整理等に関する教育委員会規
則の制定につきましては、平成２７年第３回教育委員会でご協議申し上
げた案件でありまして、その後、地方教育行政の組織及び運営に関する
法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整理等に
関する教育委員会規則の制定について一部修正がありましたが、例規審
査委員会等の手続きを経ましたので、議案として提出するものでありま
す。
修正した箇所につきましては、教育総務課長から説明させますので、
よろしくご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げ
ます。
（説明を行う）
説明が終わりましたので、質疑を行います。
（議案第１９号 施設使用料区分変更に伴う関係条例の整理等に関す
る条例の制定についてに関する減免申請書等の様式の確認を行う。）

ほかに質疑はないようですので、質疑を終わります。
お諮りいたします。

議案第１６号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改
正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整理等に関する教育委員
会規則の制定についてから、議案第２０号 施設予約システム導入に伴
う関係教育委員会規則の整理等に関する教育委員会規則の制定につきま
しては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

○委員長（小髙一紘君）

（異議なしの声あり）
ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしまし
た。
次に、日程第９ 議案第２１号 大田原市奨学生選考委員会委員の委
嘱から、日程第１５ 議案第２７号 大田原市文化財保護審議会委員の
委嘱についてまでは、教育委員会の関係機関の委員等の任命、委嘱に関
する議案となりますので、一括議題といたします。
議案の朗読をいたさせます。
（書記

○委員長（小髙一紘君）
○教育長（新江

侃君）

議案朗読）

教育長から提案理由の説明を求めます。
ただいま上程になりました、議案第２１号から議案第２７号につきま
してご説明申し上げます。
議案第２１号 大田原市奨学生選考委員会委員の委嘱についてから、
議案第２７号 大田原市文化財保護審議会委員の委嘱につきましては、
平成２７年３月３１日をもって任期が満了となる教育委員会関係機関の
委員等を任命、委嘱するものであります。
詳細につきましては、関係課長より説明させますので、よろしくご審
議の上、原案のとおり議決賜わりますようお願い申し上げます。

○教育総務課長（益子正幸君）

（説明を行う。議案第２１号）

○生涯学習課長（齋藤久男君）

（説明を行う。議案第２２号から議案第２５号）

○文化振興課長（小針玲子君）

（説明を行う。議案第２６号から議案第２７号）

○委員長（小髙一紘君）

説明が終わりましたので、質疑を行います。

○委

文化財保護審議会委員の新任の方の専門分野を教えてください。

員（日原悠子君）

○文化振興課長（小針玲子君）

○委員長（小髙一紘君）

江田先生の専門は絵画です。
ほかに質疑はないようでありますので、質疑を終わります。
お諮りいたします。
議案第２２号 大田原市奨学生選考委員会委員の委嘱についてから、
議案第２７号 大田原市文化財保護審議会委員の委嘱につきましては、
原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）
○委員長（小髙一紘君）

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしまし
た。
次に、日程第１６ 議案第２８号 大田原市教育委員会事務局職員の
任免についてを議題といたします。
議案の朗読をいたさせます。
（書記

議案朗読）

教育長から提案理由の説明を求めます。

○委員長（小髙一紘君）
○教育長（新江

侃君）

○教育総務課長（益子正幸君）

ただいま上程になりました、議案第２８号につきましてご説明申し上
げます。
議案第２８号 大田原市教育委員会事務局職員の任免につきまして
は、平成２７年度の定期人事異動に伴い、別紙名簿のとおり、大田原市
教育委員会事務局職員を任免するものであります。
詳細につきましては、教育総務課長より説明させますので、よろしく
ご審議の上、原案のとおり議決賜わりますようお願い申し上げます。

（説明を行う。）
説明が終わりましたので、質疑を行います。

○委員長（小髙一紘君）

（質疑を行う）
○委員長（小髙一紘君）

質疑はないようでありますので、質疑を終わります。
お諮りいたします。
議案第２８号 大田原市教育委員会事務局職員の任免につきまして
は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
（異議なしの声あり）
ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしまし
以上をもちまして、本日予定されました案件はすべて議了いたしまし
なお、その他で何かございますか。

○委員長（小髙一紘君）

（委

事務局で何かありますか。

○委員長（小髙一紘君）
○委員長（小髙一紘君）

員）

ほかにないようでありますので、以上をもちまして、平成２７年第４
回大田原市教育委員会の会議を閉会いたします。
ご苦労さまでした。

閉会： 午後２時３０分
この会議録は、平成２７年４月２２日に調製されたものであるが、その内容に相違ないこと
を認め、ここに署名する。
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