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平成２７年６月定例宮代町教育委員会 会議録

招集年月日 平成 27 年 6 月 25 日 午前 9時 30 分 開 催 場 所 須賀小学校 会議室

開閉の日時

及び宣告者

平成 27 年 6 月 25 日 午前 9 時 25 分 委 員 長 中村昭雄

平成 27 年 6 月 25 日 午前 11時 55 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 一般質問と答弁の概要について

イ ６月定例議会の議案の議決結果について

（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 なし
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開 会 午前 9時 25 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 6 月 15 日は臨時会を開催、「小中学校適正配置」について協議いただきました。

ありがとうございました。

本日は須賀小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 本日会場校の相良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

相良校長 （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 25 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 昨日は臨時町議会があり、補正予算について審議、採決されました。教育関係で

は英語教育強化拠点事業があり、議決を経ています。

学校関係では、天候不順の中、各小学校ではその合間を縫ってプール学習も行わ

れているようです。また、中学校は修学旅行を無事終え、その様子は「学校だよ

り」でも確認いただけるかと思います。

また、小学校では夏休みに林間学校があります。昨今、浅間山の報道もあるため、

近くを通るルートは回避するよう考えているようです。修学旅行については箱根

山が心配されていますので各校とも行き先を変更しています。

夏休みに入りますと教職員が海外へ行くケースもあります。MERS 等の報道もある

ため、校長会を通して十分把握すること、危険回避、余裕を持った行程について

も促しているところです。

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６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。
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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、ご質問ございますか。

（意見、質問なし）

中村委員長 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 「家庭訪問」は、全校で実施されていますか。

山口副課長 小学校は全校、中学校では百間中でスタートし他校は必要に応じて実施している

ところです。

武笠職務代理 初任者の体験研修は以前から実施されていましたか。

山口副課長 夏季休業期間中を利用して３日間実施することになっています。内容については

各市町教育委員会で計画します。

中村委員長 「家庭訪問」は必要だと思いますが、実施は大変ではないでしょうか。

吉羽教育長 早いところでは４月、以降５、６月にかけて実施されています。

短い時間でも、直接保護者と話し合うことで面識ができれば、その後の様々な対

応に生かせますので、できるだけ早期に実施して欲しいと考えています。

中学校でも実施して欲しいところですが、三者面談や進路指導等もあり、また部

活動、発達段階の点からも確保が難しいところはあります。

中学校では各校の判断で、「一斉」「希望者」「個人面談」に替える等様々ですが、

小学校では是非実施して欲しいところです。

中村委員長 効果はあると思います。実施率はどの程度ですか。

吉羽教育長 小学校では全家庭実施します。期間中の日程調整が難しい家庭でも期間外に行う

ようにしています。

中村委員長 「サマースクール」の趣旨について説明願います。

吉羽教育長 基礎学力定着が目的です。全国学力テストや３つの達成目標の開始時期とほぼ一

致しています。

中村委員長 全員参加ですか。

吉羽教育長 希望者を対象としていますが、中には「受けて欲しい」児童もあるため促すこと

はあります。

中村委員長 教職員の負担はどの程度でしょうか。

吉羽教育長 （児童生徒は）夏休み中ですが、教員は「勤務日」です。涼しい午前中に学習し

て、午後はプールという組み合わせが多くなります。学期中、普段の授業では見

られない点を細やかに見て、基礎学力の定着を図っています。
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寺尾委員 須賀小学校のサマースクールは自治会に協力要請をしていると聞きます。拝見し

た依頼文ですと、先生と地域の関わり具合（程度）が分かりにくかったのですが

…。

吉羽教育長 須賀小学校につきましては、集会所で地域の子どもを集めることで、安全確保、

エアコンによる涼しい環境、地域の方との面識による日常生活の人間関係形成等

の趣旨から始めたものです。当然、先生方も参加しますので、先生方が教材を用

意し、内容を確認しています。これを地域の方々が○付けやフォローの手伝いを

いただいていますので、その意図が伝わるような文面としたいと思います。

山口副課長 当時教務として立ち上げにかかわりました。地域の方を巻き込んで安全確保と、

夏は暑いためエアコンのある環境で、また地域の方が参加しやすい場所というこ

とで、地区別学集会として集会所を活用しています。

使用するドリルは教員が中心となって学年に適した問題を作成し、地域の皆さん

は、○付けをしたりして子どもたちの意欲促しています。

また、長い夏季休暇を経て二学期へのステップの機会としてスタートしました。

寺尾委員 「必ず教員が付く」という点が分かれば、地域の方も参加しやすいのではないで

しょうか。

吉羽教育長 改善できるよう直したいと思います。

中村委員長 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

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 企画展の資料は用意されますか。

佐藤室長 はい。出来ましたら配布します。

中村委員長 他になければ、「その他」をお願いします。

７．その他

（１）町立小中学校適正配置計画について

井上副課長 町立小中学校適正配置計画について（臨時教育委員会での協議結果）

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 前回の意見を加筆したとのことです。お気づきの点は事務局へ報告してください。

寺尾委員 今後の方針策定までの予定をお聞かせください。

井上副課長 本日配布、説明したのは、前回会議のおさらいと確認です。本日はその内容につ

いて誤りがないかについてお知らせいただければと思います。その上で、方針と

して作成していきたいと考えています。大きな方向性は確認されていますので、

後は表現的なものを確認いただきながら作成を、と考えています。

中村委員長 分かりました。前回の委員の発言が趣旨としてまとめられているか確認いただき、

後日事務局へお知らせ願います。
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寺尾委員 その後の資料は事前配布としてください。

井上副課長 はい。

中村委員長 他に、その他ございますか。

（２）（仮）宮代町教育振興基本計画について

井上副課長 （仮）宮代町教育振興基本計画について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 １８の主要施策、６０の主な取り組みはどこが該当しますか。

井上副課長 主要施策は（ ）下記の数字の項目、取組みはア、イ、ウ…で表した項目です。

中村委員長 そうした体系が分かる一覧が必要ではないでしょうか。

井上副課長 全体像が見えないという趣旨かと思います。表として追加したいと思います。

中村委員長 本日はこうした枠組みについていかがか、という提案です。これまでの蓄積もあ

りますので、引き続き事務局でまとめていただき協議したいと思います。

井上副課長 はい。

中村委員長 次回までに資料が用意されますか。「急ぎ」の検討となるでしょうか。

渡邉課長 この件は、「年内」程度で考えていますので、時間は十分確保できると思います。

中村委員長 わかりました。他に、ございますか。

（３）教育委員と教職員の懇談について

渡邉課長 前年度は夏季休業中に実施しました。今年度の実施について確認です。

（開催概要、日程を調整し改めて報告する旨を確認）

８．次回の教育委員会について

中村委員長 次回日程についてお願いします。

井上室長 前回臨時会で調整した予定は、７月２０日（月）の予定です、よろしいでしょう

か。（７月２０日（月）午後５時開会、会場は役場２０４会議室）

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 55 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７月２０日

委員長

委 員

委 員

委 員

委 員

会議録調製員 井上正己


