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 庄内町教育委員会 平成 29年第 7回定例会 議事録 

１ 会議日程   平成２９年４月２７日（木） 

    開会   午後２時０５分 

    閉会   午後４時１３分 

２ 会議場所   庄内町役場立川庁舎 第二会議室 

３ 内  容  

  １ 開  会 

２ 議事録承認 

平成２９年第５回定例会議事録 

平成２９年第６回臨時会議事録 

  ３ 報  告 

（１）経過報告【資料１】 

（２）平成 29年第２回庄内町議会臨時会（4月）について 

（３）平成 29年度庄内町育英資金の新規申込について 

（４）平成 28年度庄内町学校幼稚園教育の成果と課題について 

（５）平成 29年度庄内町教育振興基本計画の具現化への取り組み 

（６）庄内町教育振興基本計画の評価指標について 

（７）平成 29年度計画訪問について 

（８）県立庄内総合高等学校の施設整備等の支援を求める要望書について 

（９）学校給食共同調理場供用開始に向けた今後の予定について 

（10）その他 

４ 付議事件 

日程第１  議案第４４号 庄内町社会教育委員の委嘱について 

日程第２  議案第４５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３  議案第４６号 庄内町立図書館協議会委員の任命について 

５ 協  議 

（１）庄内町立幼稚園設置及び管理条例の一部を改正する条例（案）について 

（２）庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例の一部を改正する条例（案）について 

（３）庄内町立学校給食共同調理場設置及び管理条例の一部を改正する条例（案）について 

（４）庄内町立学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則（案）に 

ついて 

（５）庄内町学校給食運営委員会運営規程を廃止する規程（案）について 

（６）庄内町教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則（案）について 

（７）庄内町教育委員会処務規則の一部を改正する規則（案）について 

（８）庄内町立小中学校管理規則の一部を改正する規則（案）について 

（９）庄内町立学校処務規程の一部を改正する規程（案）について 

（10）その他 

６ その他 

（１）第８回教育委員会定例会の開催について 

日時：平成２９年５月２９日（月）午後２時００分 

場所：立川庁舎３階 第二会議室 

（２）その他  

７ 閉  会 
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４ 出席者      教育長             菅原 正志 

     教育委員            池田 智栄（第二職務代理者） 

教育委員            阿部 弓子 

５ 欠席者      教育委員            今野 悦次（第一職務代理者） 

６ 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            海藤 誠 

社会教育課長          上野 英一 

社会教育課長補佐        小林 重和 

教育課長補佐兼教育施設係長   佐藤 祐一 

主査兼スポーツ振興係長     阿良 佳代子 

主査兼社会教育係長       阿部 浩 

指導主事            和田 一江 

指導主事            五十嵐 敏剛 

学校教育係長          清野 美保 

学校給食共同調理場係長     押切 崇寛 

教育総務係主任         佐藤 博子 

主査兼教育総務係長          海藤 博 

 

開 会 （午前 9時 00分） 

教育長  開会します。２議事録承認を行います。何かございますか。ないようなので

承認します。３報告について（１）経過報告からお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明） 

教育長  4 月 3 日教育委員会辞令交付式には池田委員も出席しているので追記願いま

す。また、4月 25日の立川地域連携会議には欠席したので削除願います。他に

追記、訂正等ございませんか。 

社会教育課長 4月 25日立川地域連携協議会の時間は 10：30に訂正願います。 

池田委員  3月 27日（月）13：30保健センターにて民生委員推薦会に私と今野委員が出

席しました。また3月 29日（水）15：00西庁舎にて振興審議会に私が出席しま

した。質問ですが、3月 27日青少年海外研修事業実行委員会の報告の中で、今

年度からは他の団体機関で主催する研修に参加する人に対して助成するという

説明でしたが、海外に研修に行く場合ということでしょうか。 

教育課長  海外だけでなく国内での研修も対象になるようです。語学研修や社会貢献、

ホームステイなどの目的で、国際青少年研修協会やＪＩＣＡ、羽黒高校が実施

する留学事業など様々な機関で主催する事業について参加する場合、内容審査

のうえ、必要経費の5分の 4で上限 20万円を助成する内容で、情報発信課が申

し込み受付を行います。 

教育長  他にありませんか。ないようなので（２）平成 29年第２回庄内町議会臨時会

（4月）についてお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明） 

  質問等ございませんか。ないようなので（３）平成29年度庄内町育英資金の

新規申込についてお願いします。 

佐藤主任 （資料に基づき説明） 

教育課長 （補足して説明） 

教育長  質問等ございませんか。ないようなので（４）平成28年度庄内町学校幼稚園

教育の成果と課題についてお願いします。 
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五十嵐指導主事 （資料に基づき説明） 

教育長  特に授業改善の意識が高くなったという成果については、指導主事が中心に

なっていろいろな学ぶ機会を作っていただいて、他市町村にも負けないくらい

先生方の取り組みがあったと思います。ただ、今後指導要領も変わりますので

一層研究していく必要があると思います。また、課題としての教育相談体制で

は、スクールカウンセラーやＳＳＷの配置に力を入れてまいりますが、平成 29

年度も対応はしていますので今後評価していただきたいと思います。質問等ご

ざいませんか。ないようなので（５）平成 29年度庄内町教育振興基本計画の具

現化への取り組みについてお願いします。 

五十嵐指導主事 （資料に基づき説明） 

教育長 質問等ございませんか。 

池田委員  昨年度の課題の一つとして、幼稚園の預かり保育の体制の強化をあげていま

したが、今年度の取り組みの中では何か手立てなど考えておりますでしょうか。 

教育課長  新しい手立てではないのですが、人数が多くなったところや支援が必要な場

合には加配という対応もしています。今後、今年度の利用状況も見ながら必要

があれば予算の補正などで対応したいと考えています。 

池田委員  預かり保育の際には正規職員が１人入るために、職員会議に全員が揃うこと

が難しいようですが、やはり必ず正規職員の配置が必要だという規定などある

のでしょうか。 

教育課長  特に規定などはないのですが、できるだけ正規職員が入るように調整しても

らっています。 

池田委員  そうなれば全員が揃うことは不可能になりますが、午後 5 時までとか 7 時ま

でとかの時間指定はあるのでしょうか。 

教育課長  そういったことはとくにありません。 

池田委員  幼稚園にとっては毎日のことですので、大変なことだと思います。それから

大変わかりやすい資料をまとめてもらいましたがありがとうございます。 

教育長  先日県の教育長会議で廣瀬教育長の説明にもありましたが、今後英語が小学

校に入ってくるので喫緊の課題になってること、道徳が教科化されてその対応

と評価をどうするかということ、新聞を使った教育を進めようという県の方向

性があるのですが、これらについて各市町村も意見が様々でまだ統一感がない

ようでした。したがってこの資料に記載できないこともありますが、平行して

取り組んでいかなければならないものもあることをご理解願います。それから

スクリーニングということで山形大学の三浦光哉先生にお願いできることにな

りましたが、特別支援教育アドバイザーとして阿部真一前校長先生やＳＳＷの

本間圭太郎先生などからもご協力を頂いて、総合的な子ども支援体制の充実を

重点にして取り組んでまいりますので、委員の皆様からもその都度ご意見があ

れば頂戴したいと思います。他にございませんか。ないようなので（６）庄内

町教育振興基本計画の評価指標についてお願いします。 

五十嵐指導主事 （資料に基づき説明） 

小林課長補佐 （資料に基づき説明） 

教育長  質問等ございませんか。 

池田委員  社会教育の考察でも示されていますが、学区地区運動会・レクリエーション

大会では、昨年度から中学校を休校日にして、生徒たちからも競技役員として

協力頂いたのですが、なかなか活かしきれない点が課題のようでした。 

小林課長補佐  今年度については、中学校に出向いて競技役員の内容についての説明を行っ
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ていますので、昨年以上に生徒たちがやる気や意欲を高めてもらうよう期待し

ております。 

教育長  今池田委員から出た件については、機関の長・係長会議でも話をしておりま

すので、各公民館でもがんばってもらいたいと思います。他にございませんか。

ないようなので（７）平成 29年度計画訪問についてお願いします。 

五十嵐指導主事 （資料に基づき説明） 

小林課長補佐 （資料に基づき説明） 

教育長  質問等ございませんか。ないようなので（８）県立庄内総合高等学校の施設

整備等の支援を求める要望書についてお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明） 

教育長  本町にとって唯一の高校なので無くなってほしくないわけなので大事な要望

ですが、目的に「定員を確保し」とあるので、中学生がこの高校への入学を希

望する動機付けを突き詰めていかないと志願者は増えないのではないかという

話をいたしました。施設設備等の充実も大事ですが、将来の進路設計ができる

ことだったり、部活動が充実していることや学校全体の雰囲気が良いこと、教

わりたいカリスマ的な教員がいることなど、様々なソフトの面で可能性は大き

いと思いますので中学生のニーズに沿ったものは何なのか考えていきましょう

と提案させていただいたところです。「地元入学生を増やすため、中高交流学習

のより活発化を要望する」については、無理のないように交流していきたいと

考えますが、指導主事いかがですか。 

和田指導主事  中学校の意向を大事にして取り組んでいきたいと考えます。 

教育長  質問等ございませんか。ないようなので（９）学校給食共同調理場供用開始

に向けた今後の予定についてお願いします。 

押切係長 （資料に基づき説明） 

教育長  質問等ございませんか。ないようなので（10）その他はありませんか。ない

ようなので午後 3時 40分まで休憩します。 

休憩 15：20から 15：40まで 

教育長  再開します。４付議事件に入ります。日程第１議案第４４号庄内町社会教育

委員の委嘱についてお願いします。 

小林課長補佐 （資料に基づき説明） 

 質問等ございませんか。ないようなので賛成の方は挙手願います。全員賛成

で可決します。日程第２議案第４５号庄内町スポーツ推進審議会委員の委嘱に

ついてお願いします。 

社会教育課長 （資料に基づき説明） 

教育長 質問等ございませんか。ないようなので賛成の方は挙手願います。全員賛成

で可決します。日程第３議案第４６号庄内町立図書館協議会委員の任命につい

てお願いします。 

社会教育課長 （資料に基づき説明） 

教育長 質問等ございませんか。ないようなので賛成の方は挙手願います。全員賛成

で可決します。５協議に入ります。（１）庄内町立幼稚園設置及び管理条例の一

部を改正する条例（案）についてお願いします。 

清野係長 （資料に基づき説明） 

教育長 質問等ございませんか。ないようなのでこのように進めてもらいます。（２）

庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例の一部を改正する条例（案）

についてお願いします。 
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清野係長 （資料に基づき説明） 

教育長  質問等ございませんか。ないようなのでこのように進めてもらいます。（３）

庄内町立学校給食共同調理場設置及び管理条例の一部を改正する条例（案）に

ついてお願いします。 

押切係長 （資料に基づき説明） 

教育長  質問等ございませんか。ないようなのでこのように進めてもらいます。（４）

庄内町立学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則

（案）についてお願いします。 

押切係長 （資料に基づき説明） 

教育長 質問等ございませんか。ないようなのでこのように進めてもらいます。（５）

庄内町学校給食運営委員会運営規程を廃止する規程（案）についてお願いしま

す。 

押切係長 （資料に基づき説明） 

教育長 質問等ございませんか。ないようなのでこのように進めてもらいます。（６）

庄内町教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則（案）に

ついてお願いします。 

海藤主査 （資料に基づき説明） 

教育長 質問等ございませんか。ないようなのでこのように進めてもらいます。（７）

庄内町教育委員会処務規則の一部を改正する規則（案）についてお願いします。 

海藤主査 （資料に基づき説明） 

教育長 質問等ございませんか。ないようなのでこのように進めてもらいます。（８）

庄内町立小中学校管理規則の一部を改正する規則（案）についてお願いします。 

海藤主査 （資料に基づき説明） 

教育長 質問等ございませんか。ないようなのでこのように進めてもらいます。（９）

庄内町立学校処務規程の一部を改正する規程（案）についてお願いします。 

海藤主査 （資料に基づき説明） 

教育長  質問等ございませんか。ないようなのでこのように進めてもらいます。（10）

その他はありますか。ないようなので６その他に入ります。（１）第８回教育委

員会定例会の開催について、事務局の提案をお願いします。 

海藤主査 ５月２２日（月）または２９日（月）でいかがでしょうか。 

委員 （日程調整） 

教育長  それでは５月２９日（月）午後２時００分からとします。（２）その他はあり

ますか。 

小林課長補佐 （平成 29年度「花いっぱい・さわやかあいさつ運動」について説明） 

教育長 その他はありますか。ないようなので以上で閉会します。 

閉会 （午後 4時 13分） 

 


