
  

 

 

 

 

庄内町教育委員会議事録 
 

 

 

 

令和 4年第 1回定例会 
 

 

令和 4年 1月 26日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄内町教育委員会 

 
  



- 1 - 

庄内町教育委員会 令和 4年第 1回定例会 議事録 

１ 会議日程   令和４年１月２６日（水） 

開会   午後２時００分 

閉会   午後２時４５分 

 

２ 会議場所   庄内町役場 Ｂ棟 会議室２ 

 

３ 内  容 

１ 開  会 

２ 議事録承認 

令和３年第１３回定例会議事録 

３ 報告 

（１）経過報告【資料１】 

（２）新型コロナウイルス感染症への対応について 

（３）令和４年度庄内町育英資金貸付者募集要項について【資料２】 

（４）その他 

４ 付議事件 

日程第１ 議案第１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２号 庄内町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３ 議案第３号 庄内町文化創造館設置及び管理条例施行規則等の一部を改正する規

則の設定について 

５ 協  議 

（１）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【資料３】 

（２）庄内町文化の森建設委員会条例及び条例施行規則の廃止について【資料４】 

６ そ の 他 

（１）令和3年度第2回総合教育会議の開催について 

日時：令和４年２月２２日（火）午後１時３０分 

場所：役場 Ｂ棟 ２階 会議室１ 

（２）令和4年第2回教育委員会定例会の開催について 

日時：令和４年２月２２日（火）午後３時００分 

場所：役場 Ｂ棟 ２階 会議室１ 

（３）その他 

７ 閉  会 

 

４ 出席者      教育長              佐藤 真哉 

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

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      なし 

 

６ 傍聴人      なし 
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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 秀樹 

社会教育課長            鶴巻  勇 

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 

社会教育課主査兼文化スポーツ推進係長  堀  純子 

教育課長補佐兼教育総務係長     佐藤 正芳 

 

開 会 （午後2時00分） 

教育長 令和4年第1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 3 年第 13 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。 

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 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 質問等ありますか。 

無ければ、報告(2) 新型コロナウイルス感染症への対応について 

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 質問等ありますか。 

無ければ、報告(3) 令和４年度庄内町育英資金貸付者募集要項について 説明を

お願いします。 

教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問等ありますか。 

無ければ、報告(4) その他 何かありますか。 

教育課長 （新型コロナウイルス感染症 山形県まん延防止等重点措置に関し資料に基づ

き説明する。） 

教育長 質問等ありますか。 

無ければ、付議事件日程第1議案第1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」の声あり 

内容非公開 

教育長 議案第 1 号 庄内町教育委員会職員の人事発令について 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1号 庄内町教育委員会職員の人事発令について は原

案のとおり可決されました。続いて議案第2号 庄内町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 を議題とします。説明をお願いします。 

教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

無ければ、議案第2号 庄内町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 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 
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教育長 異議なしと認め、議案第2号 庄内町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。続いて議案第3号 庄内町文化

創造館設置及び管理条例施行規則等の一部を改正する規則の設定について を

議題とします。説明をお願いします。 

教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問等ありますか。 

無ければ、議案第3号 庄内町文化創造館設置及び管理条例施行規則等の一部を

改正する規則の設定について 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3号 庄内町文化創造館設置及び管理条例施行規則等の

一部を改正する規則の設定について は原案のとおり可決されました。 

続いて５協議に移ります。（１）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 説明をお願いします。 

教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問等ありますか。 

無ければ（２）庄内町文化の森建設委員会条例及び条例施行規則の廃止について 

説明をお願いします 

文化スポーツ推進係長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問等ありますか。 

梅木委員 文化の森構想について、詳しく説明してほしい。 

社会教育課長 旧町からの一つの事業計画で、響ホール周辺を文化の森とし、響ホール以外に図

書館、子育て支援センター等様々なものをあの周辺に整備していくという計画が

ありました。庄内町の第二次総合計画の段階で、文化の森構想そのものが計画か

ら外れており、現在、図書館はじめ、子育て支援センター、そこに考えていた様々

な施設が別な所に建てる、または建っている状況にありますので、響ホール周辺

にすぐに、何か文化関連の施設を建てるという予定はないということから、この

事業は終了して良いのではないかというような考え方になったところです。農振

除外の手続き等の進み具合により教育委員会の方の議案ということでお諮りを

させていただきたいと思っているところでございます。 

教育長 他に質問ありますか。 

無ければ協議を終わります。 

続いて６その他（１）令和3年度第2回総合教育会議の開催について （２）令

和4年第2回教育委員会定例会の開催について 併せ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 委員のご都合は如何ですか。 

２月２２日開催としますのでよろしくお願いいたします。 

続いて（３）その他 何かありますか。 

社会教育課長 （図書館整備事業 図書館等整備工事の概要について 資料に基づき説明す

る。） 

教育長 質問ありますか。 

無ければ その他 他にあります。 

教育課長補佐 （令和３年度小中学校卒業式、幼稚園卒園式について） 

（庄内町振興審議会委員の選出について） 

（資料に基づき説明する。） 
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教育長 卒業式、卒園式の時間については、来月定例会で報告させていただきます。 

振興審議会委員については引き続き梅木委員より引き受けていただくことは可

能でしょうか。 

梅木委員 はい。 

教育長 それでは２年の任期となりますが、よろしくお願いいたします。 

その他ありますか。 

飯渕委員 教職員の新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について、どのような計画が

されているのか。 

教育課長 教職員についての優先したワクチン接種は計画していないが、関係課と協議して

いきたい。 

飯渕委員 子ども達を守るため、また「子育て日本一のまち」といっているので強く進めて

いっていただきたい。 

教育長 委員の意見もありましたので、関係課と確認のうえ実施を検討していきます。 

その他何かありますか。 

無いようでしたら以上をもちまして令和4年第1回教育委員会定例会を終了しま

す。 

閉 会 （午後2時45分） 

 


