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庄内町教育委員会

庄内町教育委員会 平成 29 年第 11 回定例会 議事録
１ 会議日程
開会
閉会
２ 会議場所
３ 内
容
１ 開

平成２９年８月２８日（月）
午後２時００分
午後３時５５分
庄内町役場立川庁舎 第二会議室
会

２ 議事録承認
平成２９年第１０回定例会議事録
３ 報

告

（１）経過報告
（２）庄内町外国語指導助手の任命について
（３）平成 29 年度計画訪問について
（４）その他 学校給食共同調理場の現況報告について
４ 付議事件
日程第１

議案第６１号 平成 28 年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認定にかかる申出に
ついて

日程第２

議案第６２号 平成 29 年度庄内町一般会計補正予算（第２号）の申出について

日程第３

議案第６３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６４号 前田野目農村公園管理運営規則の一部を改正する規則の制定に
ついて

日程第５

議案第６５号 要綱改正の申出について（庄内町私立幼稚園就園奨励費補助金交
付要綱の一部を改正する要綱の制定）

日程第６

議案第６６号 庄内町就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱の制定につい
て

日程第７

議案第６７号 庄内町立図書館整備基本構想の策定について

５ 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９月２２日（金）午前１０時００分
場所：立川庁舎３階 第二会議室
（２）その他
①8/30 中山町・大江町立図書館視察研修について
②立川中運動会、余目中体育祭の出席について
③9/30 庄内町夢サポート塾の公開について
④H30.7/11 東北６県市町村教育委員会連合会研修会の日程について
⑤バインダー等配布物の確認について
７ 閉
４ 出席者

会
教育長
教育委員
教育委員
教育委員

菅原
今野
池田
梅木
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正志
悦次（第一職務代理者）
智栄（第二職務代理者）
均

教育委員
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
社会教育課長
教育課長補佐兼教育施設係長
社会教育課長補佐
主査兼スポーツ振興係長
主査兼社会教育係長
主査兼図書館係長
指導主事
学校教育係長
学校給食共同調理場所長兼係長
教育総務係主任
主査兼教育総務係長

太田 ひろみ

海藤 誠
上野 英一
佐藤 祐一
小林 重和
阿良 佳代子
阿部 浩
佐藤 晃子
五十嵐 敏剛
清野 美保
押切 崇寛
佐藤 博子
海藤 博

開 会

（午後 2 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報告の（１）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。

池田委員

8/8 学童保育所検討委員会が行われたようですが、以前もふれあいホーム
払田の老朽化という問題について話が出ていたと思いましたので、今回何か
進展はあったのでしょうか。また、成人式に関して、かなりの町内在住者が
いたようですが、例えば学生で町外に住んでいても住所地が庄内町になって
いる方も含んでいるのでしょうか。

教育課長

学童の件ですが、ふれあいホーム払田の老朽化が進みまして、なるべく早
く新たな学童保育所を整備したいということで、これまで担当である子育て
応援係や主幹を中心に検討してきました。当初は既存の施設を活用するなど
様々な場所を検討したのですが、適地適所がないため、この会においては、
新たに第二公民館の敷地内に整備しようということでまとまったところで
あります。予算化については９月補正予算で設計分を計上しようと検討して
きたのですが、議会への説明で、さらに若干説明を要する状況ですので、さ
らに理解頂くために今後情報提供しながら１２月補正予算計上に向けて考
えております。

阿部主査

成人式の町内在住者数 178 名につきましては、あくまでも庄内町に住所を
置いている方の数値であり、置きながら他県もしくは町外の大学なりに行っ
ているかどうかというところまで把握していません。

教育長
五十嵐指導主事

五十嵐先生、7/31 教育相談研修会の内容説明をお願いします。
今年度新たに設けた研修会です。各校に臨床心理士の先生をお招きして、
先生方にロールプレイングを体験してもらいながら、子ども達の本音を引き
だせるような、また相談できるようなスキルを学ぶ研修会にしました。どう
しても先生方は相談を受けると答えを出しがちで、ややもすると指導になっ
てしまいます。そうではなくて、子どもたちが弱音を見せたり本当に辛いと
ころを出させるようなスキルを学ぶことが今回の主旨でした。
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梅木委員
教育課長

7/26 全国国公立幼稚園こども園教育研究協議会の資料がもしありました
ら後日でかまいませんので提供願います。
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（２）庄内町外国語指導助手の任命
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（３）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

教育委員の皆さん出席はいかがですか。全員出席のようですのでよろしく
お願いします。
（４）その他はございませんか。

押切所長

（学校給食共同調理場の現況について報告）

教育長

質問等ございませんか。

池田委員

試食会では大変おいしく頂きましたし、調理師の方々も和やかな雰囲気で
チームワーク良く仕事を進めているようで頼もしく感じました。先日 PTA と
の懇談会があったときには給食の話題が出まして、中学生の保護者でした
が、味付けが少し薄い印象だったようです。中学生だと運動量も多いので塩
分を多くした方がいいという話も出ました。また、余目第二小学校の職員玄
関から給食が搬入されるので、そこに板が立てかけてあるのですが、低学年
がグラウンドに移動するときはそこを通るので、安全面で心配だという保護
者の声もありましたので、その辺も気をつけて対応して頂ければと思いま
す。

押切所長

中学校の味付けにつきましては、8/10 中間登校日にリハーサル給食として
カレーとフルーツゼリー約 640 食を提供させて頂きましたが、その際にミキ
サーの関係もあって味が薄くなったので、その時のことかどうかはわかりま
せんがそういった現状はございました。その他にもご飯が少し硬いとかあり
ましたし、8/17 試食会でのアンケートを見るといろいろな意見もございまし
たので、ゆっくりと改善していきたいと思います。明日からご飯については
少し軟らかくするため水分を調整しようと思っています。したがってある程
度時期が来ましたら味付けの方も精査していきますが、なにせ幼小中ござい
ますのでそのへんも踏まえて対応したいと思います。2 点目の余目第二小学
校のスロープについてですが、余目地域の小中学校については今回から給食
の搬送がスタートしております。それで 8 月上旬に配送訓練をした際には、
配送車のパワーゲートに傾斜が出てしまい、それに対して一番大きいかなり
重量のあるコンテナがあるため非常に危険だと判断し、急遽委員がおっしゃ
ったスロープで平らな部分を保つように対応させて頂いております。毎日の
作業は大変かと思いつつも安全が第一なので緊急的にスロープを設置させ
ていただきました。今後軽量化を図ったスロープの設置もできればいいかな
と考えております。それから給食の配送時間につきましては、校内では前と
後ろに配送員が２人付きます。さらに学校の事務補助の方から前を見守りし
て頂いて、合計３人で子どもたちにけがの無いよう対応して安全面で配慮さ
せて頂いております。なお混み合う時間もあると思うのであらためて配送員
に注意喚起してまいりたいと思います。

教育長

今後慣れていけば相当時間も短縮できると思うので見守っていただけれ
ばと思います。他にございませんか。ないようなので４付議事件に入ります。
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日程第１議案第６１号平成 28 年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認定にか
かる申出についてお願いします。
教育課長

（資料に基づき説明）

阿部主査

（資料に基づき説明）

佐藤主査

（資料に基づき説明）

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。

今野委員

内藤秀因水彩画記念館運営費から軍刀研磨手数料が支出されていますが、
どれくらいの頻度で研磨するのでしょうか。

佐藤主査

専門的なことは学芸員に聞いてみないとわかりませんが、時折手入れが必
要であると指導されております。

今野委員

保管の仕方も含めて大事に対応してほしいと思います。

教育長

他にございませんか。

梅木委員
阿良主査
梅木委員
阿良主査

体育施設維持管理費から笠山グラウンドの敷地と駐車場用地の賃貸借契
約料が支出されていますが、町の所有地ではないということですか。
（財）狩川自彊会及び個人の方と契約しております。
合併してから 10 年以上たちますので、多額な経費を負担してきたのでは
ないでしょうか。
敷地面積が大きいためこのような金額となっております。

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６１号平成 28 年度庄内町一般会計歳入歳出決算
の認定にかかる申出については原案のとおり可決されました。日程第２議案
第６２号平成 29 年度庄内町一般会計補正予算（第２号）の申出についてお
願いします。

海藤主査

（資料に基づき説明）

清野係長

（資料に基づき説明）

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６２号平成 29 年度庄内町一般会計補正予算（第
２号）の申出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６３
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６３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。日程
第４議案第６４号前田野目農村公園管理運営規則の一部を改正する規則の
制定についてお願いします。
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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６４号前田野目農村公園管理運営規則の一部を改
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。日程第５議案第
６５号要綱改正の申出について（庄内町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要
綱の一部を改正する要綱の制定）をお願いします。

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

みなし寡婦に関して本町の該当状況はどのようになっていますか。

清野係長

私立幼稚園に通園されている園児の保護者にはいらしゃらないようです。

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６５号要綱改正の申出について（庄内町私立幼稚
園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する要綱の制定）は原案のとおり
可決されました。日程第６議案第６６号庄内町就学援助費支給要綱の一部を
改正する要綱の制定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６６号庄内町就学援助費支給要綱の一部を改正す
る要綱の制定については原案のとおり可決されました。日程第７議案第６７
号庄内町立図書館整備基本構想の策定についてお願いします。

佐藤主査

（資料に基づき説明）

社会教育課長

（補足して説明）

教育長

この件については、これまでも協議してきた経過もございますので、教育
委員会としては今示された基本構想のように「改築」ということで進みたい
と思います。ただし財政的な問題もあるので、すぐにということではなく今
後もプロセスを経て行くことになりますが、教育委員会としての方向性はこ
のようにしていきたいという提案であります。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６７号庄内町立図書館整備基本構想の策定につい
ては原案のとおり可決されました。５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日程調整します。

委員

（日程調整）

教育長

第 11 回教育委員会定例会については、平成 29 年 9 月 22 日（金）午前 10
時 00 分より立川庁舎３階第二会議室にて開催しますのでよろしくお願いし
ます。
（２）その他はありますか。

佐藤主査

（8/30 中山町・大江町立図書館視察研修の案内）

佐藤主任

（立川中運動会、余目中体育祭の出席の案内）
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池田委員

（9/30 庄内町夢サポート塾の公開の案内）

海藤主査

（H30/7/11 東北６県市町村教育委員会連合会研修会の日程確保依頼）

海藤主査

（バインダー等配布物の説明）

教育長
閉会

他にございませんか。ないようなので以上で閉会します。
（午後 3 時 55 分）
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