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平成２６年第４回笠間市教育委員会定例会会議録 

 

 

１．招集日時        平成２６年４月２２日（火） 午後４時００分開議 

 

２．招集場所      笠間市教育委員会庁舎 会議室 

 

３．会議録署名人    教育委員  小野瀬 彰 

 

４．出 席 者      教育委員  ５名 

            事務局  １３名 

 

５．傍 聴 人       なし 

 

６．提出された議題（議事）  以下のとおり 

 

７．会議の大要 

（１）開会 

平澤委員長   午後４時００分開会を宣す。 

 

 （２）議事録署名人の指名 

    平澤委員長   小野瀬委員を指名する。 

 

（３）教育長の報告 

飯島教育長   別紙により教育長事務報告をする。 

平澤委員長   教育長の事務報告が終わりました。委員の意見を求めます。 

各委員     （特になしの声） 

平澤委員長   それでは，教育長の報告については，以上のとおりとします。 

 

（４）議事 

    平澤委員長   続きまして，議事に入ります。報告第６号 笠間市長選挙及び笠間

市議会議員補欠選挙の同時選挙における職員の兼務（充当，事務従事）

の協議についてを上程し，事務局より説明を求めます。 

事務局     原案に基づいて説明をする。 

平澤委員長   これより質疑に入りますが，何かご質問等はございますか。 

    各委員     （特になしの声） 

    平澤委員長   それでは，採決に入りますが，原案のとおり承認することに異議ご

ざいませんでしょうか。 

    各委員     （異議なしの声） 

    平澤委員長   異議なしと認め，報告第６号 笠間市長選挙及び笠間市議会議員補
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欠選挙の同時選挙における職員の兼務（充当，事務従事）の協議につ

いては，原案のとおり承認いたします。 

平澤委員長   報告第７号 笠間市教育指導員の委嘱についてを上程し，事務局よ

り説明を求めます。 

事務局     原案に基づいて説明をする。 

平澤委員長   これより質疑に入りますが，何かご質問等はございますか。 

    各委員     （特になしの声） 

平澤委員長   それでは，採決に入りますが，原案のとおり承認することに異議ご

ざいませんでしょうか。 

各委員     （異議なしの声） 

平澤委員長   異議なしと認め，報告第７号 笠間市教育指導員の委嘱については，

原案のとおり承認いたします。 

平澤委員長   報告第８号 笠間市教育支援委員会委員の委嘱及び任命についてを

上程し，事務局より説明を求めます。 

事務局     原案に基づいて説明をする。 

平澤委員長   これより質疑に入りますが，何かご質問等はございますか。 

柴山委員    どういうことをするのですか。 

飯島教育長   これは以前，就学指導委員会ということでしたが，これから小学１

年に入るときに，例えば発達障害をもっていたり，知的障害を持って

いる子が，幼稚園だとか保育園にいるというような状況の時に，そこ

に行って実際に見てくる。一緒に生活をしながら，そして，その先生

方と一緒に生活の様子，通常学級で生活できるかどうかの調査をして，

そしてこの委員会で最終的に決定をします。特別支援学級に入れたほ

うがより伸びるのではないか，県の特別支援学校にいれたほうが良い

のではないか。それとも通常学級で支援員の援助を得ながら入ったほ

うがいいのではいかという判断をする。そこで決定をして就学場所が

決まるということです。もちろんそこから通常学級に戻していくとい

うことも，例えば発達障害で落ち着きがなかったけれども，だんだん

落ち着きが出て通常学級でも大丈夫だというときも，この審査にかけ

て決定するわけです。そういった仕事をしています。 

平澤委員長   そこで決定して，例えばうちの子は通常学級に入れてくれとかあっ

た場合はどうですか。 

飯島教育長   それは親御さんの希望が優先されます。でも，子どもにとってはど

うなのかという働きかけはしていきます。 

平澤委員長   お互いにいろいろ歩み寄って，子どものために一番いいようになる

にはどうしたらいいのか。ということでしょうね。 

平澤委員長   わかりました。 

平澤委員長   その他何かございますか。 

平澤委員長   それでは，採決に入りますが，原案のとおり承認することに異議ご

ざいませんでしょうか。 
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各委員     （異議なしの声） 

平澤委員長   異議なしと認め，報告第８号 笠間市教育支援委員会委員の委嘱及

び任命については，原案のとおり承認いたします。 

平澤委員長   報告第９号 笠間市教育支援委員会調査員の委嘱及び任命について

を上程し，事務局より説明を求めます。 

事務局     原案に基づいて説明をする。 

平澤委員長   これより質疑に入りますが，何かご質問等はございますか。 

    井上委員    特別支援が必要な子どもというのは，クラスの中に席があって，あ

る教科とかが別のクラスに行くという形でしたよね。 

    飯島教育長   それは通級というのがあります。ある教科だけ普通教室で一緒にや

って，例えば算数とか国語は特別支援にという場合もあります。初め

からずっと特別支援ですべての授業をやるという子どももいます。そ

の子の状況に応じて選択していくというかたちになります。 

    井上委員    わかりました。 

    小野瀬委員   調査員が調査をして，委員会にあげて，委員会で決まったことを学

校で使用するわけですよね。 

    飯島教育長   そうです。 

    小野瀬委員   問題はそこから，小学校の子どもは特別支援学級や支援学校へ行っ

たほうがいいと言われて，学校でどう本人に伝えるか。そこが難しい

ですよね。そこを誰がリーダーとなってやっていくのかが難しくて，

現実にはいろいろな子がいるんですよね。小学校の時に言われても中

学校まで普通教室で来てしまう子が結構いるんです。そのあたりのと

ころをこれからは，教育支援員の方でやっていくということなんです

か。 

    平澤委員長   例えば教育支援委員会で，通常の学級じゃない子どもの親の説得は

管理職も入ってやるんですよね。 

    飯島教育長   もちろん現実的には，例えば親御さんは通常学級でという強い希望

があって，でも学級の中で動き回ってしまってほかの子どもたちに迷

惑するという場合が出てくるんですね。そういうような場合は別な先

生をつけたりしながら対応したりするんですが，１年，２年とやって

いるうちに，子どももそこでは全然伸びなかったりして，そしてまた

再度就学指導の部分ですが，そういうところにかかってくるという場

合もあります。絶えず親御さんと連絡をしたりするということですよ

ね。 

    小野瀬委員   入学するときばかりではなくて，学年があがったときにもこの委員

会で指導していただけるとありがたいです。 

    事務局     現実的に支援委員会は，学校で指導する部分の裏付けというか根拠

を示す委員会ですから，実際の指導は学校でやるということです。こ

の委員会の方々が直接保護者へあたったりするということではない

です。しっかりした裏付け。あなたのお子さんは特別支援の方がずっ
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といいという裏付けの資料を出して，実際の説得は学校ですることに

なると思います。学校が判断するということでは問題が出てくるわけ

ですよね。こういった第三者的な機関で判断してもらい，それを裏付

けとして学校が指導するというかたちになっています。 

    平澤委員長   客観的な資料の基に，お子さんがより良い方法はこういうことであ

るということですよね。２年生や３年生あたりで凶暴性をもってくる

子どもというのはやはりいますよね。人のことを殴ってしまうような。 

    事務局     現実的にはいるんではないでしょうか。 

    平澤委員長   そういう子どもに対しても現場では悩んでいる先生も多いのかなと

いう気もします。そのあたりは学校の先生方一丸となってやっていく

しかないかとは思いますね。 

平澤委員長   その他何かございますか。 

    平澤委員長   それでは，採決に入りますが，原案のとおり承認することに異議ご

ざいませんでしょうか。 

    各委員     （異議なしの声） 

    平澤委員長   異議なしと認め，報告第９号 笠間市教育支援委員会調査員の委嘱

及び任命については，原案のとおり承認いたします。 

平澤委員長   報告第１０号 笠間市立学校評議員の委嘱についてを上程し，事務

局より説明を求めます。 

事務局     原案に基づいて説明をする。 

平澤委員長   これより質疑に入りますが，何かご質問等はございますか。 

    各委員     （特になしの声） 

平澤委員長   それでは，採決に入りますが，原案のとおり承認することに異議ご

ざいませんでしょうか。 

各委員     （異議なしの声） 

平澤委員長   異議なしと認め，報告第１０号 笠間市立学校評議員の委嘱につい

ては，原案のとおり承認いたします。 

平澤委員長   報告第１１号 笠間市立小中学校統合準備委員会委員の解嘱及び委

嘱についてを上程し，事務局より説明を求めます。 

事務局     原案に基づいて説明をする。 

平澤委員長   これより質疑に入りますが，何かご質問等はございますか。 

    柴山委員    引き継ぎというのは当然あるかと思いますが，何回くらい会議をや

ったんですか。 

    事務局     準備委員会は４回です。 

    柴山委員    その議事録は全部残っていますか。 

    事務局     はい。 

    柴山委員    それを読んで，これをやるということを確認するんですね。 

    事務局     はい，あとホームページと市報にも出しています。 

    柴山委員    はい，わかりました。 

平澤委員長   その他何かございますか。 
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    平澤委員長   それでは，採決に入りますが，原案のとおり承認することに異議ご

ざいませんでしょうか。 

    各委員     （異議なしの声） 

    平澤委員長   異議なしと認め，報告第１１号 笠間市立小中学校統合準備委員会

委員の解嘱及び委嘱については，原案のとおり承認いたします。 

平澤委員長   報告第１２号 笠間市社会教育委員並びに公民館運営審議会委員の

委嘱についてを上程し，事務局より説明を求めます。 

事務局     原案に基づいて説明をする。 

平澤委員長   これより質疑に入りますが，何かご質問等はございますか。 

    各委員     （特になしの声） 

    平澤委員長   それでは，採決に入りますが，原案のとおり承認することに異議ご

ざいませんでしょうか。 

    各委員     （異議なしの声） 

    平澤委員長   異議なしと認め，報告第１２号 笠間市社会教育委員並びに公民館

運営審議会委員の委嘱については，原案のとおり承認いたします。 

 

（５）その他     なし 

 

（６）閉会 

平澤委員長   午後４時３２分閉会を宣す。 

 

８．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            承認 

   報告第７号   専決処分の承認を求めることについて            承認 

   報告第８号   専決処分の承認を求めることについて            承認 

   報告第９号   専決処分の承認を求めることについて            承認 

   報告第１０号  専決処分の承認を求めることについて            承認 

   報告第１１号  専決処分の承認を求めることについて            承認 

   報告第１２号  専決処分の承認を求めることについて            承認 

 


