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教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

１ 日 時 

   平成２７年１月３０日（金） 

    開会  １４時００分 

    閉会  １５時４３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 前田光久委員長、森脇健夫委員、岩崎恭典委員、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 信田信行、次長（教職員・施設担当）福永和伸 

次長（学習支援担当）山口顕、次長（育成支援・社会教育担当）長谷川耕一 

次長（研修担当）中田雅喜 

教育総務課 課長 荒木敏之、教育改革推進監 宮路正弘、班長 辻成尚 

      主幹 高屋勝資 

予算経理課 課長 中西秀行、課長補佐兼班長 柏屋典生 

教職員課 課長 梅村和弘、班長 早川巌、班長 小宮敬徳、班長 岡村芳成 

     主幹 田中宏明 

福利・給与課 課長 紀平益美、課長補佐兼班長 中野雅人 

高校教育課 課長 長谷川敦子 

    

５ 議案件名及び採択の結果                                             

          件  名                     審議結果 

   議案第５４号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部   原案可決 

         を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す 

         る条例案 

   議案第５５号 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例案    原案可決 

   議案第５６号 平成２７年度三重県一般会計予算について      原案可決 

   議案第５７号 平成２６年度三重県一般会計補正予算（第８号）   原案可決 

         について 

   議案第５８号 公立学校職員定数条例の一部を改正する条例案    原案可決 

   議案第５９号 公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正す   原案可決 

         る条例案 
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   議案第６０号 県立高等学校等の現業職員の給与の種類及び基準   原案可決 

         に関する条例の一部を改正する条例案 

   議案第６１号 公立学校職員の退職手当に関する条例の一部を改   原案可決 

         正する条例案 

 

６ 報告題件名    

          件  名  

   報告１ 平成２７年度三重県立学校実習助手採用選考試験の結果について 

    報告２ 平成２７年度三重県立学校寄宿舎指導員採用選考試験の結果について 

    報告３ 平成２７年度三重県立学校現業職員採用選考試験の結果について 

   報告４ 平成２７年度三重県職員（船舶通信士）採用選考試験の結果について 

   報告５ 訴訟事件の判決について    

 

 ７ 審議の概要 

・開会宣言   

  前田光久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２７年１月２１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 

  柏木委員を指名し、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５４号から議案第６１号は県議会提出前であるため、報告５は内容に個人情

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、公開の報告１から報告４の報告を受けた後、非公開の議案第５５号、

議案第５４号、議案第５６号から議案第６１号を審議し、報告５の報告を受ける順番

とすることを承認する。 

  

・審議事項 

報告１ 平成２７年度三重県立学校実習助手採用選考試験の結果について （公開） 

(梅村教職員課長説明) 

  報告１ 平成２７年度三重県立学校実習助手採用選考試験の結果について 

  平成２７年度三重県立学校実習助手採用選考試験の結果について、別紙のとおり報

告する。平成２７年１月３０日提出 三重県教育委員会事務局 教職員課長。 

  平成２７年度三重県立学校実習助手採用選考試験結果でございます。試験日は平成
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２６年１２月２１日（日）、試験内容は筆答試験、小論文、面接を実施しています。 

  「２ 結果」です。募集しました教科・科目が、高等学校の理科、農業、工業（機

械系）でございます。それぞれ理科では、採用見込数２名に対し、合格者が２名、農

業についても、採用見込数２名で合格者が２名、工業（機械系）は採用見込数３名で

合格者が３名です。募集見込数の７名について、合格者７名という形です。受験者は

全体で３４名でした。 

  結果については、１月２８日に本人に通知しています。 

 

【質疑】 

委員長 

  報告１の報告がありましたが、ご意見、ご質問はよろしいですか。 

 

 －全委員が本報告を了承する。－ 

 

・審議事項 

報告２ 平成２７年度三重県立学校寄宿舎指導員採用選考試験の結果について 

（公開） 

(梅村教職員課長説明) 

  報告２ 平成２７年度三重県立学校寄宿舎指導員採用選考試験の結果について 

  平成２７年度三重県立学校寄宿舎指導員採用選考試験の結果について、別紙のとお

り報告する。平成２７年１月３０日提出 三重県教育委員会事務局 教職員課長。 

  寄宿舎指導員の採用選考です。試験日が平成２６年１２月２１日（日）、試験内容

が、筆答試験、小論文、面接でございます。 

  結果は、採用見込数２名に対し、申込者数１５名、受験者数１２名、合格者数２名

ということで、見込数どおりの合格者としております。こちらも１月２８日に合格発

表をさせていただきました。 

 

【質疑】 

委員長 

報告２はいかがですか。 

一つ教えていただけませんか。この寄宿舎指導員という方の仕事の内容は、どうい

うことですか。 

教職員課長 

  特別支援学校の寄宿舎で、児童生徒の世話などをするという役割です。 

教育長 

  例えば、聾学校は、全県から通ってきますので、そこに寮みたいなのがあって、実

際は寄宿舎ですが、学校は先生らがおりますが、寄宿舎には誰か指導する人がいない

といけない。生活を指導するという意味で、寄宿舎指導員ということです。 

委員長 

  あと、よろしいですか。 
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 －全委員が本報告を了承する。－ 

 

・審議事項 

報告３ 平成２７年度三重県立学校現業職員採用選考試験の結果について （公開） 

(梅村教職員課長説明) 

  報告３ 平成２７年度三重県立学校現業職員採用選考試験の結果について 

  平成２７年度三重県立学校現業職員採用選考試験の結果について、別紙のとおり報

告する。平成２７年１月３０日提出 三重県教育委員会事務局 教職員課長。 

  めくっていただきまして、現業職員の採用選考試験でございます。試験日は、平成

２６年１２月２１日（日）、試験内容は、教養試験、作文試験、人物試験、適性検査

を行っております。 

  結果です。職種は海務員で、水産高校の実習船に乗っていただく方でございます。

採用見込数１名のところ、申込者数１名、受験者数１名、合格者数１名、こちらも採

用見込数どおりの合格者数を確保できたということで、同じく１月２８日に合格発表

をさせていただきました。 

 

【質疑】 

委員長 

  この前、私たちが学校訪問で乗船させていただいたときに、指導をなさっていた方

がおられましたが、ああいう感じの業務でしょうか。 

教職員課長 

  実習船には、航海士の技術職員もいれば、機関士の技術職員もいますが、海務員も

一緒に乗っております。それぞれ、いろいろ役割があり、いくつかの職種の者が乗っ

ておりますが、そういう形で実習する中で、業務をしている者でございます。 

委員長 

  本件はよろしいですか。 

 

 －全委員が本報告を了承する。－ 

 

・審議事項 

報告４ 平成２７年度三重県職員（船舶通信士）採用選考試験の結果について （公開） 

(梅村教職員課長説明) 

  報告４ 平成２７年度三重県職員（船舶通信士）採用選考試験の結果について 

  平成２７年度三重県職員（船舶通信士）採用選考試験の結果について、別紙のとお

り報告する。平成２７年１月３０日提出 三重県教育委員会事務局 教職員課長。 

  めくっていただきまして、船舶通信士の試験結果でございます。試験日が平成２７

年１月１０日（土）、試験内容が教養試験、作文試験、人物試験、適性検査です。 

  職種として船舶通信士、こちらも水産高校の実習船に乗務する乗組員で、船舶通信

士ということで、無線業務に従事する職員でございます。採用見込数１名のところ、
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申込者数１名、受験者数１名、合格者数１名となっております。こちらも１月２８日

に合格発表をさせていただきました。 

 

【質疑】 

委員長 

  報告４は、よろしいですか。 

岩崎委員 

  先ほどの海務員も船舶通信士も、１人は採用したいということで、申込者が１人で

受験者が１人という形ですが、これは適性検査や各種試験の結果でいうと、合格者ゼ

ロもあり得た結果、１人ということで、よろしいでしょうか。 

教職員課長 

  それぞれ試験に基準点というのがありますので、もし基準を満たさなければ採用で 

きず、ゼロということもありましたが、今回、現業職員も船舶通信士も基準以上であ

ったということで合格としております。 

岩崎委員 

  例えば船舶通信士、海務員の仕事は、よく分かりませんが、いなかったら船が動か

ないですから、ゼロだとえらいことになるということは、言えるのかと思って。 

教職員課長 

  もし、そうなりましても、業務をする者が必要ですので、例えば臨時的な任用等を

含めて、人材を探さなければいけないことになります。 

岩崎委員 

  分かりました。 

委員長 

  あとはよろしいですか。 

   

 －全委員が本報告を了承する。－ 

 

・審議事項 

議案第５５号 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例案 （非公開） 

教育総務課長が説明し、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５４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

行に伴う関係条例の整備に関する条例案 （非公開） 

教育総務課長が説明し、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。 
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・審議事項 

議案第５６号 平成２７年度三重県一般会計予算について （非公開） 

予算経理課長が説明し、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５７号 平成２６年度三重県一般会計補正予算（第８号）について （非公開） 

予算経理課長が説明し、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５８号 公立学校職員定数条例の一部を改正する条例案 （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５９号 公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 （非公開） 

福利・給与課長が説明し、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６０号 県立高等学校等の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例案 （非公開） 

福利・給与課長が説明し、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６１号 公立学校職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案  

（非公開） 

福利・給与課長が説明し、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５ 訴訟事件の判決について （非公開）  

教職員課長が説明し、全委員が本報告を了承する。 


