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 庄内町教育委員会 平成 29年第 8回定例会 議事録 

１ 会議日程   平成２９年５月２９日（月） 

    開会   午後２時０５分 

    閉会   午後４時０５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７回定例会議事録 

  ３ 報  告 

（１）経過報告 

（２）平成 29年度要・準要保護者の認定について 

（３）全国学力・学習状況調査の結果の取り扱いについて 

（４）県立庄内総合高等学校の施設整備等の支援を求める要望書について 

（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４７号 平成 29年度庄内町一般会計補正予算（第 1号）の申出について 

日程第２  議案第４８号 条例制定の申出について（庄内町立幼稚園設置及び管理条例の一

部を改正する条例） 

日程第３  議案第４９号 条例制定の申出について（庄内町立幼稚園における預かり保育に

関する条例の一部を改正する条例） 

日程第４  議案第５０号 条例制定の申出について（庄内町立学校給食共同調理場設置及び

管理条例の一部を改正する条例） 

日程第５  議案第５１号 庄内町立学校給食共同調理場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６  議案第５２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 

日程第７  議案第５３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５４号 庄内町教育委員会の職員の職の設置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９  議案第５５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１０ 議案第５６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１１ 議案第５７号 庄内町立学校処務規程の一部を改正する規程の制定について 

５ その他 

（１）第９回教育委員会定例会の開催について 

日時：平成２９年６月２６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  

６ 閉  会 



- 2 - 

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 

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 

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            和田 一江 

指導主事            五十嵐 敏剛 

学校教育係長          清野 美保 

学校給食共同調理場係長     押切 崇寛 

教育総務係主任         佐藤 博子 

主査兼教育総務係長       海藤 博 

 

開 会 （午後 2時 05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。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） 

池田委員  5月 16日青少年育成会議には私も参加いたしましたので追記願います。 

教育長  5月 24日立川地域花いっぱいさわやかあいさつ運動は準備も大変でしたが、

教育課と社会教育課、公民館が一緒になって助け合いながら取り組むことがで

きたと思います。一般の方々も 100 人近く来て頂いて、子供たちと一緒になっ

て移植ベラを持って参加してもらいました。今年の重点と視座にある「ふるさ

と教育」を体現してくれたすばらしい運動になったと考えています。是非来年

からは教育委員の皆さんからも移植ベラを持って参加して頂きたいと思いま

す。他にありませんか。ないようなので（２）平成 29年度要・準要保護者の認

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（３）全国学力・学習状況調査の結

果の取り扱い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（４）県立庄内総合高等学校の施設

整備等の支援を求める要望書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。 

今野委員  体操センターの利用者数の推移はどのようになっていますか。 

阿良係長  立川のスポ少と遊佐と櫛引の体操クラブ、県の体操関係団体も利用しており

ます。 

今野委員  利用する団体数はそれほど変わらずに、競技者も増えたり減ったりしている

状況ですね。 
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阿良係長 はい。昨年度は 1,051件の申請がありました。このうち町内の申請件数が 799

件です。利用人数としては 10,077人で、このうち町内の利用人数は 8,782人と

なっています。なお、この中には小学校と中学校の体育の授業も含まれていま

す。 

教育長  他にございませんか。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。 

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（６）その他はありますか。 

五十嵐指導主事 （教科用図書の展示会及び笑顔で元気なあいさつ運動スタートアップイベント

の案内について） 

教育長 その他ありますか。ないようなので４付議事件に入ります。日程第１議案第

４７号平成 29年度庄内町一般会計補正予算（第1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） 

押切係長 （資料に基づき説明） 

社会教育課長 （資料に基づき説明） 

阿部主査 （資料に基づき説明） 

社会教育課長 （予備費充用する支出項目及びふるさと応援寄付金基金募集事業について説

明） 

教育長  質問等ございませんか。 

阿部委員  新聞活用教育事業とは具体的にどのような事業ですか。 

和田指導主事  中学校の「ふるさと教育」を重点的に行おうとしていますが、余目中の 1 年

生は「総合」の中で他市町村と本町の違いを見たりします。立川中の 3 年生は

「公民」の中で政治・経済などいろいろな分野で新聞の内容が教科に役立つと

いうことをねらいますので、両校違う目的で行う予定です。 

今野委員  確認ですが、新学校給食共同調理場の職員体制は、現在の職員の方々はその

まま移行するのか、それとも新たに募集して雇用されるのでしょうか。 

押切係長  正規職員と一般職非常勤職員の調理師はそのまま移行しますが、調理補助の

パート職員の方々については、来月あらためて面接を行い 6 名を採用し、全体

としては 18名体制でスタートする予定です。 

今野委員  18名より増えることはありませんか。 

押切係長  今年度スタートしてみて、限られた時間の中で対応できるのか状況を見なが

ら判断しますけれども、まず今年度は 18名体制ということで考えています。 

今野委員  余目第四公民館の改修はどの程度なのでしょうか。 

佐藤課長補佐  浴室のボイラー機能が若干老朽化しているので、近い場所にボイラー設備を

新設して、シャワー機能を強化する予定です。見た目はそんなに変わらないと

思いますが、防火区画を完全にして旅館業法に合致するように工事を進めてま

いります。 

教育長  ふるさと応援寄付金基金募集事業については、清河八郎の大河ドラマ誘致と

いうことで非常にいいアイデアを出していただきましたが、かなりハードルが

高い事業かなと感じていますがいかがですか。 

社会教育課長  全国には幕末維新が好きな方が大勢いらっしゃいますので期待はしていま

す。清河八郎は過小評価されていますので、大河ドラマを通して再評価してい



- 4 - 

きたいということと、これまでだと大河ドラマの誘致により経済的な効果もあ

るようですので、何とか実現させたいと思います。 

今野委員  どのようにしてアピールしますか。 

社会教育課長  八郎の生涯をまとめたアニメのプロモーションビデオや、いろんなグッズも

制作する予定で、誘致委員会を設置して、県と共に直接ＮＨＫに要望活動を行

いたいと思います。 

教育長  その他ございませんか。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４７号平成 29年度庄内町一般会計補正予算（第1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２議案第４８号条例制

定の申出について（庄内町立幼稚園設置及び管理条例の一部を改正する条例）

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。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４８号条例制定の申出について（庄内町立幼稚園設

置及び管理条例の一部を改正する条例）は原案のとおり可決されました。日程

第３議案第４９号条例制定の申出について（庄内町立幼稚園における預かり保

育に関する条例の一部を改正する条例）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。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４９号条例制定の申出について（庄内町立幼稚園に

おける預かり保育に関する条例の一部を改正する条例）は原案のとおり可決さ

れました。日程第４議案第５０号条例制定の申出について（庄内町立学校給食

共同調理場設置及び管理条例の一部を改正する条例）をお願いします。 

押切係長 （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５０号条例制定の申出について（庄内町立学校給食

共同調理場設置及び管理条例の一部を改正する条例）は原案のとおり可決され

ました。午後 3時 30分まで休憩します。 

休憩 15：20から 15：30まで 

教育長 再開します。日程第５議案第５１号庄内町立学校給食共同調理場設置及び管

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。 

押切係長 （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５１号庄内町立学校給食共同調理場設置及び管理条
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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６議案第５２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５２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は原案のとおり可決されました。日程

第７議案第５３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。 

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５３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は原案のとおり可決されました。日程第８議案第５４号 

庄内町教育委員会の職員の職の設置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５４号庄内町教育委員会の職員の職の設置に関する

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９議案第５５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５５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は原案のとおり可決されました。日程第１０議案第５６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。 

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５６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は原案のとおり可決されました。日程第１

１議案第５７号庄内町立学校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。 

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５７号庄内町立学校処務規程の一部を改正する規程

の制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

９回教育委員会定例会の開催については、平成２９年６月２６日（月）午後２

時の予定ですがみなさんよろしいですか。 

委員 （日程調整） 

教育長  それでは６月２６日（月）午後２時００分からとします。（２）その他はあり

ますか。 

社会教育課長 今年度の教育委員・社会教育委員・社会教育関係職員合同懇親会については、

7月 20日（木）18時から狩川公民館ホールにて開催しますので是非日程の確保

をお願いします。6月中には正式なご案内を差し上げます。 

海藤主査  各学区地区運動会・レク大会の出席について、配布した資料のとおり割り振

りしましたのでよろしくお願いします。７月と８月の教育委員会定例会につい

ても日程確保したいのでお願いします。７月は外部評価懇談会と併せて開催し

たいので７月２１日（金）、８月は８月３０日（木）でいかがでしょうか。 

委員 （日程調整） 

教育長  それでは７月２１日（金）と８月２８日（月）を予定とします。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 05分） 

 

 


