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平成２７年５月定例宮代町教育委員会 会議録

招集年月日 平成 27 年 5 月 21 日 午前 9時 30 分 開 催 場 所 須賀中学校 会議室

開閉の日時

及び宣告者

平成 27 年 5 月 21 日 午前 9時 22 分 委 員 長 中村昭雄

平成 27 年 5 月 21 日 午後 12時 00 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（教育総務担当） 井上正己

副課長（学校教育担当） 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６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について

（２）学校教育関係

ア ６月の行事予定について

（３）生涯学習関係

ア ６月の事業予定について

審議案件

議案第１８号 教育委員会の事務に関する点検評価委員に係る第三者評価委員の委嘱について

議案第１９号 宮代町学校給食運営審議会委員の委嘱について

議案第２０号 宮代町学校給食研究委員会委員の委嘱について

議案第２１号 宮代町学校評議員の委嘱について

議案第２２号 宮代町いじめ不登校対策会議設置要綱について

議案第２３号 公立学校施設整備計画の事後評価について
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開 会 午前 9時 22 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 さわやかな朝を迎えました。5月に入りましたが、4 月下旬には中学校用の教科書

採択協議会に出席いたしました。これから各委員へ予定、割り当ての説明がある

かと思います。7 月に向けて作業となります。今週 5月 18 日には、埼葛地区委員

会連合会の総会があり、近隣市町との意見交換をすることができました。

学校行事では教育実習の時期でしょうか、中学校では中間試験、百間中では修学

旅行も予定されており、この後 6 月の行事予定の報告があると思いますが、これ

から行事も除々に増えていくことと思います。

本日は須賀中学校を会場としての開催です。よろしくお願いします。

渡邉課長 本日会場校の下川校長先生から挨拶を兼ねて概要説明をお願いします。

３．会場校長挨拶

下川校長 （学校の現状説明とともに、今年度の取組み紹介や学校参観の案内を兼ねてあい

さつを行う。）

【授業等参観のため会議中断】 10 時 18 分再開

教育長からあいさつを兼ねて概要説明をお願いいたします。

４．挨拶並びに概要報告

吉羽教育長 5 月さわやかな気候ですが、暑さもあり熱中症も心配の時期となりました。

今月当初は長い連休もありましたが、児童生徒の事故の報告もなく終えています。

連休明けには学校訪問を行い、校長から経営方針、教頭から研修計画についてそ

れぞれ説明を受けています。また、教室訪問を行い、特に転新入教職員について

拝見しましたが、いずれの学校とも大変元気に取り組んでいる様子が伺えました。

学校の中で周囲のサポート得ながら元気に子どもの指導にあたっている様子に安

心しました。現在は人事評価制度の校長面談中であります。

それでは概要報告いたします。

（資料により、概要報告を行う。）

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 ここで本日傍聴の申し出があります。

中村委員長 傍聴を認めてよろしいでしょうか

（一同、承認）

渡邉課長 委員長から開会の宣告をお願いいたします。
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５．開会の宣言

中村委員長 平成２７年５月の定例教育委員会をこれより開会いたします。

中村委員長 では、報告事項をお願いします。

６．報告事項

（１）平成２７年６月宮代町議会定例会関係

渡邉課長 （１）平成２７年６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について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 「英語教育強化地域拠点事業」は埼玉県で何箇所実施されますか。

渡邉課長 宮代町と鴻巣市の 2市町です。

山口副課長 全国で 18都県指定されています。

宮代町では百間中学校区の 3 校（東小、笠原小、百間中）、鴻巣市は旧川里町内で

高校を含め 4 校連携で実施されます。選考は、事前に研究の方向性などを提出し

て文部科学省の選考・指定を受けるものです。

吉羽教育長 6 月 17 日には、この件で埼玉県の関根教育長が東小学校での研究の取り組みを訪

問する予定です。笠原小、百間中の校長も参加します。

中村委員長 こうした取組みは名誉なことと思いますので、成果を期待します。

渡邉課長 補足ですが、今回 6月定例町議会では 4名の議員から一般質問が出ています。

（一般質問の要旨を説明）

吉羽教育長 一般質問「学力調査の公開」については、昨年度、ご協議いただき、調査の趣旨

を生かすということ、先生方の指導の反省と指導改善を旨として、また近隣の状

況を勘案して慎重に対応ということで「非公開」としました。

今年度は、昨年度の全国学力調査を公開した自治体においても大きな混乱、過度

の競争などの問題も生じていないことを考慮して、慎重を期しての「公開」と考

えています。また、埼玉県が実施する学力テストが公開方法は明示されていませ

んが「公開」を前提とした実施であり、結果に基づく「個票」が作られます。宮

代町が参加しないとなると他の自治体へ転出した際に、その「個票」がないとい

うことになってしまうため参加は必至です。今後「公開」については改めて協議

申し上げますが、答弁の基本的方向について報告しました。

それから「土曜授業」については、一昨年度は中学校、昨年度は小学校、今年度

は小学校２日間、中学校３日間実施しています。「土曜学習」「土曜授業」が混在

していますが、「学習」と言った場合は学校外の指導者によるいろいろな学習・体

験活動を指します。「授業」の場合は、教育課程上の実施となり、服務上振替えが

生じます。これを長期休業日に充てて実施するものです。

中村委員長 学力調査公開は「慎重に」と協議しました。引き続きお願いします。

他に、ご質問等ございますか。

（意見、質問なし）
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では、（２）学校教育関係について、お願いします。

報告事項（２）学校教育関係

山口副課長 （２）学校教育関係

ア ６月の行事予定について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 ご質問等ございますか。行事がたくさんありますので、小学校と中学校を分けて

記載してはどうでしょうか。

山口副課長 検討します。

深井委員 小学校の修学旅行の行き先はどのようになっていますか。

山口副課長 須賀小学校では会津方面への変更を検討しているとのことです。また、百間小学

校は従前から会津方面です。東小学校も会津方面へ変更、笠原小では宿泊場所を

横浜市に変更して鎌倉中心の行程となる予定です。

中村委員長 自然相手のことですから「様子を見ながら」となります。

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 （３）生涯学習関係

ア ６月の事業予定について ／ イ 宮代町立図書館指定管理者の選考について

（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）

武笠職務代理 スポーツフィールドの参加状況はいかがですか。

佐藤室長 前回 9名で丁度良い人数でした。

今回は「さいかつボール」です、広報に工夫をしていきます。

中村委員長 6 月 20 日は複数事業が重なっています。

佐藤室長 時間がずれていますので、両方に参加いただくよう促してみたいと思います。

中村委員長 図書館の指定管理者選考のプレゼンテーションは２回予定されています。応募者

が多いためでしょうか。又は 1次、2 次ということでしょうか。

渡邉課長 １回目のプレゼンテーションの結果、2 次が必要となった場合を想定しての設定で

す。

中村委員長 書類選考による絞込みは何社程度の予定ですか。

渡邉課長 選考の所管は企画財政課となりますが、詳細は今後つめることになります。

中村委員長 では続いて、次に審議事項をお願いします。

審議案件

議案第１８号 教育委員会の事務に関する点検評価委員に係る第三者評価委員の委嘱について

井上副課長 議案第１８号 教育委員会の事務に関する点検評価委員に係る第三者評価委員の

委嘱について
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（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 2 名新規とのことです。ご意見等ございましたらお願いします。

吉羽教育長 この第三者評価は 3 年目を迎えます。今回は生涯学習分野で、スポーツ振興とし

て文化協会から体育協会に替えて選出を依頼しました。手島氏は町の事業にも多

く関わられていて、適任かと思います。

中村委員長 議案第１８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。議案第１９号をお願いします。

議案第１９号 宮代町学校給食運営審議会委員の委嘱について

井上副課長 議案第１９号 宮代町学校給食運営審議会委員の委嘱について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 ご質問、ご意見をお願いします。

年度更新に伴う変更とのことです。

中村委員長 議案第１９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）

次に、第２０号議案をお願いします。

議案第２０号 宮代町学校給食研究委員会委員の委嘱について

井上副課長 議案第２０号 宮代町学校給食研究委員会委員の委嘱について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 規則では「２２名以内」とされています。今回の委嘱候補は１５名ですが、経緯

はどのようになっていますか。

井上副課長 PTA 関係の委嘱が多かった（各校 1）ものと思われますが、ここ数年は現在の人数

（小・中学校保護者各 1）で委嘱しています。

中村委員長 議案第２０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、議案第２１号をお願いします。

議案第２１号 宮代町学校評議員の委嘱について

山口副課長 議案第２１号 宮代町学校評議員の委嘱について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 全校の学校評議員が一同に会する機会は設けられていますか。

山口副課長 会議は「学校単位」です。

中村委員長 年何回程度会議を開催していますか。

山口副課長 年３回程度、学校公開の機会に実施します。

中村委員長 議案第２１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、議案第２２号をお願いします。

議案第２２号 宮代町いじめ不登校対策会議設置要綱について
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山口副課長 議案第２２号 宮代町いじめ不登校対策会議設置要綱について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 ご質問等ございましたらお願いします。

吉羽教育長 いじめ防止対策推進法施行により、学校は「いじめ防止基本方針」を定めて取り

組むことが義務づけられています。実際策定し、取組みの年間計画により実践し

ています。地方自治体では努力規定ですが、町方針の中で設置について述べてい

ますので、今回設置要綱を定めるものです。

なお、宮代町では推進法の前からいじめ防止対策推進会議を立ち上げ、年３回管

理職、生徒指導主任、養護教諭、さわやか相談員、スクールカウンセラー、町教

育相談員等を含めた会議を開催しています。今回、人権擁護委員など福祉も含め

た広い視野、立場から会を設置して総合的に推進していきます。

実質的には従来からありましたが、今日不登校関係は学校だけでは対応しきれな

いケースもありますので設置するものです。

中村委員長 会議の位置づけですが、教育委員会に対して意見を述べるものですか。

渡邉課長 「附属機関」ではなく、関係機関が集まって情報共有、連携確認、調整する場と

位置づけています。仮にいじめ問題が発生して調査組織が必要な場合は「附属機

関」です。町長が設けることになりますが、これとは異なり、連携を効果的に進

めるための場です。

武笠職務代理 会議の決定内容などは教育委員会へも報告がありますか。我々は委員として参加

しなくて良いでしょうか

渡邉課長 事務局が参加していますので報告します。

武笠職務代理 「情報共有」という点で、私たちも立場上いろいろと情報が入るので知っておき

たいと思います。

渡邉課長 設置趣旨は「関係機関の連携」にあります。

武笠職務代理 わかりました。

中村委員長 要綱上の「教育長」は、制度の新旧により変わりますか。

吉羽教育長 新旧に関わらず、「教育長」は責任ある立場としてこうした問題に率先してあたり

ます。

寺尾委員 「会長」の立場はどのようになりますか。

渡邉課長 会長が会議を招集とも考えましたが、「連携」の場であるため「教育長」が招集し

て「会長が会議執行」と整理しています。

寺尾委員 委員から開催を要請する項目は不要でしょうか。

渡邉課長 定めてはいませんが、教育長へ進言して開催できる運用と考えています。

中村委員長 議案第２２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、議案第２３号をお願いします。

※閉会後、委員協議により名称を「宮代町いじめ不登校連絡対策会議」に改称
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議案第２３号 公立学校施設整備計画の事後評価について

井上副課長 議案第２３号 公立学校施設整備計画の事後評価について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 所定の様式とのことです。成果等に対する記述内容を確認すればよろしいでしよ

うか。

井上副課長 はい。

中村委員長 議案第２３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。

７．その他

（１）平成２７年度 宮代町の教育の刊行について

井上副課長 平成２７年度 宮代町の教育の刊行について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 配布先はどこでしょうか。

井上副課長 関係教育機関です。近隣自治体へは町ホームページのリンクをご案内しています。

中村委員長 お気づきの点がありましたら、後ほど事務局へお知らせください。

他に、「その他」ございますか。

中学校教科書採択について

山口副課長 中学校教科書採択について（資料により説明を行う）

中村委員長 教科の担当割りを協議とのことです。

（協議により各教科を担当する委員を決定。）

町立小中学校の適正配置について

中村委員長 方針策定の時期はどのように予定していますか。

井上副課長 ６月末までに完成と考えていました。

中村委員長 協議の機会について日程調整しましょう。

（調整し、６月１５日（月）臨時会開催を決定）

教育振興基本計画について

井上副課長 前回定例会にて策定の了解を得ましたので、今回「構成案」として用意しました。

確認いただき、ご意見があれば後日事務局へお知らせいただきたいと思います。

中村委員長 その辺は事務局で感触を得ていただいてお願いします。

他にございますか。

井上室長 年間予定表では、次回は６月２５日（木）の予定です、よろしいでしょうか。

（６月２５日（木）９時３０分開会、会場は須賀小学校）

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 12時 00 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２７年６月２５日

委員長

委 員

委 員

委 員

委 員

会議録調製員 井上正己


