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庄内町教育委員会 令和 4年第 10回定例会 議事録 

１ 会議日程   令和４年９月２７日（火） 

開会   午後３時００分 

閉会   午後４時０２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10回定例会議事録 

３ 報  告 

（１）経過報告 

（２）令和４年第５回庄内町議会定例会（9月）について 

（３）その他 

４ 付議事件 

日程第１ 議案第４６号 文化創造館大ホール舞台照明設備改修工事請負契約締結の申出の

専決処分の承認について 

日程第２ 議案第４７号 庄内町文化財保護審議会への諮問について 

５ そ の 他 

（１）令和4年度第1回総合教育会議について 

日時：令和４年１０月２５日（火）午前９時 

場所：庄内町役場 Ｂ棟 会議室２ 

（２）第11回教育委員会定例会の開催について 

日時：令和４年１０月２５日（火）午前１１時 

場所：庄内町役場 Ｂ棟 会議室２ 

（３）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 

教育課主査兼学校教育係長      渡部 恵子 

教育課主査兼教育施設係長      日下部 洋一 

社会教育課主査兼社会教育係長    齋藤 克弥 

社会教育課主査兼図書館長      佐藤 晃子 

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3時00分） 

教育長 令和 4年第 10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9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) 令和４年第５回庄内町議会定例会（9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。） 

社会教育課長 （資料に基づき説明する。） 

富山指導主事 （決算特別委員会に関する事項を資料に基づき説明する。） 

学校教育係長 （決算特別委員会に関する事項を資料に基づき説明する。） 

教育課長補佐 （決算特別委員会に関する事項を資料に基づき説明する。） 

教育課長 （決算特別委員会に関する事項を資料に基づき説明する。） 

教育施設係長 （決算特別委員会に関する事項を資料に基づき説明する。） 

社会教育課長 （決算特別委員会に関する事項を資料に基づき説明する。） 

社会教育課長補佐 （決算特別委員会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。 

飯渕委員 一般質問での奥山議員からの資料Ｐ４「こども家庭庁」への対応について、町

長はどのような答弁をしたのか。 

教育課長 どのようなことをするのか、はっきりしていない。このような中でどのような

業務体制をすればいいのか、今後検討したい。まだ、何も手を付けていない状

況であるとの答弁であった。 

教育長 他に質問ありますか。 

梅木委員 石川議員の休日の部活動の地域移行に関してですが、５年度から７年度までを

改革集中期間とし、部活動連絡会、指導者研修会などあるようですが、休日に

クラブを実施した場合のケガしたときの責任関係、手当はどのようになるの

か。活動実施計画の作成、報告はどのようになるのか。放課後に指導してくれ

ている方の待遇など、細かいことまで３年間で全て会議の場で決めていくとい

うことなのか。 

社会教育係長 さまざま課題は出てくるとは思っている。今は課題を洗い出す時期である。細

かいことなど、どういった場で話し合っていくかも現在は未定ではある。 

梅木委員 これから話し合って、細かいことを決めていくという理解で良いですね。 

教育長 他に質問ありますか。 

飯渕委員 小中高で中学生が一番ケガの発生率が高い。スポーツの傷害保険が使えるのか

というところも必要になってくるので、制度設計をキチンとやってほしい。 

教育課長 県の方で早急に担当課長会議を開催するとの情報もあるので、今後ある程度情

報が入ってくるものと思われる。 

飯渕委員 来年から始まるので、ある程度の枠組みだけでも今年度中にという県の動きだ

と思うので、それに遅れをとらないようにしていかなければならない。特に子

どもの安全面に関しては注意してほしい。 

教育長 現状の予算の中で地域移行をやれるところからやっていく。そして梅木委員か
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らあったように細かいところの課題がたくさんある。安全第一にしながら子ど

も達が自分のやりたい活動をしっかりできる体制というところまで、地域の

方々と知恵を出し合って進めていきたいとい考え方である。 

教育長 他に質問ありますか。無ければ、報告(3) 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 

無ければ、 

４付議事件 日程第1 議案第４６号 文化創造館大ホール舞台照明設備改修

工事請負契約締結の申出の専決処分の承認について を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

社会教育課長補佐 （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４６号 文化創造館大ホール舞台照明設備改修工事請負契約

締結の申出の専決処分の承認について 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４６号 文化創造館大ホール舞台照明設備改修工事請

負契約締結の申出の専決処分の承認について は原案のとおり承認されまし

た。 

続いて、日程第２ 議案第４７号 庄内町文化財保護審議会への諮問について 

を議題とします。 

説明をお願いします。 

社会教育係長 （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４７号 庄内町文化財保護審議会への諮問について 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４７号 庄内町文化財保護審議会への諮問について 

は原案のとおり可決されました。 

続いて、５その他 (1) 令和4年度第1回総合教育会議について 

(2)第11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。 

出席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。 

教育課長補佐 （学校適正規模適正配置に関するアンケート調査報告書について説明する。） 

教育長 定例会終了後に意見等いただきたいのでよろしくお願いいたします。 

（３）その他 他にありますか。 

社会教育係長 （清河八郎記念館理事との懇談について説明する。） 

教育長 11月24日に開催の予定とのことですので、出席よろしくお願いいたします。 

他にありますか。 

社会教育課長補佐 10月 19日に立谷沢まちづくりセンター、10月 27日に余目第三まちづくりセ

ンターの計画訪問が予定されていますので出席よろしくお願いいたします。 

教育長 出席よろしくお願いいたします。 
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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 10回教育委

員会定例会を終了します。 

閉 会 （午後4時02分） 

 

 


