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庄内町教育委員会 令和 3年第 10回定例会 議事録 

１ 会議日程   令和３年９月２８日（火） 

開会   午後４時３０分 

閉会   午後５時３０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９回定例会議事録 

３ 報告 

（１）経過報告【資料１】 

（２）令和３年度第７回庄内町議会定例会（9月）について【資料２】 

（３）全国学力・学習状況調査及びＮＲＴの結果と取り扱いについて【資料３】 

（４）庄内町前田野目農村運動公園の指定管理者の選定について【資料４】 

（５）庄内町亀ノ尾の里資料館の指定管理者の選定について【資料５】 

（６）庄内町立図書館分館の指定管理者の選定について【資料６】 

（７）その他 

４ 付議事件 

日程第１ 議案第３７号 庄内町立幼稚園設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則

の制定について 

日程第２ 議案第３８号 庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例施行規則の一部

を改正する規則の制定について 

日程第３ 議案第３９号 庄内町体育施設設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則

の制定について 

日程第４ 議案第４０号 庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例施行規則の設定に

ついて 

５ そ の 他 

（１）令和3年度第1回総合教育会議について 

日時：令和３年１０月２７日（水）午前９時３０分 

場所：庄内町役場 Ｂ棟 会議室１ 

（２）第11回教育委員会定例会の開催について 

日時：令和３年１０月２７日（水）午前１１時 

場所：庄内町役場 Ｂ棟 会議室１ 

（３）その他 

７ 閉  会 

４ 出席者      教育長              佐藤 真哉 

           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 秀樹 

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 

教育課主査兼教育施設係長      日下部 洋一 

社会教育課主査兼図書館係長     佐藤 晃子 

社会教育課主査兼文化スポーツ推進係長  堀  純子 

教育課長補佐兼教育総務係長     佐藤 正芳 

 

開 会 （午後4時30分） 

教育長 令和3年第10回庄内町教育委員会定例会を開会いたします。 

庄内町教育委員会教育長職務代理者についてですが、現在、教育長第一職務代理

者は梅木委員、教育長第二職務代理者は太田委員より担っていただいておりま

す。職務代理者の任期につきましては、「教育長が別の職務代理者を指名するま

で」、又は「教育長が新たに任命され、その教育長が新たに職務代理者を指名する

まで」となっております。今回は、新たな指名を行わず、梅木委員、太田委員よ

り引き続き職務代理者の職務を担っていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

2議事録承認 令和3年第9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。 

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 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 質問等ありますか。 

梅木委員 9月 2日に県少年の主張庄内町予選会の書類審査を実施しました。結果、本選の

方に立川中学校、余目中学校の各1名が選出されました。 

教育長 経過報告に追加します。他に質問等ありますか。 

無ければ、報告(2) 令和３年度第７回庄内町議会定例会（9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 質問等ありますか。 

無ければ、報告(3) 全国学力・学習状況調査及びＮＲＴの結果と取り扱いについ

て 説明をお願いします。 

富山指導主事 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問等ありますか。 

飯渕委員 小学校のゲームの時間についてですが、立川地域には遊び場が無い、遊び方を知

らないということが問題なのではないか。 

髙橋指導主事 放課後子ども教室という地域学校協働活動の中で、立川地域と余目第4学区で行

なっている。地域の方が、いろいろ計画しプログラムを用意して、勉強したり、

遊ばせてくれるというような取り組みをしている。このような活動が今後コミュ

ニティスクールなどの共通理解が広がっていけばと考えている。 
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教育長 質問等ありますか。 

無ければ、報告(4) 庄内町前田野目農村運動公園の指定管理者の選定について 

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 質問等ありますか。 

無ければ、報告(5) 庄内町亀ノ尾の里資料館の指定管理者の選定について 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 質問等ありますか。 

無ければ、報告(6) 庄内町立図書館分館の指定管理者の選定について 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 質問等ありますか。 

無ければ、報告(7) その他 何かありますか。 

無ければ、付議事件日程第 1議案第 37号 庄内町立幼稚園設置及び管理条例施

行規則の一部を改正する規則の制定について を議題とします。説明をお願いし

ます。 

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、議案第 37 号 庄内町立幼稚園設置及び管理条例施行規則の一部を改

正する規則の制定について 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 37 号 庄内町立幼稚園設置及び管理条例施行規則の一

部を改正する規則の制定について は原案のとおり可決されました。続いて、日

程第 2 議案第 38 号 庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例施行規則

の一部を改正する規則の制定について を議題とします。説明をお願いします。 

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、議案第 38 号 庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例施行

規則の一部を改正する規則の制定について 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 38 号 庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条

例施行規則の一部を改正する規則の制定について は原案のとおり可決されま

した。続いて、日程第 3 議案第 39 号 庄内町体育施設設置及び管理条例施行規

則の一部を改正する規則の制定について を議題とします。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、議案第 39 号 庄内町体育施設設置及び管理条例施行規則の一部を改

正する規則の制定について 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 39 号 庄内町体育施設設置及び管理条例施行規則の一

部を改正する規則の制定について は原案のとおり可決されました。続いて、日

程第 4 議案第 40 号 庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例施行規則の
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設定について を議題とします。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、議案第 40 号 庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例施行規

則の一部を改正する規則の制定について 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 40 号 庄内町前田野目農村運動公園設置及び管理条例

施行規則の一部を改正する規則の制定について は原案のとおり可決されまし

た。続いて、5その他（１）令和3年度第1回総合教育会議について（２）第11

回教育委員会定例会の開催について 合わせ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 委員のご都合は如何ですか。よろしければ出席お願いいたします。 

続いて（３）その他 何かありますか。 

髙橋指導主事 （余目第四幼稚園計画訪問について 資料に基づき説明する。） 

教育長 質問等ありますか。出席方よろしくお願いいたします。 

（３）その他 他にありますか。 

図書館係長 （図書館整備事業の補正予算について 資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

飯渕委員 今説明あったスケジュールで資材確保は可能なのか。 

図書館係長 可能と判断している。 

教育長職務代理者 他に質問ありますか。 

無ければ（３）その他 何かありますか。無いようでしたら以上をもちまして令

和3年第10回教育委員会定例会を終了します。 

 


