
  

 

 

 

 

庄内町教育委員会議事録 
 

 

 

 

令和 4年第 9回定例会 
 

 

令和 4年 8月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄内町教育委員会 



- 1 - 

庄内町教育委員会 令和 4年第 9回定例会 議事録 

１ 会議日程   令和４年８月３１日（水） 

開会   午後４時００分 

閉会   午後５時３５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４年第８回定例会議事録 

３ 報  告 

（１）経過報告 

（２）その他 

４ 付議事件 

日程第１ 議案第４４号 令和３年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認定に係る申出につい

て 

日程第２ 議案第４５号 令和４年度庄内町一般会計補正予算（第4号）の申出について 

５ そ の 他 

（１）第10回教育委員会定例会の開催について 

日時：令和４年９月２７日（火）午後３時００分 

場所：役場 Ｂ棟 会議室１ 

（２）新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合の対応について（一部改訂） 

（３）幼稚園職場の「働き方改革」に関するアンケート結果について 

（４）その他 

６ 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            飯渕 義晃 

５ 欠席者      教育委員            齊藤 雅子 

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 秀樹 

社会教育課長            樋渡 真樹 

社会教育課長補佐          阿部  浩 

指導主事              齋藤 希望 

指導主事              富山 裕二 

教育課主査兼教育施設係長      日下部 洋一 

教育課主査兼学校給食共同調理場所長 樋渡 康晴 

社会教育課主査兼社会教育係長    齋藤 克弥 

教育課長補佐兼教育総務係長     佐藤 正芳 

 

 

 

 



- 2 - 

開 会 （午後4時00分） 

教育長 令和4年第9回庄内町教育委員会定例会を開会いたします。それでは次第に沿

って会議を進めます。 

2議事録承認 令和4年第8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 質問ありますか。無ければ、報告(2) 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に関する事項を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、他にありますか 

社会教育課長 （図書館整備工事の進捗状況について資料に基づき説明する。） 

教育長 質問等ありますか。 

飯渕委員 元々難易度が高いことは分かっていたことだと思うが、それで時間が掛かり過

ぎたというのは業者的にはどうなんだろうと。また、溶接の熱で組み立て作業

の寸法が変わったということで時間が掛かったというのはどうかと思う。その

分の費用、人件費等が掛かると思うが、その辺の対応は業者から情報は無いの

か。 

社会教育課長 鉄骨の作業を進めているのは請負業者の下請けである。請負業者と下請け業者

との契約の中で行なわれている。こちらの方に、その影響ということでの掛か

り増しになる分の提示等はありません。 

飯渕委員 今後、掛かる可能性はあるのか。 

社会教育課長 下請け業者が技術者、協力者を増やしている状況であるが、これに係る費用は

下請け業者が負担すべき費用と考えている。 

飯渕委員 当初予定している費用が大幅に増える事の無いようにしてほしい。 

教育長 質問ありますか。無ければ、 

４付議事件 日程第1 議案第４４号 令和３年度庄内町一般会計歳入歳出決

算の認定に係る申出について を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

社会教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問等ありますか。 

飯渕委員 小学校、幼稚園の人件費の支出状況を見ると残額があるが、これについて説明

してください。 

教育課長 ３節は正職員分である。昨年度、人事院勧告で手当分が減額されていることか

ら残額が出たものである。 

教育長 他に質問等ありますか。 

無ければ、議議案第４４号 令和３年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認定に

係る申出について 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４４号 令和３年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認

定に係る申出について は原案のとおり可決されました。 

続いて、日程第２ 議案第４５号 令和４年度庄内町一般会計補正予算（第4

号）の申出について を議題とします。 
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説明をお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

社会教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 他に質問等ありますか。 

無ければ、議案第４５号 令和４年度庄内町一般会計補正予算（第4号）の申

出について 原案のとおり承認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 令和４年度庄内町一般会計補正予算（第4号）

の申出について は原案のとおり承認されました。 

続いて、５その他 (1) 第１０回教育委員会定例会の開催について 

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 委員のご都合は如何ですか。 

出席よろしくお願いいたします。 

続いて（2）新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合の対応につ

いて 説明をお願いします。 

富山指導主事 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。無ければ、（3）幼稚園職場の「働き方改革」に関するアンケ

ート結果について 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。 

飯渕委員 この報告書は幼稚園の先生方に配布したのか。 

教育課長 幼稚園教諭等全ての方に配布している。 

飯淵委員 特別支援が必要な子、手が掛からないまでも注意が必要な子が増えてきてい

て、その辺が先生方の負担となっていると思う。そうすると他の子に手が掛け

にくくなってしまっているということが出てくると思う。あと、時間外勤務手

当について、年間予算が決まっていて、それ以外はサービス残業となるように

記載されているように見えるが。それと、会計年度任用職員の勤務条件の事前

説明が不足だったということについて説明ください。 

教育課長 時間外勤務手当については、サービス残業しなさいとの意味での記載ではな

く、協力し合って業務を進めるなど工夫をしながら、予算の範囲内の手当を計

画的にしていただきたいということで記載したものである。会計年度任用職員

説明会については、狩川幼稚園、狩川保育園が認定こども園に移行するという

ことで、認定こども園の方でどのくらいの職員を採用するか決まっていないこ

とで、情報が少ない中で、その年に勤務している会計年度任用職員への説明会

を開催したものである。実際募集の際には、詳しい内容で募集をしている。 

富山指導主事 入園面接等の際に状況はみているが、その子が発達障害かどうかの判断が難し

い。保育園での状況、３歳児健診時などの状況などトータルで判断し補助を付

けるなどしている。少しグレーな子については幼稚園に任せている状況であ

る。 

飯淵委員 グレーな子を見つけるのは難しいことは理解する。グレーだからそれ以上いか

ないように、なるべく人を増やして対応をしてほしい。 

教育長 他にありますか。 

太田委員 職員数が減ったと聞いたが、体制が変わったのか。 
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教育課長 幼稚園の体制は、園長、教務主任、預かり保育担当、クラス数に応じた正職員

となっている。さらに手の掛かる子がいれば保育補助を、また、早朝保育、延

長保育に必要な人数を会計年度任用職員で配置している。 

太田委員 現場で言っていた会計年度任用職員が３名減ったというのは、対応しなければ

ならないお子さんについていた会計年度任用職員も含めた人数なのですね。 

教育課長 正職員が２名増え、１名は預かり保育を担当しているので、その分の会計年度

任用職員は減った。それと、手の掛かる子の人数により変動した。 

太田委員 このアンケートを実施したのが４月末ということで、４月はただでさえ忙しい

時期なので、こういった感想が出てきた、ということがあるのかなと感じた。 

教育長 他にありますか。 

齊藤委員 「休みにくくなった」という意見が多くでている気がする。以前と違う体制に

なったのか。 

教育課長 代替えに関するルールがきちんとなっていなかったので、今回そのルールを明

確にしたので、こういった意見は少なくなると思われる。 

教育長 他に質問ありますか。無ければ（４）その他 何かありますか。 

富山指導主事 （全国学力・学習状況調査結果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（４）その他 他にありますか。 

社会教育課長補佐 （立谷沢まちづくりセンター計画訪問の日程について説明する。） 

教育長 立谷沢まちづくりセンター計画訪問については１０月１９日（水）午後２時と

したいが如何ですか。 

委員 「了解」の声あり 

教育長 １０月１９日（水）午後２時とします。出席よろしくお願いいたします。 

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4年第9回教育委員

会定例会を終了します。 

閉 会 （午後5時35分） 

 


