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庄内町教育委員会 令和3年第2回定例会 議事録 

１ 会議日程   令和３年２月２４日（水） 

開会   午後１時００分 

閉会   午後３時２５分 

２ 会議場所   庄内町役場 Ｂ棟 会議室１ 

３ 内  容 

１ 開  会 

２ 議事録承認 

令和３年第１回定例会議事録 

３ 報告 

（１）経過報告 

（２）庄内町教育振興基本計画に関する「R2アンケート調査結果考察」 

（３）その他 

４ 付議事件 

日程第１  議案第３号  令和２年度庄内町一般会計補正予算（第10号）についての専

決処分の承認について 

 日程第２  議案第４号  令和２年度庄内町一般会計補正予算（第11号）の申出につい

て 

 日程第３  議案第５号  令和３年度庄内町一般会計予算の申出について 

 日程第４  議案第６号  条例制定の申出について（庄内町学校適正規模・適正配置審議

会条例） 

 日程第５  議案第７号  庄内町学校運営協議会規則の設定について 

 日程第６  議案第８号  条例制定の申出について（庄内町特別職に属する者の給与に関

する条例の一部を改正する条例） 

 日程第７  議案第９号  要綱制定の申出について（庄内町社会教育関係団体等活動支援

事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱） 

５ 協  議 

（１）令和３年度庄内町教育委員会の重点と視座（案）について 

（２）令和３年度庄内町教育委員会 計画訪問について（案）について 

（３）庄内町小中学生友好町交流事業補助金交付要綱（案）について 

６ そ の 他 

（１）令和3年第3回教育委員会臨時会の開催について 

日時：令和３年３月６日（土）午後１時００分 

場所：役場 Ｂ棟 ２階 会議室１ 

（２）令和3年第4回教育委員会定例会の開催について 

日時：令和３年３月２４日（水）午前９時 

場所：役場 Ｂ棟 ２階 会議室１ 

（３）その他 

７ 閉  会 

４ 出席者      教育長             菅原 正志 

教育委員            梅木  均 （第一職務代理者） 

教育委員            齊藤 雅子 

教育委員            飯渕 義晃 
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５ 欠席者      教育委員            太田 ひろみ（第二職務代理者） 

６ 傍聴人      なし 

７ 説明を要した者及び議事録作成のために出席した者 

教育課長             佐藤 美枝 

社会教育課長           鶴巻  勇 

社会教育課長補佐兼社会教育係長  阿部  浩 

指導主事             髙橋 一枝 

指導主事             富山 裕二 

主査兼学校給食共同調理場所長   荒木 美紀 

教育課主査兼学校教育係長     渡部 恵子 

社会教育課主査兼図書館係長    佐藤 晃子 

教育施設係長           押切 崇寛 

文化スポーツ推進係長       池田 省三 

教育課長補佐兼教育総務係長    佐藤 正芳 

開 会 （午後1時00分） 

教育長 令和3年第2回庄内町教育委員会定例会を開会いたします。2議事録承認 令

和3年第1回定例会議事録承認について、何かお気づきの点があればお願いし

ます。 

教育長 議事録はよろしいですか。それでは3報告に移ります。 

（1）経過報告について 説明をお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。無ければ、報告（2）庄内町教育振興基本計画に関する「R2ア

ンケート調査結果考察」 説明をお願いします。 

髙橋指導主事 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

齊藤委員 読書の時間が減っているとのことだが、図書館整備工事の際になるべく図書館

が閉館する期間を短くすることや公民館など代替えの場所を設定するなど、勉

強室と本に親しめる場所を作っていただきたい。 

主査兼図書館係長 図書館の環境整備を進めていく際に検討したい。 

飯渕委員 移動図書館はしていないのか。遠方のところとかは借りるのも大変である。 

主査兼図書館係長 地区、学区公民館と教育機関や保育園には団体貸出しを実施している 

梅木委員 「⒂幼稚園、学校は相談しやすいと感じる」の項目で数値が低い学校があるが

何か要因があるのか。 

自由記述にある「クラス名簿」の取扱いについて、現在どのようになっている

のか。 

「教諭の指導が前時代過ぎる」との記載があるが、この疑問に対する対応、対

処の仕方はどのようになっているか。 

髙橋指導主事 「⒂幼稚園、学校は相談しやすいと感じる」項目の分析できる具体的なことは

ありません。 

クラス名簿については各学校での対応であるが、電話番号が入っている名簿に

ついては少なくなっている。緊急連絡などで要望があって配っているところが

あるとは聞いている。 

県費負担教職員については、県の任用であるが、このことは学校でも掌握して

おり指導、サポートをしながら対応した。年度途中での自己都合退職者の後任

の採用は大変であったと聞いている。 
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齊藤委員 幼稚園、小学校、中学校それぞれで評価にバラツキがある。 

髙橋指導主事 それぞれで分母が違うこともあることも要因であるが、自己評価として、厳し

く見ているところがあるのかもしれません。 

飯渕委員 小学校でのズックに関して、三川町では一人3回くらい保障している。また、

子育て日本一の町といってもランドセルしかもらっていないとかの記載もあ

る。町の施策を知らない方への対応はどのようになっているのか。 

髙橋指導主事 三川町の対応は特別支援学級の入学準備のことで、国の補助事業として本町で

も、また全国的にも行っているものであります。また、町がどのような子育て

支援をしているのか分からないとの意見もあったので、子育て支援施策のチラ

シを配付し周知しました。 

教育長 他にありますか。無ければ、報告（３）その他 ありますか。無ければ付議事

件日程第1議案第3号令和２年度庄内町一般会計補正予算（第10号）につい

ての専決処分の承認について を議題とします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。無ければ、議案第3号令和２年度庄内町一般会計補正予算

（第10号）についての専決処分の承認について、原案のとおり決することで

ご異議ございませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 異議なしと認め、議案第3号令和２年度庄内町一般会計補正予算（第10 号）

についての専決処分の承認について は原案のとおり可決されました。続いて

日程第２議案第4号令和２年度庄内町一般会計補正予算（第11号）の申出に

ついて 説明をお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

飯渕委員 余目中学校のトイレ工事は費用が1億円を超えるものなのか。 

教育施設係長 男女各7カ所をウォシュレットトイレとする工事で、費用としては国の補助単

価による積算額よりも低い額となっています。 

教育長 他に質問ありますか。無ければ、議案第4号令和２年度庄内町一般会計補正

予算（第11号）の申出について、原案のとおり決することでご異議ございま

せんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 異議なしと認め、議案第4号令和２年度庄内町一般会計補正予算（第11 号）

の申出について は原案のとおり可決されました。続いて日程第３議案第5号  

令和３年度庄内町一般会計予算の申出について 説明をお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

社会教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

主査兼図書館係長 （資料に基づき説明する。） 

文化スポーツ推進

係長 

（資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

飯渕委員 幼稚園費の予算が減っているが何が要因か。 

教育課長 職員２名が退職するが、クラス数の減により補充する必要が無いことから人件

費分が減ったということである。 

教育長 他に質問ありますか。無ければ、議案第5号令和３年度庄内町一般会計予算の
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申出について、原案のとおり決することでご異議ございませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 異議なしと認め、議案第 5 号令和３年度庄内町一般会計予算の申出について 

は原案のとおり可決されました。続いて日程第４議案第6号条例制定の申出に

ついて（庄内町学校適正規模・適正配置審議会条例） 説明をお願いします。 

教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。無ければ、議案第6号条例制定の申出について（庄内町学

校適正規模・適正配置審議会条例）、原案のとおり決することでご異議ござい

ませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 異議なしと認め、議案第6号条例制定の申出について（庄内町学校適正規模・

適正配置審議会条例）は原案のとおり可決されました。続いて日程第５議案第

7号庄内町学校運営協議会規則の設定について 説明をお願いします。 

教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。無ければ、議案第7号庄内町学校運営協議会規則の設定につ

いて、原案のとおり決することでご異議ございませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 異議なしと認め、議案第7号庄内町学校運営協議会規則の設定について は原

案のとおり可決されました。続いて日程第６議案第8号条例制定の申出につい

て（庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例） 説

明をお願いします。 

教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。無ければ、議案第8号条例制定の申出について（庄内町特別

職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例）、原案のとおり決す

ることでご異議ございませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 異議なしと認め、議議案第8号条例制定の申出について（庄内町特別職に属す

る者の給与に関する条例の一部を改正する条例） は原案のとおり可決されま

した。続いて日程第７議案第9号要綱制定の申出について（庄内町社会教育関

係団体等活動支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱） 説明をお願い

します。 

社会教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。無ければ、議案第9号要綱制定の申出について（庄内町社会

教育関係団体等活動支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱）、原案の

とおり決することでご異議ございませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 異議なしと認め、議案第9号要綱制定の申出について（庄内町社会教育関係団

体等活動支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱） は原案のとおり可

決されました。続いて５協議（１）令和３年度庄内町教育委員会の重点と視座

（案）について を説明させていただきます。 

教育長 （資料に基づき説明する。） 

髙橋指導主事 （資料に基づき説明する。） 

社会教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

文化スポーツ推進 （資料に基づき説明する。） 
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係長 

主査兼図書館係長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 委員の方々からは、原案を持ち帰っていただき、3月6日の臨時会の際にメモ

等で結構ですので文書で意見を頂戴したいのでよろしくお願いいたします。 

続いて協議（２）令和３年度庄内町教育委員会 計画訪問について（案）につ

いて 説明をお願いします。 

教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

社会教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。無ければ協議（３）庄内町小中学生友好町交流事業補助金交

付要綱（案）について 説明をお願いします。 

主査兼学校教育係

長 

（資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。無ければ、６その他 令和 3 年第 3 回教育委員会臨時会を 

３月６日（土）午後１時から、令和3年第4回教育委員会定例会を３月２４日

（水）午前９時から となりますよろしくお願いいたします。 

（３）その他 お願いします。 

社会教育課長 「教育委員会におけるコミセン化に伴う対応等について」（資料に基づき説明

する。） 

教育長 コミセン化に関する対応については、今後もその都度委員の皆さんからご意見

をいただきたいのでよろしくお願いします。 

また、卒業式、卒園式が近づいてきましたので、ご対応お願いいたします。 

教育長 他にありますか。無いようでしたら以上をもちまして令和3年第3回教育委員

会定例会を終了します。 

 


