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 庄内町教育委員会 平成 29年第 2回定例会 議事録 

１ 会議日程   平成２９年２月２３日（木） 

    開会   午後２時００分 

    閉会   午後５時２２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１回定例会議事録 

３ 報  告 

（１）経過報告 

（２）平成28年度要・準要保護者の認定等について 

（３）平成28年度計画訪問のまとめ 

（４）その他 

４ 附議事件 

   日程第１  議案第２号  平成28年度庄内町一般会計補正予算（第5号）の申出について 

日程第２  議案第３号  平成29年度庄内町一般会計予算の申出について 

日程第３  議案第４号  条例制定の申出について（庄内町特別職に属する者の給与に関

する条例の一部を改正する条例） 

日程第４  議案第５号  条例制定の申出について（庄内町育英資金貸付基金条例の一部

を改正する条例） 

日程第５  議案第６号  条例制定の申出について（庄内町文化財保護条例の一部を改正

する条例） 

日程第６  議案第７号  条例制定の申出について（庄内町資料館設置及び管理条例の一

部を改正する条例） 

日程第７  議案第８号  庄内町教育委員会処務規則の一部を改正する規則の制定につい                         

                て 

日程第８  議案第９号  庄内町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正す

る規則の制定について 

日程第９  議案第１０号 庄内町教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定につい                      

                て 

日程第１０ 議案第１１号 庄内町学習支援員設置規則を廃止する規則の設定について 

日程第１１ 議案第１２号 庄内町立図書館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１２ 議案第１３号 庄内町資料館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１３ 議案第１４号 庄内町内藤秀因水彩画記念館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１４ 議案第１５号 庄内町大中島自然ふれあい館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１５ 議案第１６号 規則制定の申出について（庄内町元気の出る地域づくりを応援

します交付金交付規則の一部を改正する規則） 

日程第１６ 議案第１７号 庄内町教育委員会が定める日帰り旅行の日当を支給しない職に
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関する規程の一部を改正する規程の制定について 

日程第１７ 議案第１８号 庄内町教育機関の長に対する事務委任規程の一部を改正する規

程の制定について 

日程第１８ 議案第１９号 庄内町公民館管理人規程の一部を改正する規程の制定について 

５ 協議事項 

（１）庄内町小中学校管理規則の一部を改正する規則（案）について 

（２）庄内町教育委員会の職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部を改正する規則（案）に

ついて 

（３）平成29年度庄内町教育委員会の重点と視座（案）について 

（４）その他 

６ その他 

（１）第３回教育委員会臨時会の開催について 

日時：平成２９年３月４日（土）午後１時００分 

場所：立川庁舎３階 第二会議室 

（２）第４回教育委員会定例会の開催について 

日時：平成２９年３月２４日（金）午前９時００分 

場所：立川庁舎３階 第二会議室 

（３）その他 なし 

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             加藤 將展 

５ 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          本間 俊一 

指導主事            五十嵐 敏剛 

教育課長補佐兼教育施設係長   佐藤 祐一 

教育課長補佐兼学校教育係長   佐々木 平喜 

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 

主査兼教育総務係長       海藤 博 

６ 傍聴人      なし 

 

開 会 （午後2時08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。一部修正して承認

します。次に３報告について、最初に（１）経過報告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  追記、訂正等ございませんか。ないようなので（２）平成 28 年度要・準要保

護者の認定等についてお願いします。 

佐々木課長補佐 （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（３）平成 28年度計画訪問のまとめ
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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  幼稚園訪問の際には、どの幼稚園でも預かり保育のことが大きい問題として出

ていたと思います。その点についてこの資料には記載がないのですが、何か対策

を取る必要があると感じたところです。 

五十嵐指導主事  幼稚園では、預かり保育をどう位置づけていくかが課題だと思っています。幼

稚園では正職員が１名必ず出て預かり保育の先生と連携を取りながら行ってい

ただいておりますが、数が増えてきているところもありますし、設備的な面でも

課題があると思いますが、まずは家庭的な預かり保育というところを重視しなが

ら、幼稚園の先生方の協力も得ながら、出来る所を進めていきたいと思っており

ます。なお、来年度の重点と視座にはそこのところは課題として出ております。 

教育長 その他ございませんか。ないようなので（４）その他はありませんか。 

社会教育課長 （ひまわりマラソンの開催日程について報告） 

教育長  質問等ございませんか。 

今野委員  内容に関しては昨年度と変わりませんか。一般の方はひまわりマラソンには出

られないのでしょうか。 

社会教育課長  そうした要望もあると聞いております。例えば 10Km コースとかを追加した場

合、その2週間後には龍神マラソンもあるので、避けて差別化するべきだろうと

いう考え方でいます。ただ、30 周年ということもあるので一回だけ試してみた

いという考え方も実行委員の中にはあるようでした。ですから今後実行委員会の

中で検討していくと考えています。 

教育長  他にございませんか。 

佐々木課長補佐 （新入学生徒通学用カバン贈呈について報告）  

海藤主査 （幼稚園・小中学校等卒園・卒業式の出席について報告） 

教育長  他にございませんか。ないようなので４附議事件に入ります。日程第１議案第

２号平成 28年度庄内町一般会計補正予算（第 5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） 

佐々木課長補佐 （資料に基づき説明） 

佐藤課長補佐 （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３号平成 29年度庄内町一般会計予算の申出につい

てお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明） 

社会教育課長 （資料に基づき説明） 

佐藤課長補佐 （資料に基づき説明） 

佐々木課長補佐 （資料に基づき説明） 

海藤主査 （資料に基づき説明） 

阿部主査 （資料に基づき説明） 

阿良主査 （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。 
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加藤委員  昨年度との比較数値については「目」ごとだけでなく、「事業」ごとに記載す

るなど、どこが増減したのかわかるような記載がいいと思います。 

海藤主査 いろいろな意見を頂いて改善したいと思います。 

教育長 他にございませんか。 

今野委員 狩川公煙突修繕工事の内容はどういうものですか。 

社会教育課長 狩川公民館は昭和 50年に建設されたものなので、煙突の中にはアスベストが

入っていますので、煙突の上を塞いで飛散しないようにする工事です。 

阿部委員 余目中学校のエレベーター工事を予定しているのでしょうか。 

佐藤課長補佐 平成 29年度は設計を行います。肢体不自由の小学生が３年後に進学される状

況なので、それにあわせて設計・工事を進める予定です。 

加藤委員 アスベストの話がありましたが、古い公共施設には使用されている可能性もあ

ると思いますが、教育委員会として公表を要する施設などはあるのでしょうか。 

佐藤補佐 学校施設については文部科学省から調査するように指示されており、煙突や吹

き付け部分のアスベストはない状況です。ただ、余目中学校には若干微妙な部分

があったので空気環境調査を行ったところ、検出されませんでしたので今は異常

なしという状況です。 

社会教育課長 余目第四公民館と清川公民館については、ボイラーを使用しているので、煙突

にアスベストが含まれている可能性はあります。平成 29年度にアスベストの飛

散状況についての調査を行いたいと考えておりますので、もし飛散しているよう

であればすぐに撤去工事に入りますが、していなければ現状ボイラーを使用して

いるので、使用しなくなる時点で封じ込めたり、撤去工事になると思います。図

書館については改修等の検討が進んでいますので、それに併せて撤去する方向で

進めたいと考えています。総合体育館は封じ込めはしていますが、撤去すると多

額の工事費が想定されるので、今後の予算措置の状況を見て検討したいと思いま

す。 

加藤委員 今把握している施設については公表する必要はないのですか。 

佐藤課長補佐 今保温材関係も調査するよう指示されており、その部分が把握しきれていない

状況なので、調査する必要があると思います。 

加藤委員 子供たちや住民の方たちが頻繁に利用するのであれば早急な対応をする必要

があると思います。 

佐藤課長補佐 配管の保温材が微妙なところで、いつの時代の何を使ったのかがわからない状

態が多く、そのへんが調査しきれない部分があります。改修を重ねる事によって

昔のものではないものが多くなっており、調査には時間がかかるようです。特に

公民館施設がわかりにくいようです。 

教育長 公表の義務付けについてよく調べて早急に確認するようにして下さい。他にご

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。

午後3時50分まで休憩します。 

休憩 15：40～15：50 

教育長 再開します。日程第３議案第４号条例制定の申出について（庄内町特別職に属

する者の給与に関する条例の一部を改正する条例）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４議案第５号条例制定の申出について（庄内町育英資金貸付

基金条例の一部を改正する条例）についてお願いします。 

海藤主査 （資料に基づき説明） 
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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５議案第６号条例制定の申出について（庄内町文化財保護条

例の一部を改正する条例）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６議案第７号条例制定の申出について（庄内町資料館設置及

び管理条例の一部を改正する条例）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７議案第８号庄内町教育委員会処務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。 

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８議案第９号庄内町教育委員会教育長に対する事務委任規則

の一部を改正する規則の制定についてお願いします。 

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９議案第１０号庄内町教育委員会公印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。 

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１０議案第１１号庄内町学習支援員設置規則を廃止する規則

の設定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。ないようなので賛成の方は挙手願います。全員賛成で

可決します。日程第１１議案第１２号庄内町立図書館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。 

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１２議案第１３号庄内町資料館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。 

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１３議案第１４号庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理

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。 

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１４議案第１５号庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理

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。 

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１５議案第１６号規則制定の申出について（庄内町元気の出

る地域づくりを応援します交付金交付規則の一部を改正する規則）についてお願

いします。 

社会教育課長 （資料に基づき説明） 
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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１６議案第１７号庄内町教育委員会が定める日帰り旅行の日

当を支給しない職に関する規程の一部を改正する規程の制定についてお願いし

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１７議案第１８号庄内町教育機関の長に対する事務委任規程

の一部を改正する規程の制定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１８議案第１９号庄内町公民館管理人規程の一部を改正する

規程の制定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。以上で付議事件を終わります。５協議事項に入ります。（１）庄内

町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。（２）

庄内町教育委員会の職員の勤務時間等の特例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。 

今野委員  立川中学校の計画訪問の際に、今の制度では学習支援員の方が、課外授業や修

学旅行などに付帯できないことがあるということを聞きました。立川中学校の生

徒数が減ると教職員も減るため、人材確保が困難になりますので、今後について

教育委員会としてはどのように考えているのでしょうか。 

教育課長  基本的に学習支援員は、算数・数学と英語の学力向上のために配置しています。

今後は年間通して 3/4 の勤務時間となるように計画的に勤務していただくこと

になります。 

教育長  本来の目的は算数・数学と英語の学力向上なので、その主旨を逸脱してもらっ

ては困りますが、校内の教育活動に関るものであれば、校長裁量でお願いしたい

と思います。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。

（３）平成29年度庄内町教育委員会の重点と視座（案）について協議します。 

（資料に基づき説明） 

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 これは今日で決定するものではありません。まだ時間もあるので、今ざっくり

とした意見を皆さんから頂戴したいと思います。 

内容について意見交換 

教育長 それでは、持ち帰っていただいて他にご意見等あれば、3 月 10 日まで事務局

に報告をお願いいたします。（４）その他はありませんか。ないようなので６そ

の他に入ります。（１）第３回教育委員会臨時会の開催については、平成２９年

３月４日（土）午後１時００分から、場所は立川庁舎３階第二会議室です。（２）

第４回教育委員会定例会の開催については、平成２９年３月２４日（金）午前９
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時００分から、立川庁舎３階第二会議室ですのでよろしくお願いします。（３）

その他はありませんか。ないようなので以上で閉会します。 

閉会 （午後5時22分） 

  

 


