
開 会      ただいまより平成 29 年 11 月教育委員会定例会を始めさせてい 

ただきます。初めに、教育長よりご挨拶をお願いいたします。 

教育長      教育長挨拶 

次 長      ありがとうございます。 

続きまして、会議録署名人の指名及び会議録作成人の指名を教

育長よりお願いいたします。 

教育長      会議録署名人につきましては、規則第 17 条第 2 項によりまして、

Ａ委員にお願いいたします。会議録作成人につきましては、第 18 条

第 2 項によりまして、事務局にお願いいたします。 

次 長      それでは会議次第 5 付議事項及び 6 報告事項に入らせてい 

ただきます。教育長の進行によりお願いいたします。 

教育長      本日は付議事項が 2 つ、報告事項が 5 つございます。進めさせ

ていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

初めに、議案第 10 号 五霞町いじめ問題対策連絡協議会等条例

について事務局からご説明ください。 

次 長      資料 1 ページをご覧ください。 

平成 29 年第 4 回五霞町議会定例会 12 月議会に提案すべき議案

に対する意見の聴取ということで、町長より教育委員会の意見を

求められております。今定例会に上程します教育委員会所管の議

案につきましては、議案第 10 号の五霞町いじめ問題対策連絡協議

会等条例及び議案第 11 号の一般会計補正予算（第 5 号）でござい

ます。 

それでは初めに、いじめ問題対策連絡協議会等条例について説

明を申し上げます。 

事務局      資料に基づき、五霞町いじめ問題対策連絡協議会等条例につい

て説明。 

教育長      説明ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明をしていただきましたが、ご質問、 

ご意見等ございましたらお願いいたします。 

Ｃ委員      第 2 章のいじめ問題対策連絡協議会の委員は、平成 30 年 4 月 

から委員として任命されるということですね。 

事務局      そのとおりでございます。 

Ｃ委員      この第 3 章による調査委員会は、重大事態が発生した時に招集

され設置される委員ということでよろしいですか。 

事務局      そのとおりでございます。 



教育長      他に何かございませんか。 

全委員      ありません。 

教育長      それでは原案どおりといたします。ありがとうございました。 

それでは続きまして、議案第 11 号 平成 29 年度五霞町一般会

計補正予算（第 5 号）について、事務局それぞれ各担当から説明

をお願いいたします。 

事務局      資料に基づき、平成 29 年度五霞町一般会計補正予算（第 5 号）

について説明。 

教育長      説明ありがとうございます。 

ただいまの説明の中でご質問、ご意見ございますか。 

全委員      ありません。 

教育長      ありがとうございます。原案のとおりといたします。 

事務局      それではこの議案は 10 号、11 号ともに原案のとおり可決をい

ただきましたので、資料 2 ページにあります意見につきましては

教育長名により、本日付で町長に提出させていただきます。 

教育長      よろしくお願いいたします。 

次に、報告事項に移らせていただきます。 

報告第 14 号 平成 29 年度（平成 30 年度入学予定）就学時健康

診断結果について、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局      資料に基づき、平成 29 年度（平成 30 年度入学予定）就学時健

康診断結果について説明。 

教育長      ありがとうございます。 

ただいまの説明につきまして、何かご質問等ございますか。 

Ａ委員      視力の診断結果で、片方でもＢ以下とありますが、どの程度の

ことをいうのですか。 

事務局      Ｂというのは 0.9 以下ということです。1.0 以上はＡになります。 

Ａ委員      毎年同じくらいのパーセンテージですか。 

事務局      毎年、大体３割程度ですが、今回は、五霞西小学校が若干多い

です。 

Ａ委員      我々の子供の頃は、眼鏡をかけている児童はあまりいなかった

ように思うのですが、近頃は目の悪い児童が多いと感じます。こ

の原因を事務局としては把握していますか。 

事務局      詳しい調査はしておりませんが、推測ですとゲーム等が影響し

ているのではないかと思います。 

Ａ委員      分かりました。 



教育長      ありがとうございました。他にございますか。 

Ｃ委員      知能検査の結果で、精密検査を要する方が 8 名いらっしゃいま

すが、これは各自にお任せするのですか。それとも、学校で検査

をしていただけるのですか。 

事務局      精密検査を要する児童に関しましては、当日、別の検査を実施

しております。また後日、それぞれの保護者と面談をし、児童に

とって最も良い学習の在り方についての相談を継続していくこと

で一致しました。 

Ｃ委員      分かりました。ありがとうございます。 

教育長      ほかにございますでしょうか。 

全委員      ありません。 

教育長      それでは、報告第 14 号につきましては、報告どおりということ

でお願いいたします。 

続きまして報告第 15 号 要保護準要保護の認定について、事務

局より説明をお願いいたします。 

事務局      資料に基づき、要保護準要保護の認定について説明。 

教育長      ありがとうございます。ただいまの件については、ご意見ご質

問等ございますでしょうか。 

全委員      ありません。 

教育長      ありがとうございます。それでは、承認とさせていただきます。 

続きまして、報告第 17 号 後援名義使用申請について、事務局

から説明をお願いします。 

事務局      資料に基づき、後援名義使用申請について説明。 

教育長      ありがとうございます。ただいまの件について、何かご質問、

ご意見等ございましたらお願いいたします。 

全委員      異議なし。 

教育長      ありがとうございます。意義なしということで承認とさせてい

ただきます。 

それでは報告第 18 号 12 月の行事予定について、各担当から

説明をお願いいたします。 

事務局      資料に基づき、平成 29 年 12 月教育長・教育委員会・学校教育

Ｇ・学校等行事予定表について説明。 

事務局      資料に基づき、平成 29 年 12 月生涯学習Ｇ行事予定表について説明。 

事務局      資料に基づき、平成 29 年 12 月生涯学習Ｇ（海洋センター）行事 

予定表について説明。 



教育長      ただいま説明がございましたが、ご質問がございましたらお願

いいたします。 

全委員      ありません。 

教育長      それでは報告第 18 号は報告どおりとさせていただきます。ご協 

力ありがとうございました。 

それでは、会議次第 7 その他に入らせていただきます。 

      ここから進行は事務局にお願いいたします。 

次 長      会議次第 7 その他に入らせていただきます。 

4 月 18 日に行われました平成 29 年度全国学力学習状況調査の

分析結果及び学力向上対策について、事務局からご説明をさせて

いただきますのでよろしくお願いします。 

事務局      資料に基づき、全国学力・学習状況調査の分析結果及び学力向

上対策について説明。 

次 長      ありがとうございました。ご質問等ございまいしたらお願いい 

たします。 

全委員      ありません。 

次 長      ありがとうございました。 

それでは、次回 12 月教育委員会定例会の予定の調整をさせてい

ただきたいと思います。次回は、12 月 22 日（金）午前 10 時から

の開催を予定しております。よろしくお願いいたします。 

その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

全委員      ありません。 

次 長      以上をもちまして 11 月教育委員会定例会を終了させていただ 

きます。本日はありがとうございました。 


