
平成２８年 第８回定例教育委員会

平成２８年８月１９日（金）
午後 ３時から
宮代町役場２０２会議室

１．開会の宣言 教育長

２．教育長報告

(１）あいさつ及び概要報告

３．事務局報告

(１)平成２７年度一般会計教育費決算について・・・・・・・・・・・・・・別冊

「平成 27 年度 教育費の決算概要」

「平成 27 年度 主要な施策に関する説明書」

(２)学校教育関係について

ア ９月の行事予定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P１

(３)生涯学習関係について

ア ９月の事業予定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３

４．審議案件

議案第２６号

教育委員会の事務に関する点検評価報告書（案）について ・・・・・・・・P５

５．その他

６．次回教育委員会について

７．前回会議録の承認

８．閉会宣言 教育長
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（２）学校教育関係について

ア．９月の行事予定

〔例〕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（木） 始業式 一斉下校

避難訓練(笠) <竜巻>(東)

教育実習開始～9/29(東）

始業式

避難訓練(百) 防災訓練(前)

PTA あいさつ運動(須)

２日（金） 校長会(評価者研修）

給食開始避難訓練<地震>(百) 避難訓練(須)

３日（土）

４日（日）

５日（月） 校内研修(須・百)

職員会議(東・笠)

埼葛地区学力検査３年

６日（火） 教頭会(評価者研修)

かしの木集会(百)

臨時歯科健診 3・5年(笠)

体育祭スローガン発表(百)

７日（水） 愛校作業<除草>・教育相談日(笠)

運動会係打合せ(東)

PTA あいさつ運動(百)

８日（木） 校内研修(東) 校内研修(須) 臨時歯科健診(前)

白岡・宮代英語弁論大会

９日（金） 運動会打合せ(笠)

10 日（土） 町内科学展～9/11(会場：東小)

11 日（日）

12 日（月） 職員会議(須)校内研修(笠)

教育実習～9/30(百・笠）

専門委員会<体育祭>(百)

職員会議(前)

13 日（火）

14 日（水） 第一回就学支援専門委員会

運動会係打合せ(須・東) PTA あいさつ運動(百)

15 日（木） 校内研修(須) 運動会打合せ(百) 運動会予行(須)

体育祭予行(百・前)

16 日（金） 運動会打合せ(笠) 運動会・体育祭準備

17 日（土） 秋季大運動会(須) 体育祭(百・前)

18 日（日）

19 日（月） 敬老の日

20 日（火） 運動会予備日①(須) 新人陸上大会

21 日（水） ふれあいデー

運動会係打合せ(須)

運動会打合せ(百)

体育祭予備日①(百・前)

22 日（木） 秋分の日
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23 日（金） 運動会準備

教育実習～10/7(須・百）

運動会予備日②(須)

振替休業日(前)

24 日（土） 運動会

25 日（日） 運動会予備日

26 日（月） 運動会予備日②(東)

振替休業日(須・百・笠)

職員会議・壮行会(須)

27 日（火） 教育実習開始(須)

運動会予備日②(百・笠)

壮行会(百)

28 日（水） 新人体育大会地区大会～9/29

PTA あいさつ運動(百)

29 日（木） 校内研修(須) 歯科検診３年(須)

30 日（金） 校内研修(笠) 振替休業日(東)

修学旅行前健康診断(笠)
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（３）生 涯 学 習 関 係

ア．９月の事業予定（教育委員会主催事業）

日 時 内 容 場 所

３日（土）

(9:30-9:45 入学式)

9:45-12:00

子ども大学みやしろ（第１回/全４回）

■日本工業大学と町が連携して子どもの知的好奇心を満足

させる学びの機会の提供を目的に実施するもの。

●内容：【はてな学】からくり人形なぜ歩く？

電気を使わずに地球の力で二足歩行するからくり人形を

作ろう！

●対象：小学生４～６年生

●講師：日本工業大学 機械工学科講師

●参加：５１名

日本工業大学

ＬＣセンターマ

ルチメディア教

室、機械実工学

教育センター２

Ｆ講義室

４日（日）

10:00-12:00

おとなの体力テスト

◆体力測定を実施し参加者の体力年齢を測定する。

＊後日測定の結果を県に報告。

●内容：反復横とび、２０ｍシャトルラン他

●対象：２０才～７９才

●定員：４６名（県からの要請数）

ぐるる宮代

サブアリーナ

１０（土）

9:30-12:00

子ども大学みやしろ（第２回/全４回）

●内容：【はてな学】おもしろデザイン講座

自分でつくるインテリアライト。紙や木、プラスチック

などの材料でかっこ良い照明器具を作ってみよう！

●対象：小学生４～６年生

●講師：日本工業大学 機械工学科教授

●参加：５１名

日本工業大学

スチューデント

ラボ

１７日（土）

14:00-16:00

スポーツフィールド（第４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：１８歳以上の方（小学生～１７歳の方は、１８歳

以上の方と同行の場合は参加可。）

ぐるる宮代

サブアリーナ
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２０日（火）

10:00-12:00

みやしろ大学 第 5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：南極・北極探検の歴史と日本南極観測隊の活動

●講師：国立極地研究所 石沢賢二 氏

●対象：みやしろ大学受講生・一般参加者（オープンカレッジ）

進修館大ホール

２５日（日）

14:00-16:00

ビブリオバトル“この本イチオシ！” ～ティーンズ編 2016～

■ビブリオバトルとは、誰でも参加できる本の紹介コミュ

ニケーションゲーム。発表者がお気に入りの本を 5 分で

アピール、最後にどの本が一番読みたくなったかを基準

に参加者全員で投票を行い、最多票を集めたものを『チ

ャンプ本』とする。

●対象：中学生・高校生（町内外問わず）

●主催：宮代町立図書館・宮代町教育委員会

宮代町立図書館

研修室

２５日（日）

10:00-12:00

琵琶の調べ

●内容：町指定文化財である旧加藤家住宅の座敷を舞台に、

薩摩琵琶の演奏を中心に、朗読や講談を鑑賞してもらう。

●対象：一般（事前申し込み制）

●演目：俊寛（琵琶）・お富与三郎（講談）・轉性（朗読）

郷土資料館

旧加藤家住宅

２７日（火）～

３０日（金）

郷土資料館 収蔵庫くん蒸に伴う休館

●文化財害虫などの駆除のため、特別収蔵庫・一般収蔵庫

のくん蒸をおこなう。

＊西原自然の森全体が休館

郷土資料館



5

議案第２６号

教育委員会の事務に関する点検評価報告書（案）について

教育委員会の事務に関する点検評価報告書（案）を別冊のとおり提出する。

平成２８年８月１９日提出

宮代町教育委員会

教育長 中村 敏明

提 案 理 由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき、教育委員

会の事務に関する点検評価報告書を作成するとともに、議会に提出し、公表する

ことについて承認を求めるため、この案を提出するものである。


