
 

平成２５年第６回笠間市教育委員会定例会会議録 

 

 

１．招集日時        平成２５年６月２４日（月） 午後２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  柴山 博光 

 

４．出 席 者      教育委員  ５名 

            事務局  １４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    午後２時２分開会を宣す。 

 

 （２）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    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。 

井上委員    こちらの報告とはちょっと別になるのですけれども，今週ぐらいか

ら笠間市のタウントーキングが始まるかと思いますが，そちらの方に

出席はされるのですか。 

飯島教育長   教育委員会では，私と教育次長と課長で交代に出ることになってお

ります。私は３回出席しますが，各自３～４回程度出る予定です。 

井上委員    やはり学校の統合のことで，色々現実的になってきたところですが，

統合に関する話を耳にはさんだりもしているので，多分そういった質

問も出てくるのかなと思いますがよろしくお願いします。 

平澤委員    その他いかがでしょうか。 

柴山委員    いいですか。６月２６日にある福島県観光物産交流協会教育旅行推

進委員会の表敬訪問というのは，こちらから向こうに行って何かやる

わけですか。 

飯島教育長   要するに向こうの観光協会で，ホテルとかそういった施設が今なか

なか大変でしょう。だから修学旅行を関西ではなくて，うちの方に来

てほしいという要請ですね。例えば，笠間中では冬にスキー学習を１

年生でやっています。だから福島では夏の色々な体験をさせながら，

修学旅行を京都じゃなくて，福島の方に来てほしいというようなこと
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をやっているんですよ。 

井上委員    実際にそういう内容を決めていくのは学校側ですよね。 

飯島教育長   そうです。だからそういう資料を向こうから頂いたら，学校に配布

するという形でやっていますね。 

井上委員    結構アンケートを保護者に取りながら確かやっていますよね。 

柴山委員    学校ごとにやっているのですか。 

小野瀬委員   旧笠間地区は学校ごとですよね。確か友部と岩間地区は違うんです

よ。 

柴山委員    お金の積立とかをやっていれば，ここの場所だと安くなるとかある

と思いますがどうなんですか。 

飯島教育長   勿論かかった費用を子ども達が負担することになるので，近ければ

その方が安いですよね。でもやっぱり京都とかそういう所は歴史を学

ぶということで，外せない部分はありますよね。 

柴山委員    ありがとうございました。 

平澤委員    今度は私の方から質問ですけれども，７月２４日のサマーミーティ

ングは友部公民館１箇所で開催するのですか。 

飯島教育長   そうです。去年は岩間地区で開催して，子ども達は全部１箇所に集

まります。中学校２年生対象なので，１校３名ずつです。 

平澤委員    その他いかがですか。 

各委員     （特になしの声） 

平澤委員    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。 

 

 （３）議事 

平澤委員    選挙第１号 教育委員会委員長の選挙についてを上程し，事務局よ

り説明を求めます。 

事務局     規定に基づいて説明をする。 

平澤委員    只今，事務局より説明がありましたように本日平成２５年６月２４

日からの教育委員会委員長の選挙を行います。それでは，選挙の方法

につきましては，まず指名推薦の方法によるものとされておりますの

で，委員より新教育委員長の推薦を求めます。 

柴山委員    平澤委員を推薦します。 

平澤委員    只今，柴山委員から平澤委員の推薦がございましたが，いかがでし

ょうか。 

各委員     （異議なしの声） 

平澤委員    それでは，異議なしということでございますので，新委員長は，私

平澤に決定いたしました。 

平澤委員    ここで暫時休憩といたします。 

 

（休憩） 
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飯島教育長   （平澤委員に辞令交付） 

平澤委員    （就任あいさつ） 

 

    平澤委員長   議事を再開いたします。 

平澤委員長   それでは，私平澤が教育委員会委員長に決定しましたので，引き続 

いて議事の進行をさせていただきます。 

平澤委員長   議事を進める前に委員長が決定しましたところで，議事録署名人の

指名を行いたいと思いますが，柴山委員を指名させていただきます。

ご異議ございませんか。 

各委員     （異議なしの声） 

平澤委員長   それでは，柴山委員に議事録署名人をお願いいたします。 

平澤委員長   引き続き議事を進めます。 

平澤委員長   議案第２２号 教育委員会委員長職務代理者の指定についてを上程

し，事務局より説明を求めます。 

事務局     規定に基づいて説明をする。 

平澤委員長   只今，事務局より説明がありましたように教育委員会委員長職務代

理者の指定については，委員長の選挙と同様に指名推薦の方法による

ものとされておりますので，委員より教育委員会委員長職務代理者の

推薦を求めます。 

井上委員    柴山委員を推薦します。 

平澤委員長   只今，井上委員から柴山委員の推薦がございましたが，いかがでし

ょうか。 

各委員     （異議なしの声） 

平澤委員長   それでは，異議なしということでございますので，柴山委員を教育

委員会委員長職務代理者に決定いたしました。 

平澤委員長   ここで暫時休憩といたします。 

 

（休憩） 

 

平澤委員長   （柴山委員に辞令交付） 

柴山委員    （就任あいさつ） 

 

平澤委員長   議事を再開いたします。 

平澤委員長   議案第２３号 笠間市立小中学校統合準備委員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。 

平澤委員長   どのぐらい開催する予定ですか。 

事務局     月１回ぐらいの予定です。最初の委員会が７月９日に開催して，状

況に応じてですが来年度の３月ぐらいまでと考えています。 
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平澤委員長   昨年度の説明会で色々と課題があったかと思います。ジャージをど

うするか，教科書をどうするか，スクールバスの運行など色々課題は

あると思いますが，対話を通して地域の方々の要望をよく聞きながら

スムーズに進めていただければと思います。 

        何となく私が思ったのは，統廃合対象の学校に行ったときに保護者

から感情的な言葉を発せられたことがあったんですけれども，冷静に

丁寧に説明をしていけば，そういうふうにならないかと思いますので

よろしくお願いします。 

飯島教育長   私の方からですが，説明会であったことでやっぱり不安なのは，東

中で３年生のときに統合するなら１年生のうちから笠間中に行かせ

たいということがあったんですね。でも，そういうふうに考えていく

と子ども達が少なくなって東中が成り立たなくなってしまいます。そ

こで学校の変更手続きで書類が提出されたときにどのように取り扱

っていくかということが気になるところです。 

        ただやっぱり統合するまでは，通学に補助はできないという話はし

てございますので，実際その統合になって初めて新しい通学方法とい

うことになるので，そういうことも含めて説明をしていくということ

になるかと思います。 

柴山委員    対応をあまり感情的にならないようにするということだけですね。

丁寧に説明するしかないと思うんですよね。どうやってスムーズに進

めていくか，もうそれしかないと思うので事務局の方々は対応のほう

よろしくお願いします。 

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

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，議案第２３号 笠間市立小中学校統合準備委員会

委員の委嘱については，原案のとおり可決いたします。 

平澤委員長   議案第２４号 笠間市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の一部を

改正する規則についてを上程し，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，原案のとおり可決することに異議ご

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，議案第２４号 笠間市立幼稚園保育料等徴収条例

施行規則の一部を改正する規則については，原案のとおり可決いたし

ます。 

平澤委員長   議案第２５号 笠間市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部

改正についてを上程し，事務局より説明を求めます。 
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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，原案のとおり可決することに異議ご

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，議案第２５号 笠間市私立幼稚園就園奨励費補助

金交付要綱の一部改正については，原案のとおり可決いたします。 

平澤委員長   次に，事務局より追加議案の提出がありましたので，事務局より説

明を求めます。 

事務局     （追加議案提出理由の説明） 

平澤委員長   只今，事務局より説明のありましたとおり，「第２３回参議院議員通

常選挙における職員の兼務（充当，事務従事）の協議について」を追

加議案として提出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，「第２３回参議院議員通常選挙における職員の兼務

（充当，事務従事）の協議について」を議案第２６号として追加いた

します。 

平澤委員長   議案第２６号 第２３回参議院議員通常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。 

事務局     （特になしの声） 

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

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，議案第２６号 第２３回参議院議員通常選挙にお

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

可決いたします。 

 

（４）その他     なし 

 

（５）閉会 

平澤委員長   午後２時５４分閉会を宣す。 

 

８．議決事項 

  選挙第１号   教育委員会委員長の選挙について               決定 

  議案第２２号  教育委員会委員長職務代理者の指定について          決定 

議案第２３号  笠間市立小中学校統合準備委員会委員の委嘱について      可決 
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議案第２４号  笠間市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則の一部を改正する 

        規則について                        可決 

議案第２５号  笠間市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正につ 

        いて                            可決 

議案第２６号  第２３回参議院議員通常選挙における職員の兼務（充当，事 

務従事）の協議について（追加議案）             可決 
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