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 庄内町教育委員会 平成 31年第 5回定例会 議事録 

１ 会議日程   平成３１年４月２４日（水） 

    開会   午後２時０５分 

    閉会   午後３時１８分 

２ 会議場所   庄内町役場立川総合支所 第二会議室 

３ 内  容  

  １ 開  会 

２ 議事録承認 

  平成３１年第４回定例会議事録 

３ 報  告 

（１）経過報告 

（２）平成31年度庄内町育英資金の新規申込について 

（３）平成30年度庄内町幼稚園学校教育の成果と課題について 

（４）平成31年度庄内町教育委員会の主な施策について 

（５）庄内町教育基本振興計画の評価指標について 

（６）平成31年度計画訪問について 

（７）その他 

４ 付議事件 

日程第１  議案第１６号  庄内町清川公民館長の任命についての専決処分の承認について 

日程第２  議案第１７号  庄内町社会教育委員の委嘱について 

日程第３  議案第１８号  庄内町立図書館協議会委員の任命について 

日程第４  議案第１９号  庄内町文化財保護審議会委員の委嘱について 

日程第５  議案第２０号  庄内町スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

５ その他 

（１）第６回教育委員会定例会の開催について 

日時：平成３１年５月２４日（金）午後２時００分 

場所：立川総合支所３階 第二会議室 

（２）その他 

６ 閉  会 

４ 出席者      教育長             菅原 正志 

 教育委員            梅木 均（第二職務代理者） 

教育委員            太田 ひろみ 

教育委員            齊藤 雅子 

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

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 

           社会教育課長補佐兼社会教育係長                                                                                       阿部 浩 

           指導主事            髙橋 一枝 

           主査兼学校給食共同調理場係長  荒木 美紀 

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 貢 
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開 会 （午後２時０５分） 

教育長 開会します。それでは2議事録承認に移ります。平成31年第4回定例会議事録

について、何か誤字、脱字、表現訂正等があればお伺いします。 

委員 〔質疑の声なく〕 

教育長 よろしいですか。平成31年第4回定例会議事録の同意を確認し、3報告（1）経

過報告について説明をお願いします。 

佐藤教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 何か訂正、追加するところがあればお願いいたします。 

新しいふれあいホーム払田はご覧になりましたか。梅木委員はご覧になったとい

うことですが、新しく立派になった施設ですから、委員の皆さんからも是非一度

ご覧になっていただければと思います。また、委員の皆様には、各入学式、入園

式の参加対応大変有難うございました。それでは（1）経過報告を終了し、報告

（2）平成31年度庄内町育英資金の新規申込について説明をお願いします。 

佐藤補佐兼教育総

務係長 

（資料に基づき説明する。） 

教育長 資料については、下から平成 28 年度、29年度、30年度、31 年度と昇順の年度

記載になっていますが、23人、21人、17人、今年は7人と新規貸付者が極端に

少なくなっています。詳細事由は分りませんが、奨学金を受ける学生が減ってき

ているということです。これは、借りることのメリットよりも返すことのデメリ

ットを考えて、躊躇している人が多くいることも考えられます。ただし、資料の

平成 31年度の右側にもありますように新規貸付積算額は 1,900万円を準備して

いました。新規の貸付額が574万8千円ですので、今後の貸付枠に余裕が生まれ

たものと考えます。何かご質問がありましたらお願いいたします。返還している

人達は順当に返還が進んでいるのですか。 

佐藤補佐兼教育総

務係長 

若干名が返還期限を終えても未返還となっている方がいます。本人の就労状況や

家庭事情など難しい事由も考えられますが、粘り強く返還催告を行い返還未済の

ないようにしていきたいと思います。 

教育長 質疑ありませんか。よろしいですか。それでは報告（2）平成31年度庄内町育英

資金の新規申込についてを終了し、報告（3）平成30年度庄内町幼稚園学校教育

の成果と課題について説明をお願いいたします。 

髙橋指導主事 （資料に基づき説明する。） 

教育長 これは各学校からの聞き取り結果の纏めとなっています。昨日、県の教育長会議

がありましたが、教職員の働き方改革への取り組みということで、他市町村では

校務支援ソフトの導入を要望する声が結構多くあったのですが、本町はいち早く

導入に取り組んでいるので、他市町村から高い評価を受けているところです。他

には、探求型学習を意識した授業改善で、学校は非常に頑張って授業の中で実践

してくれていると思います。学校では同じ実感、達成感を持って取り組んでおり

ます。課題としては5つありますが、どの課題も解決に向け改善していかなけれ

ばならないと思います。18 日に全国学力学習状況調査が終りましたが、今年か

らはＡとかＢとかを無くして一緒にした学力調査となっています。なお、英語の

調査については本町の対応方を説明してください。 

髙橋指導主事 今年度4年に1度の中学校の英語の試験が行われましたが、英語について初めて

全ての学校で「話すこと」の出題が実施されました。本町でもこの話すことの調

査に取り組みたかったのですが、導入しているシステムのセキュリティー上の問

題があって、簡単にシステムにインストールできても電源を切り次に起動した時
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にシステムが初期化されて、インストールしたものがリセットされる仕組みにな

っています。これは、子ども達が使う際に安全を守るためのシステムとなってい

ます。このシステム機能があるために問題をインストールしても電源を切ると問

題が全て消えてしまうということなので、このシステムを一旦解除して、試験の

後に再度このシステムを初期設定するには高額な費用が掛かることが、年度の途

中に判明しました。その費用対応も検討しましたが、急なことであり時間的な対

応も困難であることから、庄内町ではこの「話すこと」の試験を行わない判断を

しました。各中学校の校長先生、教頭先生等とも協議をした上での決定をし、行

わないこととして判断したところです。今後、この英語の「話すこと」の問題に

ついては追試するかたちとなりますが、一斉に3年生全員に話すことの試験を実

施することとはなりませんが、時間を掛けて生徒全員が話すことの問題を解く、

ということを経験できるように各学校にお願いしていく予定となっています。 

教育長 今回は「話すこと」の試験の実施について、文部科学省では実施できない場合で

も現場への負担が非常に大きいということもあって、やむを得ないとの判断をし

ているところです。これについては、指導主事からあった様に各学校でそれぞれ

実施したいと思っているところです。また、これは理科と英語が2年毎に交互に

4年に1回実施される試験でありますので、次は実施できるシステムの環境を整

えて対応したいと考えています。このことについては、よろしいですか。それで

は報告（3）平成30年度庄内町幼稚園学校教育の成果と課題についてを終了し、

報告（4）平成31年度庄内町教育委員会の主な施策について説明をお願いいたし

ます。 

髙橋指導主事 （資料に基づき説明する。） 

資料の訂正を求める。基本方針4の担任力向上研修会5月27日の講師 中野澄 氏

の職名所属肩書きについて「国立教育政策研究所」より「大阪成蹊短期大学教授」

への訂正を発言する。 

教育長 基本方針 7 の情報モラル研修会講師の安川先生も協会の理事長を辞められたの

ではないのでしょうか。 

髙橋指導主事 安川先生の肩書きも変わっていますので訂正をお願いします。今年度は個人又は

新たに発足している「いじめ防止協会」での対応となると思われます。 

教育長 主だった今年度の教育委員会の施策を記載しています。この様な講演会等にも委

員の皆様には都合のつく限り参加していただければと思います。何かご質問はあ

りませんか。 

太田委員 基本方針 2 の中でふるさと教育の推進のところで副読本を活用した提案授業と

ありますが、昨年度は余目中学校で清河八郎についての授業がありました。例え

ば北楯大学のことは必ず小学校3年生で学習するので、町内の子どもは詳しく分

って義務教育を終えますが、昨年度も清河八郎を学習した余目中学校のクラス以

外の生徒や他の学校においても、義務教育を終えるまでに佐藤幸徳中将や清河八

郎のことについてもある程度理解してもらえる機会を与えていただきたいなと

思いました。そのことは上手く副読本に書いてありますので、卒業するまでには

それを活用して学び、町全体へと広がっていくことになればよいなと考えます。 

教育長 本町の4人の偉人については、それぞれの学年で学ぶことになっていますがどう

なっていますか。 

髙橋指導主事 それをどの様な形で取り入れる事ができるのかの実践例を広めていくためにこ

の公開授業をしていますので、本町の先生方が4偉人についての識見を高めるこ

とは、共に学び合うということでもレベルアップに繋がっているものと考えてい
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ます。 

太田委員 はい、有難うございます。 

教育長 他に何かございませんか。よろしいですか。それでは報告（4）平成31年度庄内

町教育委員会の主な施策についてを終了し、報告（5）庄内町教育振興基本計画

の評価指標ついて説明をお願いいたします。 

髙橋指導主事 （資料に基づき説明する。） 

教育長 社会教育についての評価指標についても併せて説明をお願いいたします。 

阿部補佐兼社会教

育係長 

（資料に基づき説明する。） 

資料基本方針1から基本方針4、基本方針8及び9について説明する。 

基本方針 9の耐震化整備の実施施設と耐震化率について、対象の 23施設中の実

施済み施設の年度末のカウント（平成 29年度末は 17施設が誤りで実際 16施設

の実施、平成 30年度末で 17施設実施）について、実施率で昨年度（平成 29年

度）の資料提出に誤りがあり、資料の訂正を行っている旨述べる。 

池田文化スポーツ

推進係長 

（資料に基づき説明する。） 

基本方針5、6、7について説明する。 

資料の訂正を求める。基本方針5の表題中「交通」を「交流」への訂正を発言す

る。 

教育長 この評価指標を見て、何か感想とかご意見があればお伺いします。 

梅木委員 評価指標の推移資料5の目標値の設定について、例えば基本方針1の相手の立場

に立って思いやる心の育成の目標値の設定、基本方針6の学校・家庭・地域が連

携した教育の推進の目標値の設定で、それぞれ平成 32 年度に達成とする目標値

に、現状においてもすでに達成しているのに低く設定している理由は何かあるの

かお聞きしたいことと、もう一つは不登校出現率の年間 30日以上欠席した生徒

については、課題にも記載されているように保護者である家庭の問題とかメディ

ア依存とかの問題も出ているようですが、これには病欠とか怪我で長期に入院し

たとか、度々欠席して累積で 30日を超えたとかの生徒が含まれているのかどう

かの2点についてお聞きしたいと思います。 

髙橋指導主事 2点目の質問については、委員が言ったことも考えられるのですが、昨年度の場

合は、病欠や怪我等の理由で 30日を超えて休んだ生徒はいませんでしたので、

その他の何らかの心身の不調によって欠席となった子どもの数のみとなってい

ます。目標値につきましては、教育振興基本計画の前半 5年間の目標値の設定と

して、一つの目安として取り組んでいますので、今年度で4年目ですので、後半

の 5 年間の計画を見直す際に目標値の設定についても現状の数値を踏まえなが

ら、より適正な目標値を設定することが必要であると考えています。簡単に目標

値を超えてしまっているものがありますので精査したいと考えています。 

梅木委員 5年スパンで設定しているということですね。単に前年度と比較して、それに対

しての目標値の設定ではないと言うことなのですね。 

髙橋指導主事 前半5年間の目標値の設定となっております。 

梅木委員 はい、分りました。有難うございました。 

教育長 太田委員は何か感想とか意見はございますか。 

太田委員 社会教育課の評価指標の基本方針6の説明の中で、施設の利用者数について立川

地区では 10,500 人の減少とありましたが、その内訳について体操センターと体

育センターのことなのでしょうか。そのことについてお聞きしたいと思います。 

池田文化スポーツ

推進係長 

それぞれの施設ごとの人数の割合についてお知らせいたします。前年比で体育セ

ンターが91％、体操センターが98％、テニスコートが95％、笠山グラウンド野
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球場が82％、笠山グラウンドゴルフ場が92％、前田野目農村公園ひだまりが91％

となっています。立谷沢と清川については手元にデータ資料がございませんが、

合計では昨年度比で79％減の10,674名の減となっています。減少の要因として

は、立川地域の子ども達の人数の減少により、スポ少の加入人数や中学校の部活

動の生徒数が毎年減少する傾向にあることから、定期的に体育施設を利用する回

数も減となっていることなどが、利用者数減少の要因と考えられます。 

太田委員 有難うございました。もう一つは、図書館分館をよく利用していますが、本館で

は、利用したい図書情報について自由にパソコン検索できますが、分館で図書検

索する場合は、事務室の中でしかできない状況になっています。分館ロビーにパ

ソコンが設置されていますが、そこで検索できることになればもっと利用し易い

分館になると考えています。 

教育長 その事の対応はどうなっていますか。 

阿部補佐兼社会教

育係長 

その事が可能なことなのかどうかを含めて、図書館と調整していきたいと考えて

います。 

教育長 委員から意見があったことを伝えてください。齋藤委員は何か意見はありません

か。 

齋藤委員 社会教育の基本方針3と4で、庄内町の自然・歴史・文化を生かした体験の充実

の評価値が増えていることと地域とかかわりながら、家庭教育の向上をめざすの

評価数値が増えていることは、地域の方々との連携が十分に図られた事業展開が

されているのだと感じています。 

教育長 有難うございます。今度4年目となります。5年経ったら見直しをする予定とな

っていますので、目標値や評価指標もそうですが委員の皆さんにはいろいろな意

見持って見ていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

池田文化スポーツ

推進係長 

太田委員の質問に対する説明の中で、件数と人数の誤りにより、人数割合での体

操センター、テニスコート、野球場の3箇所の割合について訂正をお願いしたい

と思います。 

教育長 それぞれの施設を利用する活動が不活発になったということではなく、利用人口

の減少による自然的な要因が大きいということだと思います。残念なことだと思

います。よろしいですか。それでは報告（5）庄内町教育振興基本計画の評価指

標ついてを終了し、報告（6）平成31年度計画訪問について説明をお願いいたし

ます。 

髙橋指導主事 （資料に基づき説明する。） 

齋藤委員 10月28日の余目第三幼稚園の計画訪問は水曜日となっていますが、水曜日であ

れば10月30日の実施と考えられますが、誤りがあるのでどちらの実施なのでし

ょうか。 

佐藤教育課長 28日の月曜日です。訂正をお願いします。 

教育長 中学校の計画訪問で給食を食べるのですか。 

髙橋指導主事 余目中学校の計画訪問の時だけクラス数が多いために授業参観を 2 時限に分け

て行っていることから、給食の時間を設定しています。 

教育長 立川中学校の計画訪問では給食はいらないのですか。 

佐藤教育課長 この実施要項が、年度と表記しながら全ての施設の訪問計画を記載しているの

で、年度で訪問しない施設の記載まであるために誤解を招いているところがあり

ます。ご理解ください。 

教育長 はい、3年に1回の割合で各施設を訪問することに今年度より変更されるという

ことです。よろしいですか。それでは社会教育施設について説明をお願いいたし
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ます。 

阿部補佐兼社会教

育係長 

（資料に基づき説明する。） 

教育長 訪問時刻が午前のものと午後からのものがそれぞれありますので、対応方よろし

くお願いいたします。それでは報告（6）平成31年度計画訪問ついてを終了し、

報告（7）その他について説明をお願いいたします。 

佐藤教育課長 先程の異動等職員の紹介時に漏れがありました。指導主事が五十嵐から富山に代

わっております。富山指導主事は本日出張で欠席となっていますが、次回の委員

会で紹介させていただきたいと思います。 

教育長 他に何かありませんか。それでは 4付議事件に移ります。日程第 1議案第 16号

庄内町清川公民館長の任命についての専決処分の承認についてを議題とします。

説明をお願いします。 

阿部補佐兼社会教

育係長 

（資料に基づき説明する。） 

 

教育長 人事案件ですので討論を省略し採決いたします。議案第 16号庄内町清川公民館

長の任命についての専決処分の承認についてご異議ございませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 議案第 16 号庄内町清川公民館長の任命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。引き続き日程第 2議案第 17号庄内町社会教育委員

の委嘱についてを議題とします。説明をお願いします。 

阿部補佐兼社会教

育係長 

（資料に基づき説明する。） 

 

教育長 校長会より選出の2名でありますので、中学校、小学校の4月の異動が分った事

による選任となります。よろしいですか。議案第 17号庄内町社会教育委員の委

嘱についてご異議ございませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 案第17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。 

資料中の日程番号の訂正を求める。議案第 18 号の日程番号「日程第 2」を「日

程第 3」に訂正し、以後の「日程第 3、日程第 4」を 1 番ずつ繰り下げて訂正を

求める。日程第 3議案第 18号庄内町立図書館協議会委員の任命についてを議題

とします。説明をお願いします。 

阿部補佐兼社会教

育係長 

（資料に基づき説明する。） 

 

教育長 校長会よりの選出1名と町PTAからの選出1名が確定したことによる任命となり

ます。よろしいですか。議案第 18号庄内町立図書館協議会委員の任命について

ご異議ございませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 議案第 18 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。引き続き日程第 4議案第 19号庄内町文化財保護審議会委員の委嘱につ

いてを議題とします。説明をお願いします。 

池田文化スポーツ

推進係長 

（資料に基づき説明する。） 

議案のとおり 4名を新たに委嘱しますが、条例で委員は 10名以内となっていま

す。当面、委員9名の体制で行っていくことになります。 

教育長 今年度は 9 名体制で行って行くことになるのですね。来年度はどうなるのです

か。 



- 7 - 

池田文化スポーツ

推進係長 

今年度の途中で適任の人材が選任できる場合となれば、その時点で追加の委嘱を

していきたいと考えています。今時点では未選任となる状況です。 

教育長 その対応は年度途中でもできるのですか。 

池田文化スポーツ

推進係長 

委員会で委嘱することを許可すれば大丈夫です。 

教育長 委員は当面 9名ということです。よろしいですか。議案第 19号庄内町文化財保

護審議会委員の委嘱についてご異議ございませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 議案第 19 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。引き続き日程第 5議案第 20号庄内町スポーツ推進審議会委員の委嘱

についてを議題とします。説明をお願いします。 

池田文化スポーツ

推進係長 

（資料に基づき説明する。） 

 

教育長 校長会より1名、庄内総合高等学校長、町企画情報課長の4月の異動等の確定に

よる選任となります。よろしいですか。議案第 20 号庄内町スポーツ推進審議会

委員の委嘱についてご異議ございませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 議案第 20 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。次へ移ります。5 その他（1）次回の第 6 回教育委員会定例会の開

催については令和元年 5月 24日金曜日午後 2時からの開催としたいが如何です

か。 

委員 それぞれ「対応可能」の発言あり 

教育長 今野委員への出席については確認をお願いいたします。提案のとおり次回の教育

委員会の開催を 5月 24日金曜日午後 2時から第二会議室で開催することを確認

し、（2）その他について事務局で何かあればお願いします。 

佐藤教育課長 天皇の即位の日等に係る休日4月30日、5月1日、5月2日が加わり、本年度の

ゴールデンウィークが 10連休となります。幼稚園の預かり保育のことですが、

保育園と同様に保育に欠けるということで、就労されている保護者にとっては、

連休中も仕事があって休めない状況にあるので子どもを預かってほしいという

要望が多くあります。保育園には国の通達があり、保育について対応しなさいと

の指示となっています。それに合わせて幼稚園の預かり保育についても上からの

指示は特にありませんが、学童保育や保育園との足並みを揃えて 4 月 30 日、5

月1日、5月2日の3日間について、通常の土曜日の預かり保育の体制で余目第

三幼稚園の 1 施設で行うことで希望調査を行いました。その結果、50 名近い保

育の希望者があり、再度、希望する保護者の就労証明の提出を受けながら、幼稚

園の預かり保育についても実施する予定となります。皆様には報告となりますが

お知らせしておきたいと思います。もう一つは、消費税の増税に伴う保育料の減

免、無償化のことについてですが、幼稚園の保育料についても無償化ということ

で 10月より予定していますが、その保育料の内訳としての給食費の考え方が国

から保育園に示されています。給食費については実費負担ということで保護者よ

り負担いただく内容の通達となっています。ただし、低所得者とか多子の場合は、

実費負担を免除する規定を設けるとの内容となっていますので、幼稚園の保育料

についてもこれから協議していくこととなりますが、給食費並びに園児バスにつ

いても、実費負担いただく方向で検討していることと併せて所得状況と子どもの

人数によって免除する方向で検討している状況ですので、皆さんにお知らせして
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おきたいと思います。 

佐藤補佐兼教育総

務係長 

本日追加提出した資料の教育委員の会議等のスケジュールについて補足説明と

なります。1点目は計画訪問について指導主事から説明があった11月20日水曜

日の余目第二小学校での公開授業研修会へ参加をお願いするとのことですので、

日程の追加をお願いいたします。2点目は下段に記載のあるように総合教育会議

の開催について、昨年度 10月の 1回のみの開催となりましたが、今年度は予算

編成前の 10月と年度の総括のまとめの時期となる 2月の 2回は必ず開催実施し

たいと考えています。開催日程や協議題等の調整は追って皆さんと調整を行って

決定したいと思っています。もう1点は、教育委員の先進地視察のことについて

ですが、日帰りで実施できる視察先や実施時期についての考えがありましたら、

次回の定例会開催前までに情報提供をお願いしたいと考えています。最後にスケ

ジュールの記載はありませんが、教育委員会 OB懇談会も予定しますので場所や

日程が決まり次第、皆さんに連絡して調整したいと思います。 

教育長 先進地視察の事はこの会後の懇談の中で行いたいと思います。この会議等予定一

覧に記載のものは全てが大事な会議となっていますが、その中でも 7月 12日の

酒田市アトラーム酒田である庄内地区教育委員会協議会総会並びに研究会、8月

2日酒田市総合文化センターで開催される山形県市町村教育委員会大会の2つの

会議については、教育委員の皆さんから是非参加いただいきたい会議と考えてい

ます。また、3月7日土曜日は教職員人事の内申があります。この日も皆さんの

日程調整をお願いしたいと思います。その他に何かございませんか。それでは以

上をもちまして平成31年第5回教育委員会定例会を終了します。 

閉会 （午後3時18分） 

 


