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宮浦委員長

それでは、只今から「第６８８回むつ市教育委員会」を開会いたします。
本日は、村中委員が欠席となっております。
また、本日の会議録の署名についてですが、田中委員にお願いしたいと思い
ます。
よろしくお願いいたします。

宮浦委員長

では、議事に入ります。
本日は、追加も含め議案１１件、事務局からの報告２件となっております。
●議案第１号

「むつ市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則の
制定について」
（総務課）

宮浦委員長

それでは、議案第１号「むつ市教育委員会教育長職務代理者の事務を委任す
る規則の制定について」
、事務局の説明を求めます。
－ 1 －

政策推進監

（提案理由の説明）

宮浦委員長

ただいま事務局より説明がありましたが、本件についてご質問などございま
せんでしょうか。

遠島教育長

職務代理者はこれまでありませんでした。
教育長が欠けた時には、これまでは部長とか政策推進監とか総務課長が代理
をするんですが、今度、新教育長となると、教育長の代わりをする人は事務局
ではだめなんですね。
要するに、教育長が教育委員会の代表なので、その職務代理者は委員の中か
ら選出するということなんです。で、教育長は毎日出勤しますが、委員の方は
非常勤ですので、通常の教育長の業務を代理する訳にはいきませんので、教育
長職務代理者の事務を事務局職員に委任する。ということでご理解いただけれ
ばと思います。
従って、ここにいるどなたかに、新教育長が職務代理者に指名することにな
ります。

宮浦委員長

今は、委員長職務代行者でしたでしょうか。名前も違いますね。今の教育長
のご説明でイメージが湧いてきました。

宮浦委員長

では質問等ないようですので、議案第１号は承認することとしてよろしいで
すか。
（異議なしの声）

宮浦委員長

それでは、ご異議がございませんので、議案第１号は承認することといたし
ます。

●議案第２号

「むつ市教育委員会事務局組織及び運営規則の一部を改正する
規則について」
（総務課）

●議案第３号

「むつ市脇野沢地域交流センター規則の一部を改正する規則に
ついて」
（生涯学習課）

宮浦委員長

それでは、次に移ります。
議案第２号「むつ市教育委員会事務局組織及び運営規則の一部を改正する規
則について」
、及び、議案第３号「むつ市脇野沢地域交流センター規則の一部を
改正する規則について」は、関連がありますので一括して事務局の説明を求め
ます。
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政策推進監

（提案理由の説明）

宮浦委員長

ただいま事務局より説明がありましたが、本件についてご質問などございま
せんでしょうか。

宮浦委員長

北の防人の部分がどういう風になっているかイメージできにくいんですけど
もいかがでしょうか。

生涯学習課長

北の防人大湊地区と通称呼んでおりますけども、安渡館、海望館は観光戦略
課の所管施設で、安渡館の隣、みどりのさきもり館は建設部の所管施設であり
まして、教育委員会は弐番館を所管と、それぞれがバラバラに管理しておりま
したものを、維持管理を一体管理とすることで、経費の節減であるとか、後は、
一体的なイベント等の開催によって活性化を図ることを目的に、今回、北の防
人施設経営室というのが新設されまして、そちらで維持管理を担っていくこと
になります。
そこの、室長が、教育委員会の職員も併任することで、各部局にまたがった
事務を行えるようにするというものであります。

宮浦委員長

大湊の 3 つの施設を一体的に使いやすく、経費のこともありましょうし、そ
れによって市民に利便性とは直接あるのでしょうか。一番そこが気になります。

生涯学習課長

今まではそれぞれが管理しておりましたので、他の施設が空いているかどう
かもわからなかったのですが、次からは一体管理ですので、違う施設が空いて
いれば紹介できたりとか、1 つの施設ですべての申込みができるようになると
か、そういった利便性が出てくると思います。

宮浦委員長

疑問な所を説明していただきましたが、皆さんよろしいでしょうか。
それでは、ご異議がございませんので、議案第２号及び議案第３号は、承認
することといたします。
●議案第４号

むつ市スクールサポーター設置規則の一部を改正する規則につ
いて（学校教育課）

●議案第５号

むつ市小中一貫非常勤講師設置規則の一部を改正する規則につ
いて（学校教育課）

●議案第６号 むつ市教育相談員設置規則の一部を改正する規則について
（学校教育課）
●議案第７号 むつ市自立支援相談員設置規則の一部を改正する規則について
（学校教育課）
●議案第８号

むつ市図書館奉仕員に関する規則の一部を改正する規則につい
て（図書館）
－ 3 －

宮浦委員長

それでは、次に移ります。
議案第４号「むつ市スクールサポーター設置規則の一部を改正する規則につ
いて」から議案第８号「むつ市図書館奉仕員に関する規則の一部を改正する規
則について」は、関連がありますので一括して事務局の説明を求めます。

政策推進監

（提案理由の説明）

宮浦委員長

ただいま事務局より説明がありましたが、本件についてご質問などございま
せんでしょうか。

宮浦委員長

ないようですので、議案第４号から議案第８号までは、承認することとして
よろしいですか。
（異議なしの声）

宮浦委員長

それでは、ご異議がございませんので、議案第４号から議案第８号までは、
承認することといたします。

●議案第９号

「むつ市ジュニア大使派遣条例施行規則の一部を改正する規則
について」
（学校教育課）

宮浦委員長

それでは、次に移ります。
議案第９号「むつ市ジュニア大使派遣条例施行規則の一部を改正する規則に
ついて」
、事務局の説明を求めます。

政策推進監

（提案理由の説明）

宮浦委員長

ただいま事務局より説明がありましたが、本件についてご質問などございま
せんでしょうか。

宮浦委員長

選考委員のメンバーが代わるということですが、総務政策部企画調整課長が
代わられるということでしょうか。

遠島教育長

メンバーが代わるというより、総務政策部企画調整課長の部と課が代わるん
ですね。そうすると部と課が代わる度に直さなければならなくなるので、国際
交流を担当する課長として、今までと同じ立場の方が出てくることとなります。
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宮浦委員長

ないようですので、議案第９号を承認することとしてよろしいですか。
（異議なしの声）

宮浦委員長

では、議案第９号は承認することといたします。

●議案第１０号

むつ市教育委員会事務局非常勤の嘱託員に関する規程の一部
を改正する訓令（総務課）

宮浦委員長

それでは、次に移ります。
議案第１０号「むつ市教育委員会事務局非常勤の嘱託員に関する規程の一部
を改正する訓令」
、事務局の説明を求めます。

政策推進監

（提案理由の説明）

宮浦委員長

ただいま事務局より説明がありましたが、本件についてご質問などございま
せんでしょうか。
（異議なしの声）

宮浦委員長
教育部長

訓令とありますが、訓令について説明していただきたいです。
まず条例がありまして、議会に諮って改正とかを行うことになります。その
下に、規則がありまして、その下の訓令等がございます。
今は、内部的な規定になっているということで、訓令となっています。

宮浦委員長

ランクがあって、その中の訓令ということですね。
では、異議がないようですので議案第１０号は承認することといたします。

●議案第１１号

「むつ市小学生スポーツ活動の指針の制定について」
（学校教育課）

宮浦委員長

それでは、次に移ります。
追加となりました、議案第１１号「むつ市小学生スポーツ活動の指針の制定
について」
、事務局の説明を求めます

学校教育課長

（提案理由の説明）
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宮浦委員長

ただいま事務局より説明がありましたが、本件についてご質問などございま
せんでしょうか。
今日いただいたので、まだ目を通していないかと思いますが、非常にまとま
ったものだと思いますがいかがでしょうか。

宮浦委員長

では、異議がないようですので、議案第１１号は、承認することとしてよろ
しいですか。
（異議なしの声）

宮浦委員長

それでは、ご異議がございませんので、議案第１１号は承認することといた
します。

●事務局からの報告事項
１.「平成３０年度むつ市教育費予算の概要について」（教育部長）
宮浦委員長

次に、報告事項に移ります。
報告事項の一つ目、「平成３０年度むつ市教育費予算の概要について」、事務
局から説明願います。

教育部長
宮浦委員長

（資料説明）
ただ今、事務局からご説明いただきましたが、このことについて、何かご質
問などございませんでしょうか。

宮浦委員長

「まさかり高校医学部進学・特進コース」はいつからなんですか。これは、
平成 30 年度ですが、平成 29 年度もやっているのですか。

政策推進監

平成 29 年度は、当初予算にはなくて、既存の予算で行いました。8 月 18～20
日の田名部祭りの期間にかけて、田名部高校、大湊高校、大間高校の生徒のべ
32 名で、国英数を 3 日間にかけて行いました。
生徒からのアンケート結果で評判が良く、評価も高くて、見学に来た先生方
からも評価が高いということでした。
来年度は、定期的な講習と、予定では東京大学の大学を見せる。後、先生方
の研修もやりたいということで、本格的に来年度から継続して実施したいとい
うことで予算措置しております。

－ 6 －

宮浦委員長

高等学校のことなので、私達、むつ市教育委員会は、義務教育から範囲が広
がっているなと思いました。
これも高校とか、人選とかいろんな事が、難しいことがありそうですね。

田中委員

優秀な子達を集めて教育するということは市長の気持ちが良く表れているな
と思うんですが、先日、平均点が出た時に、平均点を上げる時に、高い子を上
げるより、低い子をかさ上げした方が平均点が上がるんではないかということ
が、同席した校長先生と会った時に何となく会話でありました。
この間、むつ市の子ではないと思うのですが、お子さんを殺してしまった若
いお母さんがいましたよね。ああいうのは、もともと高校とか年齢的に行って
いないかと思うんですが、要するに成績が悪くて学校へきちんと行けなかった
子供をケアすることが、後で、そういうトラブルをひとケースでも減らせるん
ではないかという気がするんです。
できる子はほっておいても、やる子はやると思うんで、その子達をもっと伸
ばすこともありますが、そういう子達の予算を付けているけど、本当に学力が
低くて、ついて行けないことが原因で不登校になってしまう子とかが、個人指
導することでもって、例えば、それがついていけるようになって、最低学力を
確保できる。というような予算がいつもない気がするんですよね。それって、
これには現れないけど、対策としてあるんでしょうか。

学校教育課長

学校現場では、まず第一に先生方が考えているのは、どの子にも力を付けよ
うということで、勉強が苦手な子ほど、授業を大事に行っていると実感として
あります。
先日の 3 月 18 日の総合教育会議の場で、
学力向上プランを示しておりました。
あれは、学校現場は今 2 極化で、勉強ができる子も、苦手な子もどっちも救っ
てあげよう。どの学校も、補習もきちっとやっておりました。不登校の子供に
ついてですが、教育研修センターがございまして、今、20 名ほどの子供が通っ
ております。その内の 10 名が 3 年生です。その子たちのために、学校教育課の
指導主事が週に 1 回ずつ指導に行ったり、そこには、教育相談員と支援員相談
員もいて、合計 8 名おります。そういった方も勉強の応援をしていただいてお
りまして、その 3 年生の 10 名の子が、全員高校進学を果たしたということで、
そういった子にも十分力を入れていきたいと考えておりましたので、御理解の
程よろしくお願いいたします。

田中委員

予算化はされていないけど、取り組んでいるということですね。

教育部長

今の説明に補足しますけども、9 ページの方に課長が説明いたしました教育研
修センター費ということで、学校へ行けない子供たちのための予算を計上して
おりますけども、予算の説明に関しましては、新たな事業ということで抜粋し
ましたので、ご理解賜りたいと思います。
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田中委員
遠島教育長

わかりました。
今の件で、学校現場は、どちらかといえば、下の学力の子供たち、色々な問
題を抱えた子供たちにより大きな力を入れて教育しております。それで最近、
下の子だけではなくて、上の子にももっと手をかけて、伸びる子供は伸ばして
やろうよということで、学校に対しても、下の子だけでなく、上の子も伸ばし
て欲しいなということで、私達も学校にお願いをしているところです。それの
裏付けとして、市長にこうやって予算をつけてもらっているということです。

宮浦委員長

子供たちを伸ばしたい、救いたいという思いがこういう予算になっておりま
す。ありがとうございました。
では、本件は、以上といたします。

２．第２３５回むつ市議会定例会報告について（総務課）
宮浦委員長

次に、報告事項の二つ目、「第２３５回むつ市議会定例会報告について」、事
務局から説明願います。

政策推進監

（資料により報告）

宮浦委員長

ただ今、事務局からご説明いただきましたが、このことについて、何かご質
問などございませんでしょうか。

宮浦委員長

ないようですので、以上といたします。
それでは、以上をもちまして、第６８８回むつ市教育委員会を閉会いたしま
す。

６

議決事項

議案第１号

むつ市教育委員会教育長職代理者の事務を委任する
規則の制定について・・・・・・・・・・・・・・・・・

議案第２号

むつ市教育委員会事務局組織及び運営規則の一部を
改正する規則について・・・・・・・・・・・・・・・・

議案第３号

承認

むつ市スクールサポーター設置規則の一部を改正す
る規則について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議案第５号

承認

むつ市脇野沢地域交流センター規則の一部を改正す
る規則について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議案第４号

承認

承認

むつ市小中一貫非常勤講師設置規則の一部を改正す
る規則について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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承認

議案第６号

むつ市教育相談員設置規則の一部を改正する規則に
ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議案第７号

むつ市自立支援相談員設置規則の一部を改正する規
則について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議案第８号

承認

むつ市図書館奉仕員に関する規則の一部を改正する
規則について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議案第９号

承認

承認

むつ市ジュニア大使派遣条例施行規則の一部を改正
する規則について・・・・・・・・・・・・・・・・・・

承認

議案第１０号 むつ市教育委員会事務局非常勤の嘱託員に関する
規程の一部を改正する訓令・・・・・・・・・・・・・
７

その他会議

承認

なし

において必
要と認めた
事項
上記の決議内容について明確にするため、むつ市教育委員会会議規則第２
８

会議録署名

４条の規定により署名する。
平成３０年 ３月３０日
教育委員会委員長

宮 浦 雅 子

会議録署名委員

田 中 志 昌

会議録作成者
教育委員会 総務課長
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