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教育委員会会議 平成 29年 11月定例会 会議録 
 
（13：30） 

1．開 会 

 
2．教育長あいさつ 

 

3．会議録の署名者の件について 

津山市教育委員会会議規則第15条第2項の規定による。 

 

4．前回会議録の承認 

全員賛成 
 

5．教育長等の報告 
今回は該当なし 
 

6．議事 

（1）議案 

①平成29年度末津山市立小・中学校教職員人事異動方針について（学校教育課） 

概要説明 

 平成 29年度末津山市立小中学校における人事異動は、岡山県教育委員会が示す「平成 29年度末校長･

教員等人事異動要綱」、｢岡山県公立小･中学校・特別支援学校教職員長期人事異動の基準(教職員の生

涯計画)｣及び「平成 29年度末津山教育事務所管内人事異動の基本方針」に基づいて、校長との緊密な

連携のもとに計画的な人事異動を推進する。 

基本方針として、(1)学校の活性化と教職員の資質向上を図る。(2)全市的な視野に立ち、教職員構成の

適正化に努め、教育水準の向上を図る。(3)津山市教育委員会の自主性を堅持し、厳正公平を旨とする。 

努力事項として、津山市第5次総合計画及び第2期津山市教育振興基本計画の推進に向け、各学校の実

情を考慮しながら、次の事項を重視した人事異動を行う。 (1)教職員の勤務状況を適切に把握し、適

材を適所に配置する。(2)教職員の経験・年齢・性別・教科等を考慮し、適正な教職員構成に努める。

(3)郡市間、特別支援学校等との交流や新採用教職員を積極的に配置し、人材の確保に努める。(4)新採

用から 3年を経過する勤務者は、経験拡大の視点から異動対象とする。(5)特色ある学校づくりを支援

するため、少人数指導、生徒指導、小中連携、専科指導、特別支援教育等の加配の成果を検証し、効果

的な配置に努める。(6)教職員や専門スタッフ等が連携・分担して児童生徒への指導や校務を遂行する

「チーム学校」の体制整備を進めるという基本方針を立てている。 

次のページが津山教育事務所の方針になるが、津山教育事務所が出している方針の中で、喫緊の課題で

ある学力向上、問題行動の解決に向けた学校組織の強化と教職員の指導力の向上を図るために、管内全

体の視野に立って、次の事項に特に留意して行うという方針になっている。1.学力向上・問題行動への

組織的対応を推進する異動 2.教職員の資質向上を推進する異動 特に教職員の異動については、教職

員の生涯計画に基づき、異なる規模（ブロック）の勤務や異なる都市での勤務をすることで、教職員と

しての資質向上を目指す。これは、昨年度末の人事異動の中から入ってきている文言です。いつも話題

になるが、同一郡市に連続 12年以上勤務する者は広域交流の対象とし、異動の際は他都市への異動を

行うという積極的な取り組みになっている。3ページに戻るが、岡山県教育委員会が示す、人事異動の

要綱について、今年度は特に岡山県公立学校教職員人材育成基本方針の趣旨に則り進めていくことが今

年度新しく県の方で盛り込まれ、さらに全市的視野に立って計画的な人事異動を推進する。人材育成方

針に基づいて、キャリアステージごとにまとめられる資質向上を図るために、これらの文言が県の方で

は新しく入っているような内容になっている。そういった流れを汲んで、津山市の基本方針の1(1)は、

昨年度は学校力・教育力と言葉を使っていたが、今年度は、学校の活性化と変わっている。津山市の努

力事項の(3)郡市間、特別支援学校等との交流や新採用を適切に配置し、人材の確保に努める。という

部分は、これまでどおり県の方は、人事交流することによって教職員の資質向上を図るように進めてお

られるが、津山市としては近隣の市や町の人材の人数の構成、人材について把握した時、かなり厳しい

状況があり、人事異動については人材の確保について確実に進めていく。例えば新採用の積極的な配置
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も行っていかなければならないと考えている。あわせてチーム学校の体制の整備を進めていけれたらと

思う。 

全員の挙手により原案通り可決承認 

 

②平成30年度津山市立図書館の休館日について（図書館） 

概要説明 

 市立図書館の休館日について、施行規則第3条で館内整理日、ばく書期間、別表第1に定める休館日と

定められている。それを具体的に示したものが5ページに記載しているそれぞれの館内整理日、ばく書

の期間の日にちになる。それとあわせて2項で、図書館の管理上必要がある時は臨時に休館日を定める

とあり、臨時に定めるものは、アルネの電気点検日、アルネの棚卸し日について、管理上問題があるた

め、臨時に休館する。本館については、館内整理日で毎月月末の火曜日になっている。アルネの店舗棚

卸日が、平成31年2月5日、電気点検日が2月19日、ここが臨時の休館になる。本館特別館内整理日

が、9月25日から10月2日の期間をばく書期間として休館とさせていただく。同じ内容で、それぞれ

の地区館について館内整理日、また本館とは違い月曜日・祝日の翌日が休みで、それを具体的に示した

ものを記載している。30年度はこの日にちを休館日として告示する。 

全員の挙手により原案通り可決承認 

 

（2）協議 

①平成29年度12月補正予算について（各課） 

概要説明 

（学校教育部） 

今回の補正予算は、小・中学校の配当予算の組換え、指定寄附の関係、台風 18号の関係の 3点の補正

を行う。一覧表の1行目、小学校一般管理費、4行目、小学校教材費、5行目、中学校一般管理費、7行

目、中学校教育教材費の項目については、小学校・中学校の配当予算の組換えを行った項目である。例

えば小学校一般管理費であれば、備品購入費の2,288千円を需用費と役務費に合計2,288千円に振り替

えた。これは、例年行っている。また、2行目、小学校一般管理費 827千円の項目は、特定非営利法人

マルイエンゲージキャピタルさんから指定寄附をいただいたもので、小学校の消耗品購入費に使うため

予算化したもの。3行目、小学校施設管理費、6行目中学校施設管理費の2つは、台風18号による被害

復旧修繕費を組み立てたもの。なお、一般財源に△149千円とあるが、これは市有物件災害共済金を充

当したことによる。12月補正以外に、予備費の充用を9,864千円限度に行う予定となる。 

 

（生涯学習部） 

文化課から 2件、補正予算がある。ベルフォーレ津山等管理運営事業（臨時）950千円は、アルネ津山

にある市立文化展示ホールの西側半分のエアコンの調子が悪いため、ファンモータ 2機の修繕をする。

同じく展示ホールの展示ケースの2台を修繕する。指定物件等保存管理事業で、国指定史跡院庄館跡（作

楽神社）の樹木を7本伐採する委託料368千円で、近隣の樋に葉っぱが詰まるほか、大きくなった木が

あり7本伐採する。以上が第5次の補正となる。続いて7ページの下側第6次の一般会計の補正が生涯

学習部が3件ある。これは、すべて台風21号の台風災害の復旧に関係するもので、2行目、社会教育施

設災害復旧事業7,800千円は、勝北公民館と図書館の屋根が被災しており、これの災害復旧に伴う工事

費の計上で 7,800千円。1つ上が、これと同時に同じ屋根を被災していない部分もあわせて、この際、

修繕や防水改修するのに15,200千円、同時に工事を行う。3番目の災害復旧費1,000千円については、

台風 21号災害に伴う勝北ターゲットバードゴルフ場にひびが入っており、その復旧工事費で 1,000千

円計上している。 

全員の挙手により原案通り可決承認 

 

（3）報告 

①平成28年度児童生徒の問題行動等の調査結果について（学校教育課） 

概要説明 

 この度、「いじめ」「長欠・不登校」「暴力行為」の問題行動について、平成28年度の調査結果がまとま

りましたので報告する。まず、いじめについて、平成 28年度の結果は、27年度と比べ認知件数が大幅

に増加している。これは、「いじめの認知件数が多いいことは教職員の目が行き届いていることのあか

し」という考え方をもとにしたもので、子どもに積極的に関わり早期発見早期対応をするよう努めてい

る結果である。1,000人あたりの認知件数について、県よりも下回る状況が続き、いじめの状況につい
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ては比較的良い傾向が続いていると考えられる。今後は、引き続き、事案に丁寧に対応し、しっかりと

解消することを目指していく。また、ネットいじめなど見えにくい問題に対しての対応をしっかりと考

えていきたい。次に長欠・不登校ですが、不登校出現率の県との比較では、小学校は県を－0.21下回っ

ている。中学校の出現率は県との差が＋0.08となり、県とほぼ同じ出現率となっている。県との比較で

はなく、出現率をみると小中学校ともに少しずつ増加しており、気になる傾向である。今後は、特に、

小学校の段階から長欠・不登校が始まるケースも増えているため、早い段階から丁寧な対応が必要と考

える。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、登校支援員等をうまく活用し、関係機関

と連携した取り組みを継続する。最後に暴力行為について、1,000人あたりの発生件数は、小学校では

前年度より減少し、県との比較でも下回る傾向が続いている。中学校は、前年より大幅に減少している。

校内での体制整備や関係機関との連携がうまくいき、早期できめ細かい対応ができていると分析してお

り、実際に、中学校が落ち着いた様子ということは、学校訪問等でも実感できている。今後は暴力行為

を許さない毅然とした対応をするとともに、未然防止に向けた取り組みを推進し、事案には個々の背景

もしっかりと見ながら引き続き、丁寧な対応に努めていく。 

 

②学校給食への異物混入について（保健給食課） 

概要説明 

 平成29年11月6日一宮小学校で起こった。戸島学校食育センターで調理した「鮭のきのこあんかけ」

を、一宮小学校の４年生男子児童が喫食中に、口の中で違和感を感じ、金属の破片を１つ発見した。混

入していた金属の破片は、3ミリ×2ミリの大きさで児童に怪我はなかった。学校の方から児童は歯の

治療でかぶせ物をしたり、矯正用具をつけてはいないという申告であったので、調理場と食材を調べた。

対応については、学校からの連絡を受け、一宮小学校に対し、喫食中止を指示し、戸島学校食育センタ

ー管内の小学校へも、直ちに喫食中止を連絡したが、ほとんど喫食済であった。各校から健康被害の報

告は入っていない。混入経路については、調理場内の機器、器具等を点検したが、金属片の破損箇所と

思われる場所は、見当たらなかった。また、食材についても調査を実施したが、混入が疑われ特定でき

るものはなかった。なお、異物を検査に出したところ、クロム、鉄、ニッケルを含む金属片と推察され

るとの結果を得た。原因究明には至らなかったが、今後とも給食の安全に万全を期していく。 

 

③休館中の津山郷土博物館の勤務体制について（文化課） 

概要説明 

津山郷土博物館は土曜日・日曜日の開館のため、職員については週休日を別の日に割り振っているが、

耐震改修事業実施による休館中については、通常の土曜日と日曜日を週休日とする。休館期間は平成30

年1月4日から平成32年4月30日までを予定している。 

 

 

7．その他 

（1）各課からのお知らせ 

①第68回津山市成人を祝う会について（生涯学習課） 

概要説明 

平成30年1月7日（日）午後1時から午後1時半まで、津山文化センターで行う。 

 

②「第26回津山加茂郷フルマラソン全国大会」募集開始について（スポーツ課） 

概要説明 

来年 4月15日第 3日曜日、津山加茂郷フルマラソンが行われる。申込開始が 11月 20日（月）から開

始し、締め切りを年内12月25日までとしている。定数が、フルマラソン1,600名、ミニマラソン400

名、あわせて2,000名を募集する。3月には募集の状況、皆様方への開会式の案内等ができると思う。 

 

③アイスランド津山について（スポーツ課） 

 概要説明 

今年もアイスランド津山がオープンする。期間は12月9日（土）から来年2月18（日）までの約70日

間になる。 

 

④図書館行事について（図書館） 

概要説明 
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 大人のための夜の図書館について、普段の開館は7時までだが、1月14日については開館時間を延長し、

8時半まで図書館の中で本を読んでいただこうという機会を設けている。ここで、ゴスペルのコンサー

ト、「江戸の嗜好品珈琲とチョコレート」と題して講演会を予定している。普段は図書館内、飲食禁止

となっているがこの日については、有料ではあるがコーヒーを飲みながら本を読んでいただくこともで

きる企画をしている。委員の皆様も是非、いらしていただければと思う。 

 もうひとつ講演会です。津山市立図書館、美作大学図書館、津山工業高等専門学校図書館が、相互連携

の協定を始めて10周年にあたる。その記念事業を1月20日に予定している。チラシの裏面に次第を記

載している。是非この機会に、美作大学図書館によっていただきたい。また、ビブリオバトルとスタン

プラリーの企画を記載している。今、申し上げた3館プラス美作高校が一般の方が入れる図書館になっ

ている。そこをまわってスタンプを押していただいた方には、オリジナルグッズを差し上げる企画をし

ているので、この機会に委員の皆様も是非、美作大学図書館、津山高専の図書館、美作高校の図書館を

ご覧になり、1月20日講演会に参加していただければと思うので、ご案内させていただく。 

それ以外でも、図書館だよりにいろいろな企画を記載しているので、興味があるものについては参加い

ただければと思う。 

 

                                                                  

（2）次回定例会の開催について 

教育委員会会議12月定例会を平成29年12月21日（木）午後3時30分から開催。 

 全員賛成により決定 
 
（3）その他（なし） 

 

8．閉会 

(15：55) 


