
平成２７年１１月定例教育委員会

平成２７年１１月１９日（木）
午前９時３０分
宮代町立前原中学校

１．出席者確認

２．開会の挨拶 教育委員長

３. 会場校長挨拶 校長

４．挨拶並びに概要説明 教育長

５．開会の宣言 教育委員長

※資料の確認

６．報告事項

(１)平成２７年１２月宮代町議会定例会の議案について

ア 平成２７年度一般会計補正予算について・・・・・・・・・・・・・・P１

(２)学校教育関係

ア １２月の行事予定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P２

(３) 生涯学習関係

ア １２月の事業予定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P５

イ 指定管理者の指定について（町立図書館） ・・・・・・・・・・・・P７

７.審議事項

議案第２９号 教育委員会職員の処分について ・・・・・・・・・・・・P９

８. その他

９．次回教育委員会について

◎ 日 時 平成２７年１２月 日（ ） 午 時 分

◎ 会 場

１０．前回会議録の承認並びに署名

１１. 閉会宣言 教育委員長
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６ 報告事項

(１)平成２７年１２月宮代町議会定例会関係

ア 平成 27年度一般会計補正予算(第 3号)について

教育関係補正予算の概要

■歳入 一般財源

■歳出

事業名 予算額
小学校管理運営事業 1,681千円

需用費 48千円
事務用品、教材

工事請負費 400千円
カーテン設置工事

備品購入費 1,233千円
机、椅子、パソコン、検査器具他

ことばの教室開設
内 訳
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（２）学校教育関係

ア １２月行事予定について

須賀小：須 百間小：百 東小：東 笠原小：笠 ／ 須賀中：須 百間中：百 前原中：前

日 付 小 学 校 中 学 校

１日（火） ・学習参観懇談会＜高学年・わかば＞

コミュニティ協会あいさつ運動（須）

・お話朝会（百）

・校内書初め競書会（東）（笠）

・研修推進委員会（須）

２日（水） ・子ども人権講座 渡辺先生「目が見えな

くなって見えたもの」（百）（笠）

・校内書初め競書会１日目（百）

・ＰＴＡあいさつ 運動 １・２年生期末

テスト＜1日目＞（百）

３日（木） ・中学生による読み語り（須）

・校内書初め競書会２日目（百）

・学習参観懇談会＜人権に関する授業公

開＞ＰＴＡ常任委員会（東）

・学校公開懇談会（笠）

・中学生による読み語り（須）

・１・２年生期末テスト＜2日目＞（百）

・第２回学校保健委員会（前）

４日（金） 宮代町人権作文発表会＜須賀小＞

校長会＜前中＞

宮代町人権作文発表会＜須賀小＞

校長会＜前中＞

５日（土）

６日（日） 宮代町綱引き大会＜小学校参加予定＞

７日（月） ・職員会議（須）（東）（笠）

・校内授業研究会（百）

・学力向上強化週間（東）

・愛校活動（笠）

・3者面談＜～１５日まで＞（須）

・民生児童委員さんとの懇談会（百）

・職員会議（前）

８日（火） 埼葛教頭会全体研修会＜進修館＞

社会科福副読本「みやしろ」編集委員会

・

・安全点検日 書初め講習会（笠）

埼葛教頭会全体研修会＜進修館＞

・生徒朝会（百）（前）

９日（水） ・子ども人権講座 渡辺先生「目が見えな

くなって見えたもの」（須）（東）

・ＰＴＡあいさつ運動（百）

10 日（木） 教頭会＜須賀小＞ 教頭会＜須賀小＞
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・生徒指導、特別支援委員会 安全点検

日（須）

・学期末の事務処理週間＜放課後の会議

等なし＞（東）

・栄養指導１年（前）

・福祉体験学習（百）

・第２回学校警察連絡会議＜須中会場＞

・安全点検日（百）（前）

・進路指導委員会（百）

11 日（金） 第２回学力向上検討委員会＜全国学力学習

状況調査の分析と対策＞

（指導者：寺尾先生）

町内特別支援学級なかよし交流会

第２回学力向上検討委員会＜全国学力学習

状況調査の分析と対策＞

（指導者：寺尾先生）

町内特別支援学級なかよし交流会

・栄養指導（前）

12 日（土）

13 日（日）

14 日（月） ・短縮日課＜学期末の事務処理週間＞

（須）（百）

・安全点検日（須）

・２年生授業参観保護者会（百）

15 日（火） 宮代町キッズエコサミット２０１５

「わたしたちにできること」

～宮代エコライフに取組んで～＜進修館＞

宮代町キッズエコサミット２０１５

「わたしたちにできること」

～宮代エコライフに取組んで～＜進修館＞

・１年生授業参観保護者会（百）

・全校朝会＜警察講話＞（前）

16 日（水） 教育課程検討委員会＜平成２８年度の計画

について＞

教育課程検討委員会＜平成２８年度の計

画について＞

・１年生保護者会（須）

・ＰＴＡあいさつ運動（百）

17 日（木） ・２年生保護者会（須）

・１・２年生保護者会（前）

18 日（金） ・互審査会（須）（百）（東）

・短縮日課＜学期末の事務処理週間＞

・専門委員会（須）

19 日（土）

20 日（日）

21 日（月） 給食終了日

・大掃除（須）

給食終了

・企画委員会（須）
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・互審査会（笠） ・短縮日課＜学期末の事務処理＞

22 日（火） 短縮３時間

・大掃除（百）（笠）

短縮３時間

・大掃除（須）（百）（前）

23 日（水） 天皇誕生日

24 日（木） 第２学期終業式

・一斉下校（百）（笠）

第２学期終業式

・職員会議 教育課程検討委員会（須）

・通知書交付（須）（百）

＜内申書の確認＞

・３年生保護者会（前）

25 日（金） 冬季休業日＜～１月７日まで＞ 冬季休業日＜～１月７日まで＞

・冬休み学習会（須）

26 日（土）

27 日（日）

28 日（月） ・冬休み学習会（須）

29 日（火）

30 日（水）

31 日（木）
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（３）生 涯 学 習 関 係

ア．12 月の事業予定（教育委員会主催事業）

日 時 内 容 場 所

６日（日）

9:00～15:30

第３２回宮代町綱引き大会

■一本のロープに８人の力を結集し、時には耐え、時には

一気に綱を引く、そのような駆け引きも見ごたえ十分。

●対象（選手８名）

・ミックスの部（男女混合で４名以上の女性）

・小学生の部（男女混合可）

ぐるる宮代

メインアリーナ

１２日（土）

14:00～16:00

チャレンジ（第１１回/全１５回）

・バスケットボール

■多くのスポーツ種目の楽しさと基本動作を知ることによ

り、自分に合った興味の持てるスポーツに出会うことを

目的として実施する。

●対象：小学３・４年生

百間小学校

体育館

１２日（土）

14:00～16:00

特別展「道中日記～江戸時代の旅～」関連講座

郷土資講座「道中日記～江戸時代の旅～」

■江戸時代の旅の説明や粕壁宿から各地に旅立った人々の

話し。粕壁宿の本陣や脇本陣、名主なども説明する。

●内容：江戸時代の旅を支えた人々―粕壁宿を中心に―

●講師：榎本博氏（春日部市郷土資料館学芸員）

●対象：一般

郷土資料館

会議室

１３日（日）

13:30～16:00

特別展「道中日記～江戸時代の旅～」関連イベント

歴史ウォーク「粕壁宿を歩く」

■粕壁宿の展示を春日部市郷土資料館で見学し、その後、

粕壁宿の本陣や脇本陣、名主宅、高札場、問屋場などを

学芸員に解説していてだきながら歩く。

●講師：榎本博氏（春日部市郷土資料館学芸員）

●対象：一般

春日部市

郷土資料館

粕壁宿

１５日（火）

10:00～11:30

みやしろ大学（最終回/全８回）

■高齢者の生きがいを高め、健康を増進し、豊かな地域づ

くりに資する人材を育成することを目的に実施する。

●内容：「家計簿から見えてくるあなたの経済・金融感覚

～身近なお金と充実した暮らしの関わりを学ぼう～」

●講師：ＮＰＯエイプロシス証券 証券カウンセラー

●対象：みやしろ大学受講生、一般（公開講座）

進修館

大ホール
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１９日（土）

14:00～16:00

スポーツフィールド（第８回/全１１回）

■運動実施率が低い 30～40才代を主なターゲットとし、指

定日時に来館すれば、一人からでも楽しく運動できる機

会を提供する。

●内容：さいかつぼーる

●対象：小学生以上

ぐるる宮代

サブアリーナ
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イ 宮代町立図書館の指定管理について（選考結果）

宮代町立図書館の指定管理者（平成２８年度～平成３２年度）の候補者について、次のと

おり宮代町指定管理者候補者選定委員会において選定しました。

１ 募集した施設

宮代町立図書館（宮代町百間１１３９番地）

２ 申請団体（申請受付順）

２団体

株式会社図書館流通センター

株式会社日販図書館サービス

３ 評価

団体名 ㈱図書館流通センター ㈱日販図書館サービス

総合評価 ５５１点／８００点 ４０９点／８００点

４ 候補者に決定した団体

（１）名称：株式会社図書館流通センター

東京都文京区大塚三丁目１番１号

（２）①評価：５５１点／８００点 （標準点：４００点）

②選定理由

・ＩＣタグや自動貸出機の導入、壁紙の張替や閲覧席の改修など、第１期５年間で行

ってきたサービス向上への取組みは実績として十分である。また、次期５年間につ

いても、学校図書室とのオンライン化や地域の人材との連携など、図書館ビジョン

に基づき、さらなるサービス向上につながる具体的な提案であった。

５ 選定までの過程

（１）募集要項、業務要求水準書の配布：平成２７年６月５日～７月３日

（２）申請書類の提出：平成２７年６月２６日～７月３日
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（３）選定委員会の開催

①委員構成 町職員４名 識見者２名 公募の市民２名

②会議の経過

■第１回選定委員会（平成２７年７月１５日）

・募集要項及び業務要求水準書の確認

・選定方法の協議

■第２回選定委員会（平成２７年７月２２日）

・申請団体２者から申請内容の説明

・ヒアリング審査 〔申請内容に関する質疑応答〕

・評価表に基づく評価及び候補者の選定に関する協議

③選定方法

第２回選定委員会において、各委員が２０の評価項目について５段階※による評価

を行い、各委員の採点結果を集計、分析し、協議の上、候補者を選定した。

④選定（評価）の基準となる考え方

「宮代町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条」より

・施設設置の目的が達成できること。

・利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

・事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮するも

のであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。

・事業計画書に沿って当該施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模

及び能力を有すること。

・町民の声が反映される管理が行われること。

・宮代町のまちづくりの考え方に適合していること。

・安全管理の体制が整っていること。

・その他、施設の性質又は目的に応じて定める基準に適合していること。

※評価点数、配点

非常に劣る 劣る 普通（基準） 良い 非常に良い

０点 １点 ２点 ３点 ４点

うち、重点項目の５つの評価項目については、評価点数を２倍にした。
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議案第２９号

教育委員会職員の処分について

別紙のとおり教育委員会職員の処分を行なうことについて議決を求める。

平成２７年１１月１９日提出

宮代町教育委員会

教育長 吉 羽 秀 男

提 案 理 由

教育委員会職員の事務処理における個人情報の不適切な取り扱いについて、宮代

町職員懲戒等審査委員会の審査結果に基づく処分を行なうため、この案を提出する

ものである。


