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庄内町教育委員会 令和3年第4回定例会 議事録 

１ 会議日程   令和３年３月２４日（水） 

開会   午前９時００分 

閉会   午前１０時４０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２回定例会議事録 

令和３年第３回臨時会議事録 

３ 報告 

（１）経過報告 

（２）令和3年第3回庄内町議会定例会（3月）について 

（３）庄内町文化創造館の管理運営に関する基本協定書の締結について 

（４）庄内町社会体育施設の管理運営に関する基本協定書の締結について 

（５）その他 

４ 付議事件 

日程第１  議案第１１号 庄内町教育委員会職員の人事発令について 

 日程第２  議案第１２号 令和3年度庄内町一般会計補正予算（第1号）についての専決

処分の承認について 

 日程第３  議案第１３号 庄内町公民館長の任命について 

 日程第４  議案第１４号 庄内町社会教育委員の委嘱について 

 日程第５  議案第１５号 庄内町スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 日程第６  議案第１６号 庄内町文化財保護審議会委員の委嘱について 

 日程第７  議案第１７号 庄内町立図書館協議会委員の任命について 

 日程第８  議案第１８号 庄内町学校施設長寿命化計画について 

 日程第９  議案第１９号 庄内町立狩川保育園及び庄内町立狩川幼稚園の民間移管に伴う

移管前協定書について 

 日程第１０ 議案第２０号 令和3年度庄内町教育委員会の重点と視座について 

５ そ の 他 

（１）令和3年第5回教育委員会定例会の開催について 

日時：令和３年４月２３日（金）午後２時 

場所：役場 Ｂ棟 ２階 会議室１ 

（３）その他 

６ 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            太田 ひろみ（第二職務代理者） 

教育委員            齊藤 雅子 

教育委員            飯渕 義晃 

５ 欠席者      なし 

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 
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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 

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 （午前9時00分） 

教育長 令和3年第4回庄内町教育委員会定例会を開会いたします。付議事件日程第1

議案第11号庄内町教育委員会職員の人事発令について を議題とします。人

事に関する事件ですので非公開としたいがよろしいですか。 

委員 （異議なし） 

内容非公開 

教育長 人事案件ですので採決いたします。日程第1議案第11号庄内町教育委員会職

員の人事発令について 原案のとおり可決したいが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 11 号庄内町教育委員会職員の人事発令について は

原案のとおり可決されました。暫時休憩します。（午前9時20分） 

教育長 （午前9時30分）再開します。それでは2議事録承認に移ります。令和3年

第2回定例会議事録及び第3回臨時会議事録について 何か加筆、訂正等があ

ればお伺いします。 

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）令和3年第3回庄内町議会定例会（3月）

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 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

飯渕委員 反対意見があったとのことだが、説明で納得されたのか。 

教育課長 学校適正規模適正配置審議会については、「唐突に提案された」とのことであ

ったが、2年掛けて保護者等からご意見を集約しながら検討してきたものであ

ることを説明したが一部の議員からは賛成していただけなかった。しかし、議

案としては可決していただいたものです。 

教育長 他に質問ありますか。無ければ、報告(3)庄内町文化創造館の管理運営に関す

る基本協定書の締結について (4)庄内町社会体育施設の管理運営に関する基

本協定書の締結について を合わせて説明をお願いします。 

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。無ければ、報告（5）その他 何かありますか。 

髙橋指導主事 本日、配布しました「令和2年度庄内町学校評価・年度末経営評価まとめ 小

中学校・幼稚園」、「令和2年度庄内町幼稚園学校教育の成果と課題」、「令和3
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年度庄内町教育委員会 主な施策」について説明させていただきます。 

（資料に基づき説明する。） 

太田委員 幼稚園の課題に「業務員配置なし」とあるが現在は、全て職員が対応している

のか。 

教育課長 令和2年度から体制を変更し、小学校の学校業務員から幼稚園についても合わ

せ見てもらっている。 

教育長 幼稚園、小学校が隣接しているので、園長より校長に依頼して実施することと

したが、体制変更の初年度ということもありうまく行かなかった部分があった

かと思われます。３年度はスムーズに行くようにやっていきたい。 

他にありますか。 

齊藤委員 余目第三幼稚園の課題に「土曜預かりの困難さ」とあるが、今も土曜日は第三

幼稚園の一カ所で行なっていて、それが大変だということなのか。 

教育課長 余目地区は余目第三幼稚園で、立川地区は狩川幼稚園で実施している。土曜日

だけ場所が違うということで、対応する職員も、子ども達も環境が変わるとい

うことで慣れるまで時間がかかっている。職員もシフトを組みながら対応して

いるが、このような部分が難しいのかなと思っている。 

教育長 他にありますか。無ければ、付議事件日程第2議案第12 号令和３年度庄内町

一般会計補正予算（第1号）についての専決処分の承認について を議題とし

ます。 

社会教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

図書用除菌ボックスとは、どのようなものか説明ください。 

図書館係長 電子レンジの大型のようなもので、紫外線で本を除菌するものです。返却され

た本、館内での閲覧する際の本を中心に使用します。 

飯渕委員 ２台とのことだが、どこに配置するのか。 

図書館係長 本館と分館に１台ずつ配置します。 

太田委員 昨年はコロナ対策で図書館が閉館したりした。このような予約本の貸し借りに

限る等、全館閉館とならないような対応をしてほしい。 

教育長 他にありますか。余目第一公民館の雨漏りの状況を説明ください。 

社会教育課長補佐 雨漏りする箇所は女子トイレの通路、事務室、視聴覚室のステージ付近で雨漏

りする状況です。 

教育長 他に質問ありますか。無ければ、議案第12号令和３年度庄内町一般会計補正

予算（第1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12 号令和３年度庄内町一般会計補正予算（第1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３議案第13号庄内町公民館長の任命について 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 人事案件ですので質疑を省略して採決いたしたいと思います。議案第13号庄

内町公民館長の任命について 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 13 号庄内町公民館長の任命について は原案のとお
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り可決されました。続いて日程第４議案第 14 号庄内町社会教育委員の委嘱に

ついて 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 人事案件ですので質疑を省略して採決いたしたいと思います。議案第14号庄

内町社会教育委員の委嘱について 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 14 号庄内町社会教育委員の委嘱について は原案の

とおり可決されました。続いて日程第５議案第 15 号庄内町スポーツ推進審議

会委員の委嘱について 説明をお願いします。 

文化スポーツ推進係長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 人事案件ですので質疑を省略して採決いたしたいと思います。議案第15号庄

内町スポーツ推進審議会委員の委嘱について 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 15 号庄内町スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

は原案のとおり可決されました。続いて日程第６議案第 16 号庄内町文化財保

護審議会委員の委嘱について 説明をお願いします。 

文化スポーツ推進係長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 人事案件ですので質疑を省略して採決いたしたいと思います。議案第16号庄

内町文化財保護審議会委員の委嘱について 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16号庄内町文化財保護審議会委員の委嘱について は

原案のとおり可決されました。続いて日程第７議案第 17 号庄内町立図書館協

議会委員の任命について 説明をお願いします。 

図書館係長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 人事案件ですので質疑を省略して採決いたしたいと思います。議案第17号庄

内町立図書館協議会委員の任命について 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 17 号庄内町立図書館協議会委員の任命について は

原案のとおり可決されました。続いて日程第８議案第 18 号庄内町学校施設長

寿命化計画について 説明をお願いします。 

教育施設係長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

飯渕委員 この計画書は、どの範囲まで配付するのか。 

教育施設係長 町民には町ホームページで公表し、学校については1部づつ教職員向けに配付

します。 

教育長 他に質問ありますか。無ければ、議案第18号庄内町学校施設長寿命化計画に

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 18 号庄内町学校施設長寿命化計画について は原案

のとおり可決されました。続いて日程第９議案第 19 号庄内町立狩川保育園及
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び庄内町立狩川幼稚園の民間移管に伴う移管前協定書について 説明をお願

いします。 

教育課長 （協定の概要について資料に基づき説明する。） 

教育課長補佐 （協定書について資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

飯渕委員 三者懇談会の保護者とは、幼稚園と保育園のそれぞれの保護者会長となるの

か。 

教育課長 令和3年度は、狩川幼稚園と狩川保育園それぞれの代表者となる。令和4年

度からは認定こども園となるので、認定こども園の代表者となる予定です。 

教育長 他に質問ありますか。無ければ、議案第19号庄内町立狩川保育園及び庄内町

立狩川幼稚園の民間移管に伴う移管前協定書について 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 19 号庄内町立狩川保育園及び庄内町立狩川幼稚園の

民間移管に伴う移管前協定書について は原案のとおり可決されました。続い

て日程第１０議案第20号令和3年度庄内町教育委員会の重点と視座について 

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。） 

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20号令和3年度庄内町教育委員会の重点

と視座について 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20 号令和3年度庄内町教育委員会の重点と視座につ

いて は原案のとおり可決されました。続いて５その他 第5回教育委員会定

例会を４月２３日（金）午後２時から となりますよろしくお願いいたします。 

（２）その他 何かありますか。 

富山指導主事 （本日配付資料の令和3年度計画訪問について説明する。） 

教育長 ５月に予定されている成人式はどのようになるのか。 

社会教育課長 主催者、来賓などは極力少ない人数で開催する方向で調整 

県外からの参加者については、コロナに関する対策を十分に行っていただき参

加又は Zoom での参加を呼び掛けることとしている。委員の皆様からは、教育

長が代表して参加することにご理解をお願いいたします。 

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4回教育委員

会定例会を終了します。 

 


