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 庄内町教育委員会 平成 29年第 10回定例会 議事録 

１ 会議日程   平成２９年７月２１日（金） 

    開会   午後３時０５分 

    閉会   午後４時２５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９回定例会議事録 

  ３ 報  告 

（１）教育長第一職務代理者の指名について 

（２）経過報告 

（３）平成 29年度第 1回庄内町いじめ防止対策連絡協議会について 

（４）登録有形文化財の登録について 

（５）平成 29年度計画訪問について 

（６）その他 

４ 付議事件 

日程第１  議案第５８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５９号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価につい 

      て 

日程第３  議案第６０号 平成 30年度使用庄内町立小学校、中学校及び特別支援学級教科

用図書の採択について 

５ 協  議 

（１）前田野目農村公園管理運営規則の一部改正について 

（２）庄内町体育施設設置及び管理条例施行規則の一部改正について 

（３）庄内町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について 

（４）庄内町就学援助費支給要綱の一部改正について 

６ その他 

（１）第 11回教育委員会定例会の開催について 

日時：平成２９年８月２８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 

 

４ 出席者      教育長             菅原 正志 

教育委員            今野 悦次（第一職務代理者） 

     教育委員            池田 智栄（第二職務代理者） 

教育委員            阿部 弓子 

教育委員            梅木 均 

５ 欠席者      なし 

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 

教育課長補佐兼教育施設係長   佐藤 祐一 
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社会教育課長補佐        小林 重和 

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            五十嵐 敏剛 

学校教育係長          清野 美保 

主査兼教育総務係長       海藤 博 

 

開 会 （午後 3時 05分） 

 開会します。  

教育長  開会します。先に４付議事件の日程第１議案第５８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」の声あり 

教育長  異議なしと認め、非公開とします。 

内容非公開 

教育長 ２議事録承認を行います。何かございますか。一部修正して承認します。

３報告の（１）教育長第一職務代理者の指名についてですが、今野悦次委員

におかれましては 8月 17日より再任されますが、引き続き、教育長第一職

務代理者として指名いたしますのでよろしくお願いします。（２）経過報告

をお願いします。 

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（３）平成 29 年度第 1 回庄内町

いじめ防止対策連絡協議会についてお願いします。 

海藤主査 （資料に基づき説明） 

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  この協議会では、最初は参加した委員から「いじめは学校の問題だと思っ

ていた」という反応が強かった部分もありましたが、回数を重ねるごとに理

解が進んできたような話もありました。しかし今回の協議には「（１）小中

学校におけるいじめの事例の情報提供」とあり、このやり方だとやはり学校

側が中心になってしまうようなので、例えばスポーツ少年団や学童のふれあ

いホームからも情報提供があるといいのではないかと感じました。 

五十嵐指導主事  学校からの発信だけれども、連携してうまく解決したという形で実践を発

表しました。やはりまだ、学童や地域の方々の「いじめを見る目」について

は、「こういうものがいじめです」「こんな問題がおきています」という情報

を入れる段階だと思っています。「こういうことが起きたから自分たちもよ

く見ていかないといけないね」というレベルから、少しずつ地域の方々から

もスポ少や学童の先生たちからも「いじめを見る、見つける目」をつけてい

ただくために情報を入れるというような位置付けで、今回は学校から情報提

供しました。 

教育長  他にございませんか。 

今野委員  アンケートが早期発見につながると思いますが、中にはアンケートの機会

が無いところでも急ないじめの早期発見という点を考えた場合、なかなか言

い出せない人のために改善策はありませんでしょうか。例えばいじめのＳＯ

Ｓダイヤルみたいなネットや電話を使っての取り組みなどはお考えになっ
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ていますでしょうか。 

五十嵐指導主事  今のところデジタルデバイス等を使った取り組みは考えておりません。今

考えているのは学校の先生以外にも相談できる場所を作ろうということで、

スクールカウンセラーが学校にいる機会を増やして、学校の先生以外の人が

定期的に学校に来て相談できるように、そんなきっかけを作っていこうとい

うことを考えています。今のご提案は今後検討させていただきます。 

教育長  非常にいいご提案だと思います。他にございませんか。 

梅木委員  資料の「いじめ発見調査アンケート」の様式には、「中学・高校用」とあ

りますが、小学校用は別にあるのでしょうか。もしあれば次回拝見させてい

ただきたいと思います。 

五十嵐指導主事  わかりました。 

教育長  他にございませんか。ないようなので、（４）登録有形文化財の登録につ

いてお願いします。 

阿良主査 （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（５）平成 29 年度計画訪問につ

いてお願いします。 

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（６）その他はありますか。ない

ようなので４付議事件に入ります。日程第２議案第５９号教育に関する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価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。 

池田委員  確認ですが、評価の方法としては、庄内町教育振興基本計画の中から評価

する項目を評価者の方々に事前に依頼していたのでしょうか。 

小林課長補佐  はい。項目を指定してお願いしました。 

海藤主査  指導主事が評価者と相談しながら決めています。 

教育長  他にございませんか。ないようなので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５９号教育に関する事務の管理及び執行の状況の

点検及び評価については原案のとおり可決されました。日程第３議案第６０

号平成 30 年度使用庄内町立小学校、中学校及び特別支援学級教科用図書の

採択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。ないようなので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６０号平成 30 年度使用庄内町立小学校、中学校

及び特別支援学級教科用図書の採択については原案のとおり可決されまし

た。５協議に入ります。（１）前田野目農村公園管理運営規則の一部改正に

ついてお願いします。 

阿良主査 （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。

（２）庄内町体育施設設置及び管理条例施行規則の一部改正についてお願い
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します。 

阿良主査 （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。

（３）庄内町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正についてお願

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。 

今野委員 どれくらいの人数が対象になりますか。 

清野係長 平成 29年度は 3歳児から 5歳児までで 9名が私立幼稚園に通っています

が、その中でも補助対象となる幼稚園は認定子ども園という新制度に移って

いない私立幼稚園になりますので、9名のうち 2名が補助対象になるようで

す。 

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

庄内町就学援助費支給要綱の一部改正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。 

今野委員 他市町の学校に入学していても庄内町に住所を有している方であれば補

助対象になるのですか。 

清野係長 はい。第 2条中第 2項の規定にあるように、学校教育法施行令第 9条の規

定による承諾を得て入学していて、要保護、準要保護の対象となる世帯であ

れば対象になります。 

教育長 例えば鶴岡市から庄内町の学校に入学している場合、庄内町の援助の対象

になりますが、鶴岡市の援助の対象にもありますか。 

清野係長 鶴岡市に在住する方が庄内町の学校に入学している場合は、教育委員会同

士の協議によって、給食費と医療費についてのみ、設置者である庄内町が援

助することが学校保健法などで定められています。鶴岡市では学用品費など

が援助されるので、全て庄内町が援助するものではなく、援助がダブらない

ようになっています。 

教育長 他にございませんか。ないようなのでこのように進めてもらいます。６そ

の他に入ります。（１）第11回教育委員会定例会の開催については、前回も

確認したとおり平成２９年８月２８日（月）午後２時の予定ですのでみなさ

んよろしくお願いします。（２）その他はありますか。 

五十嵐指導主事 （7/28庄内町教育研修所教育講演会及び所員交流会の案内） 

海藤主査 （8/1学校給食共同調理場落成式の出欠確認） 

（8/17学校給食共同調理場関係者試食会の出欠確認） 

（8/4県市町村教育委員会大会の出欠確認） 

阿部主査 （8/25ＰＴＡ懇談会及び懇親会の案内） 

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 25分） 

 

 


