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庄内町教育委員会 令和 4年第 5回定例会 議事録 

１ 会議日程   令和４年４月２２日（金） 

開会   午後２時００分 

閉会   午後２時５０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４年第４回定例会議事録 

３ 報告 

（１）経過報告 

（２）令和4年度庄内町育英資金の新規申込について【資料２】 

（３）その他 

４ 付議事件 

日程第１  議案第３２号 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

る規則の制定についての専決処分の承認について 

日程第２  議案第３３号 庄内町教育委員会代決及び専決に関する規程の一部を改正する

規程の制定についての専決処分の承認について 

日程第３  議案第３４号 庄内町社会教育委員の辞任の許可についての専決処分について 

日程第４  議案第３５号 庄内町立図書館協議会委員の辞任の許可についての専決処分に

ついて 

日程第５  議案第３６号 学校運営協議会の委員の辞任及び任命について 

日程第６  議案第３７号 庄内町社会教育委員の委嘱について 

日程第７  議案第３８号 庄内町立図書館協議会委員の任命について 

５ そ の 他 

（１）令和4年第6回教育委員会定例会の開催について 

日時：令和４年５月２６日（木）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             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 

教育課長              佐藤 秀樹 

社会教育課長            樋渡 真樹 

社会教育課長補佐          阿部  浩 

指導主事              齋藤 希望 

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 
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教育課主査兼学校給食共同調理場所長 樋渡 康晴 

社会教育課主査兼図書館係長     佐藤 晃子 

社会教育課主査兼社会教育係長    齋藤 克弥 

教育課長補佐兼教育総務係長     佐藤 正芳 

開 会 （午後2時00分） 

教育長 令和4年第5回庄内町教育委員会定例会を開会いたします。それでは次第に沿

って会議を進めます。 

2議事録承認 令和４年第４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 質問ありますか。無ければ、報告（2）令和 4 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。 

教育課長補佐 （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 貸付者数が減っている理由としては何があるのか。 

教育課長補佐 子供が少なくなってきているからなのか。制度の周知としては、これまでどお

り実施している。 

飯渕委員 コロナ禍で収入が減ってきていると聞いている。収入が影響しているので

は。 

教育課長補佐 収入が少なくて非認定とすることは無い。 

教育長 他に質問ありますか。無ければ、報告(3) その他 何かありますか。 

教育長 無ければ、 

４付議事件 日程第 1 議案第３２号 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の制定についての専決処分の承認について 

を議題とします。 

事務局より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 質問等ありますか。 

無ければ、議案第３２号 庄内町教育委員会事務局の組織等に関する規則の一

部を改正する規則の制定についての専決処分の承認について 原案のとおり

承認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３２号 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の制定についての専決処分の承認について 

 は原案のとおり承認されました。 

続いて、日程第２ 議案第３３号 庄内町教育委員会代決及び専決に関する規

程の一部を改正する規程の制定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。 

教育課長補佐 （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 質問等ありますか。 

無ければ、議案第３３号 庄内町教育委員会代決及び専決に関する規程の一部



- 3 - 

を改正する規程の制定についての専決処分の承認について は原案のとおり

承認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３３号 庄内町教育委員会代決及び専決に関する規程

の一部を改正する規程の制定についての専決処分の承認について は原案の

とおり承認されました。 

続いて、日程第３ 議案第３４号 庄内町社会教育委員の辞任の許可について

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。 

社会教育課長補佐 （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、議案第３４号 庄内町社会教育委員の辞任の許可についての専決処

分の承認について 原案のとおり承認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３４号 庄内町社会教育委員の辞任の許可についての

専決処分の承認について は原案のとおり承認されました。 

続いて、日程第４ 議案第３５号 庄内町立図書館協議会委員の辞任の許可に

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。 

図書館長 （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、議案第３５号 庄内町立図書館協議会委員の辞任の許可についての

専決処分の承認について 原案のとおり承認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３５号 庄内町立図書館協議会委員の辞任の許可につ

いての専決処分の承認について は原案のとおり承認されました。 

続いて、日程第５ 議案第３６号 学校運営協議会の委員の辞任及び任命につ

いて を議題とします。 

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 質問等ありますか。 

無ければ、議案第３６号 学校運営協議会の委員の辞任及び任命について 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３６号 学校運営協議会の委員の辞任及び任命につい

て は原案のとおり可決されました。 

続いて、日程第６ 議案第３７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。 

社会教育課長補佐 （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、議案第３７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 
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教育長 異議なしと認め、議案第３７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７ 議案第３８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。 

図書館長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問等ありますか。 

太田委員 前の議案と記載方法が違うので、統一した記載をすべきなのではないか。 

社会教育課長補佐 次回からは統一した記載をします。 

教育長 他に質問等ありますか。 

無ければ、議案第３８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３８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、５その他 (1) 第６回教育委員会定例会の開催について 

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 委員のご都合は如何ですか。 

齊藤委員 余目中学校の健診のため欠席となります。 

教育長 齊藤委員は欠席となりますが、他にありますか。 

無ければ、続いて（2）令和４年度庄内町教育委員会計画訪問 【社会教育課】 

実施要綱（案）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 委員のご都合は如何ですか。 

齊藤委員 子どもの学校行事のため都合により欠席となります。 

教育長 齊藤委員は欠席となりますが、他にありますか。 

無ければ、続いて（3）その他 何かありますか。 

齋藤指導主事 （余目中学校計画訪問について説明する。） 

教育長 よろしくお願いいたします。 

他にありますか。 

社会教育係長 （スポーツ推進員について説明する。） 

教育長 他にありますか。 

教育課長 （部活動等の新型コロナウイルス感染症への対応について報告する。） 

齋藤指導主事 （26日以降の部活動等について説明する。） 

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4年第4回教育委員

会定例会を終了します。 

閉 会 （午後2時50分） 

 


