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庄内町教育委員会 令和 2年第 13回定例会 議事録 

１ 会議日程   令和２年１２月２５日（金） 

開会   午後２時時００分 

閉会   午後３時時３０分 

２ 会議場所   庄内町役場 Ｂ棟 会議室１ 

３ 内  容 

１ 開  会 

２ 議事録承認 

令和２年第１２回定例会議事録 

３ 報告 

（１）経過報告 

（２）令和２年度第７回庄内町議会臨時会（11月）について 

（３）令和２年度第８回庄内町議会定例会（12月）について 

（４）庄内町学校施設適正規模・適正配置検討委員会（まとめ）について 

（５）その他 

４ 付議事件 

日程第１ 議案第４５号 庄内町教育委員会職員の処分について 

５ 協  議 

（１）庄内町学校運営協議会規則（案）について 

（２）庄内町文化創造館指定管理者の選定、募集要項及び選定基準について 

（３）庄内町体育施設指定管理者の選定、募集要項及び選定基準について 

６ そ の 他 

（１）令和3年第1回教育委員会定例会の開催について 

日時：令和３年１月２６日（火）午前１０時 

場所：庄内町役場 Ｂ棟 会議室２ 

（２）その他 

７ 閉  会 

 

４ 出席者      教育長             菅原 正志 

教育委員            太田 ひろみ（第二職務代理者） 

教育委員            齊藤 雅子 

教育委員            飯渕 義晃 

５ 欠席者      教育委員            梅木  均 （第一職務代理者） 

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             佐藤 美枝 

社会教育課長           鶴巻  勇 

社会教育課長補佐兼社会教育係長  阿部  浩 

指導主事             髙橋 一枝 

指導主事             富山 裕二 

教育課主査兼学校教育係長     渡部 恵子 

教育施設係長           押切 崇寛 

文化スポーツ推進係長       池田 省三 

教育課長補佐兼教育総務係長    佐藤 正芳 
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開 会 （午後2時00分） 

教育長 令和2年第13回庄内町教育委員会定例会を開会いたします。2議事録承認 令

和 2年第 12回定例会議事録承認について、何かお気づきの点があればお願い

します。 

教育長 議事録はよろしいですか。それでは3報告に移ります。 

（1）経過報告について 説明をお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 経過報告について細かく聞きたいということなどがございましたらお願いし

ます。 

飯渕委員 昨日のいじめ問題専門調査委員会は、何か問題があったから開催したものなの

か。 

教育課長 いじめに関する問題が発生したものではなく、毎年一回は庄内町の現状を知っ

ておいていただきたいという趣旨で開催しているものです。 

教育長 他にありますか。それでは報告（2）令和２年度第７回庄内町議会臨時会（11

月）について 説明をお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。それでは報告（3）令和２年度第８回庄内町議会定例会（12

月）について 説明をお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。それでは報告（4）庄内町学校施設適正規模・適正配置検討委

員会（まとめ）について 説明をお願いします。 

教育施設係長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

飯渕委員 審議会を立ち上げて話し合うとのことだが、いつ頃を目途に結果を出すものな

のか。 

教育課長 教育振興基本計画の後期計画が５年間となっているので、その間には方向性を

決めたいと考えている。 

太田委員 学校統合という話は保護者の間でも話になってきている。学校を統合するにし

ても色んなパターンがあり、一つに絞らず様々な意見を伺っていくということ

は良いなと感じました。 

齊藤委員 具体的な数値や金額を示しての話し合いは、会議の進め方として、やりやすい

のかなと感じました。 

教育長 他にありますか。無ければ、まとめとして報告させていただきます。次に報告

（3）その他 ありますか。無ければ、付議事件日程第 1 議案第４５号 庄内

町教育委員会職員の処分について 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 人事に関する案件ですので採決いたします。日程第1議案第４５号 庄内町教

育委員会職員の処分について、原案のとおり決することで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４５号 庄内町教育委員会職員の処分について は原

案のとおり可決されました。続いて５協議 （１）庄内町学校運営協議会規則

（案）について 説明をお願いします。 
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教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

髙橋指導主事 （資料に基づき説明する。） 

太田委員 コミュニティスクールとコミュニティセンターがあり同じコミュニティとつ

くことから同じことのように勘違いしている人がいるのかなと思われる。 

教育長 勘違いしている人がいることは認識している。地域の人たちへ４月までにど

のように周知していくか考えなければならない。広報などにチラシを折り込

むなど検討が必要である。 

髙橋指導主事 チラシの予算措置はしている。 

教育課長 地域にとっては、同じような名前で分かりづらいというところがあると思わ

れるので、周知の方法を検討していきたい。 

教育長 堅苦しくなくイラストなどを入れて分かりやすいチラシを作成し周知するこ

と。 

飯渕委員 コミュニティスクールとコミュニティセンターの違いが分かるようなチラシ

をお願いします。 

教育長 他に質問ありますか。無ければ（３）庄内町文化創造館指定管理者の選定、

募集要項及び選定基準について と併せて（４）庄内町体育施設指定管理者

の選定、募集要項及び選定基準について 説明願います。 

文化スポーツ推進

係長 

（資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

立川地域の野球の施設などを使用する場合の変更点はあるのか。 

文化スポーツ推進

係長 

これまでは狩川公民館で手続きをしていたが、指定管理者が体育センターに職

員を常駐させ受付等する予定となっています。 

太田委員 体育センターに職員が配置されると施設や備品の管理面でありがたい。 

響ホールで催し物をしたときに、赤字になった場合の補填はどのようになって

いるのか。 

文化スポーツ推進

係長 

指定管理委託料の中に事業部門として予算を見込んでいる。 

教育長 他に質問ありますか。無ければ（３）庄内町文化創造館指定管理者の選定、募

集要項及び選定基準について と併せて（４）庄内町体育施設指定管理者の選

定、募集要項及び選定基準について の協議を終わります。続いて６その他（1）

令和3年第1回教育委員会定例会の開催について １月２６日（火）午前１０

時 庄内町役場 Ｂ棟 会議室２ となっていますので委員の皆さんよろし

くお願いいたします。 

(2)その他 連絡お願いします。 

教育課長 １月１３日午後１時３０分から余目第一小学校の計画訪問が予定されていま

すので、よろしくお願いいたします。 

２月の定例会を２月２４日頃に予定したい。同日に第２回総合教育会議も開催

したいと考えており協議題としては「教育大綱の見直し」を予定しているが、

その他に委員の皆さんから協議題を１月１３日の計画訪問の際まで出してい

ただきたいので、よろしくお願いいたします。 

１月６日に予定していた町の総合表彰式については中止となりました。 

文化スポーツ推進

係長 

１月１０日に予定していた庄内町スポーツ協会表彰式及び新春懇談会は中止

に、１月下旬に予定していた庄内町芸術文化協会は延期の可能性にありますが
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現段階では中止となっております。 

教育長 他にありますか。無いようでしたら以上をもちまして令和 2年第 13回教育委

員会定例会を終了します。 
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委   員 

委   員 
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書   記 


