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教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録

１ 日 時

平成２５年５月２０日（月）

開会 １３時３０分

閉会 １４時３４分

２ 場 所

教育委員室

３ 出席者及び欠席委員の氏名

出席者 岩崎恭典委員長、丹保健一委員、前田光久委員、柏木康惠委員

山口千代己教育長

欠席者 なし

４ 出席職員

教育長 山口千代己（再掲）

副教育長 真伏利典、次長（教職員・施設担当）信田信行

次長（学習支援担当）白鳥綱重、次長（育成支援・社会教育担当）野村浩

次長（研修担当）西口晶子

教育総務課 課長 荒木敏之

教職員課 課長 梅村和弘、班長 小宮敬徳、班長 吉田淳、主幹 林良充

主事 長谷川智章

高校教育課 課長 倉田裕司、班長 松岡泰之、主査 込谷徳隆

保健体育課 課長 阿形克己、指導主事 下里育人

社会教育・文化財保護課 課長 田中彰二、課長補佐兼班長 辻喜嗣

班長 竹田憲治、主幹兼社会教育主事 辻村勝彦

主査兼社会教育主事 奥村隆志

新博物館整備推進ＰＴ 課長 岡村順子、副課長 天野秀明、主幹 東正嗣

５ 議案件名及び採択の結果

件 名 審議結果

議案第 ９号 三重県教育職員特別免許状授与審査委員の任命に

ついて 原案可決

議案第１０号 三重県立学校における学校運営協議会を設置する

学校の再指定について 原案可決

議案第１１号 三重県総合博物館条例案 原案可決

議案第１２号 三重県社会教育委員の任命について 原案可決

議案第１３号 三重県文化財保護審議会委員の任命について 原案可決
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６ 報告題件名

件 名

報告１ 訴訟事件の判決の確定について

報告２ 平成２５年度第６３回三重県高等学校総合体育大会について

７ 審議の概要

・開会宣言

岩崎恭典委員長が開会を宣告する。

・会議成立の確認

全委員出席により会議が成立したことを確認する。

・前回審議事項（平成２５年５月８日開催）の審議結果の確認

前回定例会審議結果の内容を確認し、全委員が承認する。

・議事録署名人の指名

前田委員を指名し、指名を了承する。

・会議の公開・非公開の別及び進行の確認

議案第９号、議案第１２号及び議案第１３号は、人事管理に関する案件のため、議案

第１１号は議会上程前の意思形成過程のため、報告１については個人情報が含まれるた

め、非公開で審議することを承認する。

会議の進行は、公開の議案第１０号を審議し、報告２の報告を受けたあと、非公開の

議案第９号及び第１１号から第１３号を審議し、最後に報告１の報告を受ける順番とす

ることを承認する。

・審議事項

議案第１０号 三重県立学校における学校運営協議会を設置する学校の再指定について

(公開)

(倉田高校教育課長説明)

議案第１０号 三重県立学校における学校運営協議会を設置する学校の再指定につ

いて

三重県立学校における学校運営協議会を設置する学校の再指定について、別紙のと

おり提案する。平成２５年５月２０日提出 三重県教育委員会教育長。

提案理由 三重県立学校における学校運営協議会を設置する学校の再指定について

は、三重県教育委員会権限委任規則第１条第２０号の規定により教育委員会の議決を

要する。

これが、この議案を提出する理由である。

それでは、１ページをご覧ください。再指定及び委員の任命を行う学校ですが、三

重県立紀南高等学校、再指定年月日は平成２５年６月１日でございます。
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三重県立学校における学校運営協議会の設置に関する規則第３条第２項に基づき申

請書が当該高校の校長から提出されましたので、同条第１項に基づき指定を行うもの

です。当該高校の状況並びに申請理由について、学校からの申請書に基づき説明をさ

せていただきます。

２ページをご覧ください。３の「指定の理由」です。紀南高校では平成１９年度に

コミュニティ・スクールの指定を行い、これまで２回の再指定を行っております。今

回で３回目となります。

紀南高校はこれまで申請理由にございますとおり、①地域と協働する学校づくり、

②キャリア教育の充実、③地域からの信頼といったことを重点目標として取り組んで

まいりました。

その結果、志望生徒の増加、生活面や学習面での改善により、地域等からの評価も

上がってきております。しかしながら、今後、中学校卒業生の減少が見込まれており、

さらなる特色化・魅力化を図る必要がございます。このようなことから、引き続きコ

ミュニティ・スクールとしての指定を受け、地域に必要とされる学校づくりを推進し

たいというのが申請理由でございます。

このあたりの件に関して資料外で補足をさせていただきます。

紀南高校でのこれまでの取組としまして、運営協議会委員と生徒との対話集会や、

あるいは地域住民等の学校行事への参画、あるいは教育ボランティアの授業参加、ま

た、地域行事への生徒の参加や小中学校との交流、このような取組を行っておりまし

て、当該高校においても生徒の生活面、あるいは学習面での改善、また、学校のイメ

ージアップ、地域貢献の意識の醸成といったことにつながっております。

他方で、学校の活性化をさらに推進するには、いくつか充実を図る必要がございま

す。１つには、取組が一部の関係者、例えば保護者、同窓会、地域住民等といったと

ころにとどまっており、広がりに欠けているということ。また、２つ目には、学校の

取組は周知されてきておりますが、協働という点には至っていないこと、こういった

ことが挙げられております。

そこで、現在の取組について質と量の両面からの充実を図る必要がございます。先

ほど導入から６年が経過したと申し上げましたが、取組の背景を理解している関係者

が減ってきております。そういったことから、これまでの実績をもとに開かれた学校

づくりを進め、地域の核となる新たな人材を見出して、このコミュニティ・スクール

の取組の輪を広げることが必要かと考えております。

また、少子化という点においては、それを踏まえて協働という視点で小中高、一貫

したキャリア教育を進めていく観点から、紀南高校を基軸として小学校、中学校を含

めてコミュニティ・スクールの展開を図ることが必要と考えております。紀南高校と

しましては、このようなことに留意して今後のコミュニティ・スクールの展開を図っ

ていくことを考えているところです。こういったことで今回、再指定を希望しておる

ということでございます。

続きまして、委員の任命ですが、３ページをご覧ください。三重県立学校における

学校運営協議会の設置に関する規則第６条第３項に基づき、校長から３ページのとお

り推薦がございました。そこで、同条第１項に基づき任命を行いたいと考えます。今
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回、新しく委員に加わっていただくのは、その通し番号でいきますと１番の田岡 隆

様、１２番の西垣内 旭様です。田岡様は御浜町教育長です。これまで紀宝町教育長

の長村様が委員でしたが、委員を交代することになりました。西垣内様は、前任者が

委員を辞されましたので、それに代わって入られたという経緯です。

推薦されました委員は、これまで運営協議会の取組に深く関わってきた方が多く含

まれており、建設的な意見が期待できるというものです。

以上、紀南高校における学校運営協議会の再指定と委員の任命につきまして、よろ

しくご審議のほどお願いいたします。

【質疑】

委員長

議案第１０号はいかがでしょうか。

学校運営協議会をやらないという選択肢は多分ないんだろうと思います。協働に至

っていないということで、その方向性で協働を質・量ともに充実させていかなければ

ならないという話ですが、紀南高校の場合には、そのときの協働というのは具体的に

どういう内容をイメージされているんでしょうか。

高校教育課長

例えば、キャリア教育の面におきまして、昨年度のキャリア教育の授業の中で小中

高と連携したキャリア教育の授業を行っておりました。同校はキャリア教育を非常に

積極的に進めておりまして、これまである意味、学校運営協議会とは連動しない形で、

キャリア教育はキャリア教育で進めてきておる点がございます。そういった点も考え、

小中高と協働する形でキャリア教育といった取組を進めていく。現に高校の生徒が中

学校の職場体験等の事前指導において、説明を行うといった取組も行っておりますの

で、より小中と協働した取組を進めていきたいというようなことを考えております。

丹保委員

指定の理由の中に「生活面・学習面でも改善が見られ」とありますね。「評価も徐々

に好転し」とありますが、先ほど具体的に対話集会とか地域住民の参加とか教育ボラ

ンティアという話がありましたが、数値の変化としてそういうのが分かりますか。

高校教育課長

評判も上がってきたというところでは、特に志願者数が、例えばコミュニティ・ス

クールを導入する前の平成１８年度は欠員数が１６名ございました。平成１９年度か

ら導入したわけですが、平成１９年度、平成２０年度は欠員数を出しておりますが、

一桁にとどまっておりますし、平成２１年度から平成２３年度、この３年間は欠員を

出しておりません。平成２４年度、平成２５年度は、少子化等の影響もあり欠員はあ

りましたが、こういったところで地元からの評価は上げられてきているかと考えてお

ります。その意味でも再度、再指定を受けることにより、さらにこの取組を評価して

いきたいと考えております。

あと、正確な数字はつかみきれてないですが、生徒指導の件数も保護者との連携に

より減ってきているという報告を受けています。



5

委員長

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

紀南高校さんには頑張って欲しいと思いますね。お願いします。

【採決】

－全委員が承認し、本案を原案どおり承認する。－

・審議事項

報告２ 平成２５年度第６３回三重県高等学校総合体育大会について （公開）

(阿形保健体育課長説明)

報告２ 平成２５年度第６３回三重県高等学校総合体育大会について

平成２５年度第６３回三重県高等学校総合体育大会について、別紙のとおり報告す

る。平成２５年５月２０日提出 三重県教育委員会事務局 保健体育課長。

それでは、１ページをご覧ください。平成２５年度第６３回三重県高等学校総合体

育大会については、一部の競技を除いて平成２５年５月２４日金曜日から２６日日曜

日の期間で、３４種目に全日制高等学校、定時制高等学校、通信制高等学校、高等専

門学校、専修学校からおよそ８０校、１５,０００人の生徒が参加し県内各地で開催さ

れます。

さて、総合開会式については３ページをご覧ください。平成２５年５月２５日土曜

日午前９時から桑名市体育館において開催され、平成２４年度大会の全日制及び定時

制総合優勝校、全日制、男子は四日市工業高校、女子はいなべ総合学園高校、定通制、

男子は大橋学園高校、女子は徳風高校の代表及び桑名市体育館を試合会場とする空手

道競技の出場者約２００名が参加する予定です。県教育委員会からは教育長に出席い

ただくことになっております。

選手宣誓は、その３ページの７ですが、近畿大学工業高等専門学校空手道部３年生

の竹島崇登さんと川越高校空手道部３年生の粉川征子さんが行うことになっています。

１ページにお戻りください。１１の「表彰」につきましては、７月１６日火曜日に

県庁講堂において学校対抗得点方式による総合成績の表彰を行います。全日制、定通

制男女総合優勝校に主催者からの優勝旗、優勝杯、優勝盾、全日制は６位まで、定通

制は３位までに賞状と盾が授与されます。

記録本部は稲生高等学校内の県高等学校高体連事務局に置き、記録集計、記録発送、

問い合わせ等に対応いたします。各種目会場と日程については、２ページの種目別競

技日程一覧をご覧ください。よろしければ会場等にお出向きいただき高校生のはつら

つとしたプレーをご覧いただければと思っています。

【質疑】

委員長

ありがとうございました。報告２はいかがでしょうか。

丹保委員

最近、スポーツをしている最中に子どもたちが倒れたりとかいろんな話を聞くこと
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があるんですが、こういうスポーツ大会の場合はそういうことをあんまり心配しない

のが普通なんですか。

保健体育課長

そういったときもすぐに対応できるように会場地での施設・設備、ＡＥＤなど、そ

れから、その各専門部において担当の者をしっかり配置をして対応しております。

丹保委員

例えば地面の温度が何℃とか、すごく高くなった場合は中止するとか、そこまでは

考えてないんですか。

保健体育課長

そういったことも、考えております。

丹保委員

考えているわけですね。分かりました。ありがとうございます。

委員長

他にはいかがでしょうか。

今度の土曜日に開会式ですね。

保健体育課長

はい。一部競技は金曜日から開催ということです。

委員長

金曜日からやっていますね。金曜日にやる大会に出たときの高校側の授業はどうな

りますか。

保健体育課長

各学校で工夫されておりまして、例えば同時期、このころによくＰＴＡの方々をお

集めした授業公開、授業参観というものを前週の土曜日などに授業をして、それの振

替をこの金曜日にするなど、こういった工夫をしている学校があります。そういった

ことで金曜日に試合に出る子どもたちの授業時間を確保する方法を多くの学校がとっ

ております。

委員長

そうですか。他はよろしいでしょうか。

では、山口教育長にご出席いただくということで、よろしくお願いいたします。

－全委員が本報告を了承する。－

・審議事項

議案第９号 三重県教育職員特別免許状授与審査委員の任命について （非公開）

教職員課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どお

り可決する。

・審議事項

議案第１１号 三重県総合博物館条例案 (非公開)

社会教育・文化財保護課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、
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本案を原案どおり可決する。

・審議事項

議案第１２号 三重県社会教育委員の任命について （非公開）

社会教育・文化財保護課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、

本案を原案どおり可決する。

・審議事項

議案第１３号 三重県文化財保護審議会委員の任命について (非公開)

社会教育・文化財保護課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、

本案を原案どおり可決する。

・審議事項

報告１ 訴訟事件の判決の確定について (非公開)

教職員課長が説明し、全委員が本報告を了承する。


