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 庄内町教育委員会 平成 29年第 5回定例会 議事録 

１ 会議日程   平成２９年３月２４日（金） 

    開会   午前９時００分 

    閉会   午前１０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２回定例会議事録 

平成２９年第３回臨時会議事録 

平成２９年第４回臨時会議事録 

  ３ 報  告 

（１）経過報告【資料１】 

（２）平成 29年第１回庄内町議会定例会（3月）について 

（３）平成 29年度社会教育施設等の管理運営に関する年度協定書について 

（４）その他 

４ 付議事件 

日程第１  議案第２２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２３号 庄内町公民館館長の任命について 

日程第３  議案第２４号 庄内町社会教育委員の委嘱について 

日程第４  議案第２５号 庄内町立図書館協議会委員の任命について 

日程第５  議案第２６号 庄内町文化財保護審議会委員の委嘱について 

日程第６  議案第２７号 庄内町スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

日程第７  議案第２８号 平成 29年度庄内町教育委員会の重点と視座について 

日程第８  議案第２９号 庄内町立小中学校管理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３０号 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 

部を改正する規則の制定について 

日程第１０ 議案第３１号 庄内町教育委員会非常勤嘱託職員取扱規程を廃止する規程の設 

定について 

日程第１１ 議案第３２号 庄内町野外活動指導員取扱規程を廃止する規程の設定について 

日程第１２ 議案第３３号 庄内町社会教育に関する処務規程の一部を改正する規程の制定 

について 

日程第１３ 議案第３４号 要綱設定の申出について（平成 29年度庄内町成人式実行委員会 

交付金交付要綱） 

日程第１４ 議案第３５号 要綱設定の申出について（平成 29年度庄内町部落公民館連絡協 

議会交付金交付要綱） 

日程第１５ 議案第３６号 要綱設定の申出について（平成 29年度庄内町青少年育成町民会 

議交付金交付要綱） 

日程第１６ 議案第３７号 要綱設定の申出について（平成 29年度山形ふるさと塾形成事業 

活動助成金交付要綱） 

日程第１７ 議案第３８号 要綱設定の申出について（平成 29年度庄内町芸術祭実行委員会 

交付金交付要綱） 
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日程第１８ 議案第３９号 要綱設定の申出について（平成 29年度庄内町体育協会補助金交 

付要綱） 

日程第１９ 議案第４０号 要綱設定の申出について（平成 29年度庄内町駅伝・クロスカン 

トリーチーム指導者会助成金交付要綱） 

日程第２０ 議案第４１号 要綱設定の申出について（平成 29年度庄内町町民ゴルフ大会実 

行委員会助成金交付要綱） 

日程第２１ 議案第４２号 要綱設定の申出について（平成 29年度清河八郎顕彰剣道大会実 

行委員会交付金交付要綱） 

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２９年４月２７日（木）午後２時００分 

場所：立川庁舎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            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 

社会教育課長補佐        小林 重和 

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 

指導主事            五十嵐 敏剛 

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 

教育総務係長          海藤 博 

 

開 会 （午前 9時 00分） 

教育長  開会します。先に４付議事件の日程第１議案第２２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） 

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

報告について（１）経過報告からお願いします。 

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 29年第１回庄内町

議会定例会（3月）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） 

教育長  質問等ございませんか。ないようなので（３）平成29年度社会教育施設等の
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管理運営に関する年度協定書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。 

加藤委員  余目第四公民館、亀ノ尾の里資料館及び農村環境改善センターの部分ですが、

支払限度額が低減していますけれどももう少し説明をお願いします。 

社会教育課長  第４条第３項の期別ごとの支払額にバラつきがある件ですが、当初は均等で

したので、担当者に月毎の支出を積算させた結果、このような支払いをしない

と受託者のキャッシュフローが組めないことがわかりましたので、どうしても

第１期の方が多い形になりました。 

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。ない

ようなので４付議事件に入ります。 

教育長  他にありませんか。日程第２議案第２３号庄内町公民館館長の任命について

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３議案第２４号庄内町社会教育委員の委嘱についてお願

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２５号庄内町立図書館協議会委員の任命につい

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５議案第２６号庄内町文化財保護審議会委員の委嘱につ

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２７号庄内町スポーツ推進審議会委員の委嘱に

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２８号平成 29年度庄内町教育委員会の重点と視

座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） 

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。 

池田委員  学校教育も社会教育においても、地域全体で子どもを育てようといろいろな

事業を行うわけですが、どうしても人材が不足していることが課題の一つとな

っています。是非教育長からはこれまでのように各種団体への講話や様々な場

で、子どもをみんなで育てようというお話をしていただき、こうした地道な取

り組みも続けてほしいと思います。 

教育長  社会教育１「地域社会が一体となり、主体的に紡ぎあう体制づくりの推進」

では、地域の人材の活用について記載しているので、十分対応できると思いま

す。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。日程第８議案第２９号庄内町立小中学校管理規則の一部を改正
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する規則の制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９議案第３０号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の制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１０議案第３１号庄内町教育委員会非常勤嘱託職員取扱

規程を廃止する規程の設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１１議案第３２号庄内町野外活動指導員取扱規程を廃止

する規程の設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３３号庄内町社会教育に関する処務規程の一

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１３議案第３４号要綱設定の申出について（平成29年度

庄内町成人式実行委員会交付金交付要綱）から日程第２１議案第４２号 要綱

設定の申出について（平成29年度清河八郎顕彰剣道大会実行委員会交付金交付

要綱）までは平成29年度の単年度交付要綱でございます。これらは事前に協議

していることから、一括で上程したいがよろしいですか。 

委員 （異議なし） 

教育長 それでは、一括して説明願います。 

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。ないようなので議案第３４号要綱設定の申出につい

て（平成 29年度庄内町成人式実行委員会交付金交付要綱）に賛成の方は挙手願

います。全員賛成で可決します。議案第３５号要綱設定の申出について（平成

29 年度庄内町部落公民館連絡協議会交付金交付要綱）に賛成の方は挙手願いま

す。全員賛成で可決します。議案第３６号要綱設定の申出について（平成 29年

度庄内町青少年育成町民会議交付金交付要綱）に賛成の方は挙手願います。全

員賛成で可決します。議案第３７号要綱設定の申出について（平成 29年度山形

ふるさと塾形成事業活動助成金交付要綱）に賛成の方は挙手願います。全員賛

成で可決します。議案第３８号要綱設定の申出について（平成 29年度庄内町芸

術祭実行委員会交付金交付要綱）に賛成の方は挙手願います。全員賛成で可決

します。議案第３９号要綱設定の申出について（平成 29年度庄内町体育協会補

助金交付要綱）に賛成の方は挙手願います。全員賛成で可決します。議案第４

０号要綱設定の申出について（平成 29年度庄内町駅伝・クロスカントリーチー

ム指導者会助成金交付要綱）に賛成の方は挙手願います。全員賛成で可決しま

す。議案第４１号要綱設定の申出について（平成 29年度庄内町町民ゴルフ大会

実行委員会助成金交付要綱）に賛成の方は挙手願います。全員賛成で可決しま

す。議案第４２号要綱設定の申出について（平成29年度清河八郎顕彰剣道大会

実行委員会交付金交付要綱）に賛成の方は挙手願います。全員賛成で可決しま
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す。５その他に入ります。（１）第５回教育委員会定例会の開催について、事務

局の提案をお願いします。 

海藤主査 ４月２４日（月）または２７日（木）でいかがでしょうか。 

委員 （日程調整） 

教育長  それでは４月２７日（木）午後２時００分からとします。（２）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 （午前 10時 22分） 

 


