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平成２８年２月定例宮代町教育委員会会議録

招集年月日 平成 28 年 2 月 25 日 午後 1 時 30 分 開 催 場 所 宮代町役場 204 会議室

開閉の日時

及び宣告者

平成 28 年 2 月 25 日 午後 1 時 25 分 委 員 長 中村昭雄

平成 28 年 2 月 25 日 午後 3 時 10 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２８年度教育予算の概要について

(１)学校教育関係

ア ２月の行事予定について

(２) 生涯学習関係

ア ２月の事業予定について

審議事項

議案第２号 平成２８年度教育行政重点施策について

議案第３号 宮代町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

の一部を改正する規則について
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開会 午後 1時 25 分

１．出席者確認

２．委員長挨拶

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。

開会に当たり、委員長からごあいさつをお願いします。

中村委員長 本日は午後開催です。朝目覚めると雪でしたが、三寒四温といいますか、徐々に

春に向かっているようです。1 月の教育フォーラムではお疲れ様でした。

一時流行したインフルエンザも収まってきているようです。また、中学生は高校

入試の最中かと思います。無事終えることを願っています。

本日もよろしくお願いいたします。

３．挨拶及び概要説明

吉羽教育長 インフルエンザの流行が例年より１ヶ月遅れとなり、学級閉鎖等もありましたが

現在は収束へ向かっているようです。埼玉県立高校の入試が３月２・３日にわた

り行われます。各中学校とも準備しているかと思います。

２月７日には町議会議員選挙がありましたが、先週、次期議員から一般質問通告

があり、教育関係では５名から「宮代町における良質な教育」「小中一貫教育」「小

中学校の手洗い場」「エアコンの設置」「小中学校適正配置」「小中学校の統廃合」

についていただいています。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）

本日の定例会では、報告事項３件と審議事項２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。

４．開会の宣言

中村委員長 平成２８年２月の定例教育委員会をこれより開会いたします。

よろしくお願いいたします。

５．報告事項

（１）平成２８年度教育予算の概要について

渡邉課長 （１）平成２８年度教育予算の概要について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 資料５ページに「住民１人あたり予算」の表記がありますが、教育関係予算です

から、児童生徒数で除した「子供１人あたり」の比較があっても良いのではない

でしょうか。また、他の市町村との比較もあれば見たいと思います。

また、３ページの「歳入」と６ページ「特定財源」の見方を補足願います。

渡邉課長 教育では社会教育分野もありますので「子供だけ」ではないのですが、検討しま

す。３ページは歳入全体の状況、６ページは教育費に充てられた特定財源です。

中村委員長 例年、特定財源と一般財源は２：８くらいでしょうか。地方創生の関係の交付金

があると思います。その財源はどこに充てられていますか。

渡邉課長 比率は建設事業の有無で大きく変わります。創世関係では「新みやしろ郷土かる
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た」に充てられています。

中村委員長 では、報告事項(1)学校教育関係をお願いします。

（１）学校教育関係

瀬田室長 ア ３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 報告事項(1)について、ご意見、ご質問はございませんか。

（意見、質問なし）

では、次にイ 平成２７年度卒業式について、お願いします。

瀬田室長 イ 平成２７年度卒業式について

（資料に沿って説明を行い、各委員の分担校を調整）

中村委員長 他になければ、次に報告事項(2)生涯学習関係をお願いします。

（２）生涯学習関係

佐藤室長 ア ３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 出演者「琵琶」の方は宮代町在住の方ですか。

佐藤室長 はい。是非にと申し出いただいた方です。

中村委員長 どこかで個人的に習っていたのでしょうか。

佐藤室長 そこまでの情報は得ていません、確認します。

（後に、薩摩琵琶流派「薩摩史水会」の方と報告）

中村委員長 他にないようでしたら、次に審議事項をお願いします。

６．審議事項

議案第２号 平成２８年度教育行政重点施策について

渡邉課長 議案第２号 平成２８度教育行政重点施策について、説明します。

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 ご説明ありがとうございます。

議案第２号について、ご意見、ご質問をお願いします。

中村委員長 ７ページに「図書館システム」についての記述があります。

ＰＴＡとの懇親会の場で、前回定例会で話題に上がった「冊数」を増やすために

町独自のリスト作成を提案したところ、新システムであればやりやすいとも聞き

ました。読書活動については三郷市でも取り組んでいるようですから、宮代町で

も「必読○○冊」、「学年○○冊」など、具体的な冊数を掲げることに取り組んで

はどうでしょうか。

吉羽教育長 「推薦図書」については埼玉県で実施しています。三郷市では市をあげて読書教

育を推進しているということですので研究いたします。図書の推薦については、

学校によっては図書ボランティアからの提案、推薦もあります。これを全校、学

年毎の指定までできるか、検討したいと思います。

中村委員長 具体的な図書名を示されると図書室へ足を運ぶ契機となります。時間をかけても
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良いと思いますので、是非取り組んで欲しいと思います。

６ページ、「総合的な不登校対策の推進」について、「総合的」の意味を補足願い

ます。

吉羽教育長 学校だけでなく、町等関係する機関も含めて実施するという意味合いです。

中村委員長 １０ページ「（２）教職員の資質の向上」について再確認です。

ここに掲げた施策で十分ということでしょうか。

また、「倫理確立委員会」について、どう活動するかについても記述してはどうで

しょうか。

吉羽教育長 「倫理確立委員会」は、月１回開催されています。埼玉県による管理担当へ訪問

においても内容の聞き取りがあります。また、町教育長訪問でも活動内容の聞き

取りを実施しています。今後は、校長会、教頭会を通じて情報交換、共有を図る

という方法も考えられます。

山口副課長 埼玉県から出ている服務規律リーフレットを確認、全校に周知しています。また、

スローガンにもある「互いに情報交換できる職場」を確認しています。

新年度早々には、若い教職員、臨時的任用職員を集めて、それぞれの生活、服務

について話す機会を設定するよう各校に指示しています。

中村委員長 教職員の健康診断が８月となっていますが、先生方はこの時期でしょうか。

山口副課長 ２通りあり、町で実施する健康診断は夏休み中を利用します。他に、該当年齢に

達した者は人間ドックを利用しています。

中村委員長 新採用教職員の場合は８月では遅いのではないでしょうか。

山口副課長 新採用教員については、採用時に行っています。

中村委員長 「メンタルヘルス」とはどのようなものですか。

山口副課長 メンタルヘルスチェック項目にそれぞれ回答、送付し、専門機関が診断結果が個

人宛にフィードバックされます。ストレスが多いと判断された場合には専門機関

への相談などが記されることもあります。

中村委員長 プライバシーへの配慮はどのようになっていますか。

渡邉課長 通知はあくまで個人あてです。

中村委員長 分かりました、他にございますか。

吉羽教育長 一点補足します。「スクールソーシャルワーカー」について、中学校では「さわや

か相談員」「ボランティア相談員」「不登校学習支援員」を配置していますが、小

学校にも相談できる方を配置できないか検討していましたが、平成２８年度から

配置される見込みとなっています。国、県でも積極的に推進しているとのことで

す。

中村委員長 「スクールカウンセラー」との違いは何でしょうか。

吉羽教育長 「スクールカウンセラー」は臨床心理士の資格を持った方です。「スクールソーシ

ャルワーカー」については、教育関係の方が多いようです。

中村委員長 「スクールソーシャルワーカー」は、各家庭に対しても対応していきますね。
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吉羽教育長 はい。

中村委員長 分かりました、他にございますか。

（意見、質問なし）

承認してよろしいでしょうか。

（一同、承認）

承認されました。次に、その他をお願いします。

議案第３号 宮代町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を

改正する規則について

井上副課長 議案第３号宮代町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部

を改正する規則についてについて、説明します。

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 条例、規則の記述方法なのでしょうが、「空欄」は分かり難いですね。

井上副課長 「例規」上の記述とのことです。

内容については、現在と大きく変わるものではありませんが、明記をするもので

す。

渡邉課長 新制度では教育長の権限が大きくなりますので、そのチェック体制を明文化する

ものです。

中村委員長 分かりました、他にございますか。

（意見、質問なし）

承認してよろしいでしょうか。

（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）町立小中学校放射線測定結果（ﾎｯﾄｽﾎﾟｯﾄ）について

井上副課長 町立小中学校放射線測定結果（ﾎｯﾄｽﾎﾟｯﾄ）について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 全体的に低くなっているということですね。

井上副課長 はい。基準値超えはありません。

（２）教育フォーラム報告について

井上副課長 教育フォーラム意見交流シートの意見について

（資料に沿って説明を行う。）

中村委員長 広報の仕方として、会場の図書館入り口にも表示してもよかったと感じました。

また、他の関係機関のスケジュールとも十分調整願います。

井上副課長 はい、以後配慮していきます。

渡邉課長 関連ですが、新年度に住民説明をするにあたり、教育委員会方針を町としての「適

正配置計画」として庁内的に整理しておきたいと考え、進めています。

中村委員長 現在の周知度はどの程度でしょうか。
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渡邉課長 学校数について、経営会議での承認は得ていますが、町民周知に先立ちこれを町

計画として位置づけることが必要です。

武笠職務代理 「適正配置」について、町広報への掲載はできないでしょうか。

井上副課長 地域説明会の開催は広報掲載となりますので、これに併せて計画概要を掲載する

ことになります。

武笠職務代理 事前の周知は大切です。

中村委員長 合わせて、主要な点をＡ３判 1枚程度で分かるものを用意しましょう。

井上副課長 はい、ありがとうございます。

渡邉課長 庁内決定された場合には、まず議会へ報告し、続いて町民あて説明、という手順

となります。

中村委員長 他にございますか。

井上副課長 「宮代町教育振興基本計画」の表紙について相談です。

（表紙原稿案を説明、意見交換）

井上副課長 ご意見に基づき修正します。

中村委員長 他になければ、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３月１５日（火）ですが、いかがでしょうか。

（定例会は午前１４時３０分から、会場は役場会議室を予定）

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 （閉会午前 15 時 12 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３月１５日

委員長

委 員

委 員

委 員

委 員

会議録調製員 井上正己


