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平成２７年１２月定例宮代町教育委員会会議録

招集年月日 平成 27 年 12 月 17 日 午前 10 時 00 分 開 催 場 所 役場 202 会議室

開閉の日時

及び宣告者

平成 27 年 12 月 17 日 午前 10 時 05 分 委 員 長 中村昭雄

平成 27 年 12 月 17 日 午後 11 時 52 分 委 員 長 中村昭雄

議長代理 － 仮議長 － 会議録調製員 井上正己

委員出席状況 議案説明等

番号 氏 名 出席の有無 教育推進課長 渡邉和夫

副課長（教育総務） 井上正己

副課長（学校教育） 山口隆夫

生涯学習室長 佐藤賢治

１ 中村 昭雄 出席

２ 武笠 正明 出席

３ 寺尾 裕 出席

４ 深井 美智子 出席

５ 吉羽 秀男 出席

議案件名

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１２月議会一般質問と答弁の概要について

イ 平成２７年１２月議会議案及び採決一覧について

(２)学校教育関係

ア １月の行事予定について

イ 懲戒処分の内申について

(３) 生涯学習関係

ア １月の事業予定について

審議事項

議案第３０号 宮代町立小・中学校通学区に関する就学承認(調整区域)について

議案第３１号 宮代町立小・中学校通学区に関する就学承認(通学区域外)について

議案第３２号 宮代町教育委員会公告式規則等の一部を改正する規則について

議案第３３号 宮代町教育委員会教育長の勤務時間等に関する規則を廃止する規則について

議案第３４号 宮代町教育委員会等公印規程等の一部を改正する訓令について

議案第３５号 宮代町立図書館管理運営規則の一部を改正する規則
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開 会 午前 10 時 05 分

１．出席者確認

（全委員の出席を確認）

２．開会の挨拶

渡邉課長 ただ今から、定例教育委員会を始めたいと思います。開会にあたり、委員長から

ごあいさつをお願いします。

中村委員長 おはようございます。寒さも厳しくなりました。

小・中学校は 24 日に終業式を迎え、その後冬休みに入るかと思います。冬休み中

も事故等なく過ごせるよう願っています。

本日は、役場庁舎を会場として開催です。よろしくお願いします。

渡邉課長 教育長からあいさつを兼ねて概要報告をお願いいたします。

３．挨拶並びに概要報告

吉羽教育長 おはようございます。

暖冬と雨の影響か、昨年に比べインフルエンザも収まっているようでして、諸行

事も進んでいます。昨年中止となった「綱引き大会」も盛大に実施され、大いに

盛り上がり楽しい１日となりました。後ほど報告いたしますが、先日、町議会１

２月定例会も閉会しています。それでは概要報告を申し上げます。

（資料に記載した活動を報告する。）

本日の定例会では、報告事項３件、審議事項６件を申し上げることなります、ど

うぞよろしくお願いいたします。

渡邉課長 委員長から開会の宣告をお願いいたします。

５．開会の宣言

中村委員長 平成２７年１２月の定例教育委員会をこれより開会いたします。

報告事項からお願いします。

６．報告事項

（１）平成２７年１２月宮代町議会定例会について

渡邉課長 ア 一般質問答弁要旨について

イ 平成２７年１２月議会議案及び採決一覧について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 合川議員質問の「町教科指導員」とは具体的などのような立場でしょうか。

吉羽教育長 教科ごとに指導力に優れた教員を「町教科指導員」として委嘱し、初任者、臨時

任用、町非常勤等の指導にあたっています。

授業研究会を見て、指導・改善を図っています。

中村委員長 指導員の選定は各校長先生でしょうか。

吉羽教育長 各校から推薦をいただいた後、教育委員会事務局内でバランス調整を行って委嘱

しています。
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中村委員長 重要な立場となりますね。

吉羽教育長 はい。事務局の指導主事だけでなく、現場のベテランによる実践指導を行ってい

ます。また、そういう立場に立てば、その方自身の研修ともなるという、両面を

考えています。この制度は宮代町では永らく続けています。

中村委員長 11 月 26 日の管理職選考について、教頭職の受験者が少ないということですが、ど

ういう背景でしょうか。

吉羽教育長 対象となる年齢数が少ない上、町全体で児童生徒数が少ないため教員数も減少し

ています。特に女性が少なく、学校長も勧めてはいますが中々受考が難しいよう

です。後は、管理職志向が少ないという現状もあります。

県でも受験しやすい環境づくりに努めているとのことです。

中村委員長 全国的な状況です。

年齢構成の崩れが学習環境にも影響を及ぼしているようです。

吉羽教育長 ベテランの退職により若い方が増えています。また、こうした世代は結婚、出産

による休暇もありますので、結果、臨時の採用に頼ることになります。

中村委員長 他にございますか。

武笠職務代理 先日、社会福祉協議会の監査に出席しました。その際に、食事を摂れない子供も

あると聞きましたが、先日の「朝食アンケート」でも「用意されていない」とい

う回答があるようですから、そうした児童生徒の情報については教育委員会とも

連携されるよう伝えてあります。教育委員会からも声がけをしてください。

中村委員長 町立図書館の指定管理の説明で、「電子書籍導入」とのことですが、スマートフォ

ンなどで読めるということでしょうか。

佐藤室長 はい。電子書籍として新規に購入した書籍を読むことができます。

中村委員長 次に、（２）学校教育関係をお願いします。

報告事項（２）学校教育関係

瀬田室長 ア １月の行事予定について、説明します。

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 1 月 8日予定「学校経営セミナー」の講師はどなたですか。

山口副課長 教育長と事務局指導主事があたります。

中村委員長 よろしくお願いします。次に、イをお願いします。

（人事案件のため非公開）

中村委員長 では続いて、（３）生涯学習関係について、お願いします。

報告事項（３）生涯学習関係

佐藤室長 ア １月の事業予定について、説明します。

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 ご意見、ご質問ございませんか。

（意見、質問なし）

中村委員長 次に、審議事項をお願いします。
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審議案件

議案第３０号 宮代町立小・中学校通学区に関する就学承認(調整区域)について

議案第３１号 宮代町立小・中学校通学区に関する就学承認(通学区域外)について

山口副課長 議案第３０号宮代町立小・中学校通学区に関する就学承認(調整区域)について

議案第３１号宮代町立小・中学校通学区に関する就学承認(通学区域外)について

（資料に沿って説明を行う。）

吉羽教育長 「調整区域」について、道仏地区土地区画整理区域内の新規転入者が多くなって

います。中には、住宅販売の際に「笠原小」を売りとしている業者があるとも聞

きます。また、百間小学区の一部は「近い」という理由から笠原小を選択してい

る方もあります。

中村委員長 異動される方のうち、「調整区域」と「区域外」の割合はいかがですか。

山口副課長 「調整区域」の異動が大半です。

中村委員長 制度上認められているものですね。

山口副課長 はい。

中村委員長 では、議案第３０号、第３１号について承認してよいでしょうか。

（一同、承認）

承認されました。次に議案第３２号をお願いします。

議案第３２号 宮代町教育委員会公告式規則等の一部を改正する規則について

議案第３３号 宮代町教育委員会教育長の勤務時間等に関する規則を廃止する規則について

議案第３４号 宮代町教育委員会等公印規程等の一部を改正する訓令について

井上副課長 議案第３２号～第３４号について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 いずれも法律改正により関係条例が改正されたことによるもの、とのことです。

議案第３２～３４号についてお諮りします。承認して良いでしょうか。

（一同、承認）

承認されました。次に、第３５号をお願いします。

議案第３５号 宮代町立図書館管理運営規則の一部を改正する規則

佐藤室長 議案第３５号 宮代町立図書館管理運営規則の一部を改正する規則について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 利用者の利便性向上を図るための改正、とのことです。

議案第３５号についてお諮りします。承認して良いでしょうか。

（一同、承認）

承認されました。次に、その他をお願いします。

その他

井上副課長 「教育フォーラム」について
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（フォーラムの内容、進行について説明）

中村委員長 他に、「その他」ございますか。

なければ次回の日程についてお願いします。

井上室長 年間予定表では、次回は１月２１日（木）の予定です、よろしいでしょうか。

（１月２１日（木）９時３０分開会、会場は東小学校）

続いて、前月の会議録の承認並びに署名をお願いします。

（全委員が承認及び署名を行う。）

渡邉課長 それでは、委員長から閉会宣言をお願いします。

中村委員長 これにて本日の定例教育委員会を閉会といたします。

閉会宣言 （閉会午後 11 時 52 分）
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左会議録は事実と相違ないので、宮代町教育委員会会議規則第 17 条第 2項

の規定によりここに署名する。

平成２８年１月２１日

委員長

委 員

委 員

委 員

委 員

会議録調製員 井上正己


