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 庄内町教育委員会 平成 30年第 2回定例会 議事録 

１ 会議日程   平成３０年２月１９日（月） 

    開会   午後２時００分 

    閉会   午後４時４０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３０年第１回定例会議事録 

３ 報  告 

（１）経過報告 

（２）平成30年度庄内町教育委員会補助金等交付要綱について 

（３）平成29年度計画訪問のまとめ 

（４）その他 余目第四小学校における給水管の凍結断水事故の経過について 

４ 付議事件 

日程第１ 議案第１号 平成29年度庄内町一般会計補正予算（第7号）の申出について 

日程第２ 議案第２号 平成30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３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の制定） 

日程第４ 議案第４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

する条例の制定） 

５ 協議事項 

（１）庄内町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正について 

（２）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改正について 

（３）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改正について 

（４）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改正について 

（５）庄内町教育機関の長に対する事務委任規程の一部改正について 

（６）平成30年度庄内町教育委員会の重点と視座（案）について【資料当日配布】 

（７）その他 庄内町一般職非常勤職員の任用等に関する規則の一部改正について 

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３０年３月３日（土）午後１時００分 

場所：立川庁舎３階 第三会議室 

（２）第４回教育委員会定例会の開催について 

日時：平成３０年３月２３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            梅木 均 
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５ 欠席者      教育委員            太田 ひろみ 

６ 傍聴人      なし 

７ 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          佐藤 祐一 

社会教育課長補佐        小林 重和 

指導主事            和田 一江 

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 

主査兼図書館係長        佐藤 晃子 

主査兼学校教育係長       清野 美保 

学校給食共同調理場所長兼係長  押切 崇寛 

主査兼教育総務係長       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  2/8 たんぽぽの会と教育委員会との懇談会について指導主事から報告願いま

す。 

和田指導主事 （内容について説明） 

教育長  参加された方々からは活発に話をして頂きました。今後も積極的にこういった

場を設けていく必要があると思いました。2/10 南三陸町との交流事業では実行

委員会の方々からいつもありがたいほど丁寧に応対して頂きました。ワカメの質

も量もここ数年にないほど良好だということで、3/8の学校給食用に送って頂け

るということです。2/17 夢サポート塾は無事終了しました。池田委員からもコ

ーディネーターとして協力を頂きまして大変ありがとうございました。子供達も

素晴らしい成長を見せてくれたと思います。質問等ございませんか。 

池田委員  立川中夢サポート塾は2/17が最後ということで、2/18は鶴岡高等専門学校の

入学試験が実施されるという状況でしたが、今までどおり毎週塾に通うというリ

ズムがあった方が子ども達のためにもいいという声も講師の先生達から聞かれ

ました。また、全部まとめてはいませんが子供達からのアンケートによると、全

員がよくがんばったという気持ちでいたようですし、やった分だけ自分が伸びて

いる実感もあったようなので、中学1年生の保護者からもこの事業は今後も続け

てほしいという声が出ているようです。 

教育長 他にありませんか。ないようなので（２）平成 30 年度庄内町教育委員会補助

金等交付要綱についてお願いします。 

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） 

清野主査 （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  「清河八郎顕彰剣道大会実行委員会交付金交付要綱」が資料にないので、会場
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の耐震問題や少子化問題に加えて、運営も困難な状況から、大会を見送ったよう

ですが、今後の見通しはどうでしょうか。また、新規事業の「平成 30 年度「清

河八郎」大河ドラマ誘致協議会補助金交付要綱」については、ある程度実現の可

能性があっての予算化になったのでしょうか。それから、「平成30年度庄内町体

育協会補助金交付要綱」ではスポーツ少年団への補助も含むということでした

が、「平成30年度庄内町芸術祭実行委員会交付金交付要綱」においては、育成団

体等への補助を通じて、文化面に関する支援も考えられないでしょうか。 

阿良主査  清河八郎顕彰剣道大会は3年間実施しておりません。また今年度は練成会を実

施しており剣道大会の趣旨とは相違するものなので交付金の対象とはなりませ

んでした。来年度についても剣道大会は開催できないと確認しております。「清

河八郎」大河ドラマ誘致についてですが、この大河ドラマは5年先まではスケジ

ュールが大体決まっていると聞いております。ただ清河八郎に関しては、まだま

だ認識が薄いと感じておりますので、この誘致活動を通して、清河八郎という人

物がこの郷土にいたということが広く伝わるよう進めていきながら、正確な人物

像についても情報発信していきたいと考えております。文化面の支援に関して

は、町からの補助金の計画はございませんが、文化創造館では子ども達の育成と

いうことで新しく立ち上がった団体については3年間の補助として5万円の予算

を計上していますので、そちらの方で支援体制を整えております。 

今野委員  「平成30年度山形ふるさと塾形成事業活動助成金」の説明では、28団体が登

録して、そのうち16団体が活動して助成対象になるということでしょうか。 

阿良主査 すみません。説明不足だったと思いますが、28 団体というのは、庄内町民俗

芸能保存伝承協議会に属する団体であり全て活動しております。その 28団体の

うち、子どもへの伝承活動を行なっているのが 16 団体であり、この助成対象に

なるということです。 

今野委員 わかりました。「平成30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」ですが、近年の選出人数は何人くらいですか。 

阿良主査 各学校からの推薦があり審査会を経て、今年度は16人出場したようです。 

今野委員 毎年20人くらいでしょうか。 

阿良主査 できるだけそのように努めているようですが、なかなか 20人に達していない

のが現状のようです。 

今野委員 結果はどのようになっていますか。 

阿良主査 蔵王坊平クロスカントリー大会については、小学校男子では余目第三小5年の

児童が完走者196名のうち21位です。小学校1500ｍでは余目第四小6年の児童

が完走者 174名のうち 48位で同じく 5年の児童が 64位、中学校男子 3000ｍで

は余目中 3年の生徒が完走者 218名のうち 96位、同じく 2年の生徒が102位、

中学校女子3000ｍでは、余目中1年生の生徒が完走者124名のうち59位、同じ

く1年生の生徒が77位となっております。県ジュニア駅伝競走大会については、

出場30チーム中男子が21位、女子が10位という好成績を収めております。 

梅木委員 先ほど出ました庄内町民俗芸能保存伝承協議会の 28団体におかれましては、

各地域で伝承活動をされていると思いますが、地域を越えた所での子どもたちを

交えた活動の場というものはないのでしょうか。 

阿良主査 子ども達の活動の発表の場としては、山形県が毎年6月に山形市内で開催する

日本一さくらんぼ祭り「ふるさと芸能のつどい」があって、声をかけて頂くので

すが、中体連の時期と重なるために子ども達の参加が難しい現状で苦慮しており

ます。また、他の民俗芸能の発表の場としては、平成 27年度に庄内町民俗芸能
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保存伝承協議会設立 10 周年として響ホールで発表会を行なっております。その

他にも遊佐町から声をかけて頂いた時に参加できる団体は参加しておりますが、

人数が集まらないと参加できないこともあり、事前に連絡があれば準備が出来る

のですが、間近になって依頼されても対応できないということでお断りすること

もあるようです。 

梅木委員 「平成 30 年度庄内町町民ゴルフ大会実行委員会助成金交付要綱」における本

大会の参加人数や大会の位置付けはどのようなものでしょうか。 

阿良主査 年 2回開催しており、平成 28年度は春の大会で 49名、秋の大会で 55名の参

加状況です。また、位置付けといたしましては、町民ゴルフ大会として、これだ

けの大会で完結するものです。 

教育長 その他ございませんか。ないようなので（３）平成 29 年度計画訪問のまとめ

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 社会教育の分で報告ありましたが質問等ございませんか。ないようなので学校

教育の分お願いします。 

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）その他はありますか。 

佐藤課長補佐 （余目第四小学校における給水管の凍結断水事故の経過について報告） 

教育長 質問等ございませんか。ないようなので報告は以上とします。４付議事件に入

ります。日程第１議案第１号平成 29年度庄内町一般会計補正予算（第 7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） 

社会教育課長 （資料に基づき説明） 

清野主査 （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１号平成 29年度庄内町一般会計補正予算（第 7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２号平成 30 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） 

海藤主査 （資料に基づき説明） 

佐藤課長補佐 （資料に基づき説明） 

清野主査 （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） 

教育長  質問等ございませんか。 

今野委員  余目中学校エレベーター等整備工事は老朽化によるものですか。 

佐藤課長補佐  新設になります。 

梅木委員  一般の生徒が利用するものですか。 

佐藤課長補佐  基本的にはケガをした生徒や障害のある生徒が利用するものです。 

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 
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教育長  異議なしと認め、議案第２号平成 30年度庄内町一般会計予算の申出について

は原案のとおり可決されました。日程第３議案第３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の制定）を

お願いします。 

清野主査 （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３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の制定）は原案のとおり可決されま

した。日程第４議案第４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の制定）をお願いします。 

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４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の制定）は原案のとおり可決されました。午後3時

45分まで休憩します。 

休憩 15：35～15：45 

教育長 再開します。５協議事項に入ります。（１）庄内町教育委員会教育長に対する

事務委任規則の一部改正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。暫時休憩します。 

休憩 15：50～15：55 

教育長 再開します。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。（２）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改正について

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。（３）

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改正について

お願いします。 

押切係長 （資料に基づき説明） 

教育課長 （補足して説明） 

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。（４）

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改正についてお

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。ないようなのでこのように進めてもらいます。（５）

庄内町教育機関の長に対する事務委任規程の一部改正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。（６）

に入る前に（７）その他として、庄内町一般職非常勤職員の任用等に関する規則

の一部改正について前回に追加して協議したいようなのでお願いします。 
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佐藤主査 （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  月額が増額したわけですが、他の館と比べるとどうでしょうか。 

佐藤主査  学芸員に関しましては、その館の規模やグレードによりますが、決して高いも

のではございません。 

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）平

成 30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。全体的な

部分だけ私が説明します。 

教育長 （資料に基づき説明） 

五十嵐指導主事 （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  学校教育と社会教育に跨っている分野がより増えていると思います。例えば部

活動、ＰＴＡ、読書に関することや、ふるさと教育を受けて学校が社会に開かれ

た部分が増えていることも含めて、交流が進んでいくと思うので、それに対応で

きるような計画・目標を持って取り組んでいきたいと思います。ここまでで質問

等ございませんか。 

今野委員  学校教育９の「「新学校給食共同調理場」との連携・強化」とはどういった意

味でしょうか。 

五十嵐指導主事  例えば公開研究会など町全体の行事でも、学校給食を早く出してもらうなど、

調理場の協力がないと大きく影響してしまうので、そこが一番大きいところだと

思います。 

今野委員  学校教育３に「食育の充実」が出てくるので、それとからめた言い方にしても

わかりやすいと思いました。 

池田委員  社会教育９の「図書館アドバイザー」とはどういったものでしょうか。 

佐藤主査  次年度に図書館整備基本計画を策定するにあたりまして、年３回来町頂いてア

ドバイスを頂く予定をしております。人選については、内閣府の地域活性化伝道

師という肩書きを持つ方にお願いしたいと考えております。具体的には最初は基

本構想の確認をし、それから住民向けのワークショップや図書館の活用に関する

講座のようなものも考えておりますし、最終的には基本計画について具体的なア

ドバイスを頂く計画です。 

梅木委員  社会教育６の「地域おこし協力隊」とはどういったものでしょうか。 

小林課長補佐  社会教育課としてこれから募集いたしますが、地元の高校や小中学生への指導

の他にも、町内の各イベント等への参加を通じて、町の賑わいと地域の活性化を

図りたいと考えています。 

池田委員  確認ですが、先ほどの議案第2号の資料にあった「スポーツ推進協力員（仮称）」

がこれにあたるのですね。 

教育長  そうです。 

社会教育課長  「地域おこし協力隊」は国の制度ですので、全額が特別地方交付税で措置され

るため町の持ち出しはございません。 

教育長  それでは、委員の皆さんからはお持ち帰り頂きますが、これからの日程はどう

しましょうか。 

五十嵐指導主事  3/23が教育委員会定例会の予定ですので、3月上旬には第二案を検討させて頂

きたいので、それまでにご意見を頂きたいと思います。 

教育長  3/3教育委員会臨時会に出席の際に、ご意見等まとめたものを提出いただきま

すようお願いします。 
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社会教育課長  社会教育課の動きとしては、2/22 社会教育機関の長・係長会議、2/26社会教

育委員会議を開催しますので、その中でご意見を頂きたいと考えています。 

教育長  その時もこの資料を使うようにして、変更する際には一括して行なうようお願

いします。 

五十嵐指導主事  最終的には 3/23教育委員会定例会で正式なものを承認して頂きたいと思いま

す。 

教育長  その流れでよろしくお願いします。以上で協議を終わります。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３０年３月３日（土）

午後１時００分から立川庁舎３階第三会議室にて、（２）第４回教育委員会定例

会の開催については平成３０年３月２３日（金）午前９時００分から立川庁舎３

階第二会議室にて開催の予定ですがよろしいですか。 

委員 （日程調整） 

教育長 それではこの日程でよろしくお願いします。（３）その他はありますか。 

海藤主査  3/3臨時会では冊子「庄内町の学校教育」の写真を撮影しますのでよろしくお

願いします。 

教育長 他にございませんか。ないようなので以上で閉会します。 

閉会 （午後4時40分） 

 

 


