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平成２９年 第３回宮代町教育委員会定例会会議録

招集年月日 平成 29 年 3 月 15 日 午後 3 時 開 催 場 所 役場２０４会議室

開閉の日時

及び宣告者

平成 29 年 3 月 15 日 午後 2 時 55 分 教 育 長 中村 敏明

平成 29 年 3 月 15 日 午後 4 時 10 分 教 育 長 中村 敏明

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 斎藤和浩

学校管理幹兼副課長（学校教育） 鈴木修平

生涯学習室長 佐藤賢治

副課長（教育総務） 井上正己

教 育 長 中村 敏明 出席

職務代理者 寺尾 裕 出席

教育委員 深井 美智子 出席

教育委員 吉澤 久美子 出席

教育委員 田中 卓也 出席

議案件名

教育長報告

（１）あいさつ及び概要報告

（２）宮代町立小中学校職員の人事評価について

事務局報告

（１）平成２９年度宮代町教育委員会行事予定について

（２）校長会からの要望事項に対する取り組み状況について

(３) 学校教育関係

ア ４月の行事予定について

イ 平成２９年度着任式について

ウ 平成２９年度入学式について

エ 平成２８年度中学校卒業生の進路状況について

(４) 生涯学習関係

ア ４月の事業予定について

審議案件

議案第３号 宮代町立小・中学校管理規則の一部を改正する規則

議案第４号 宮代町立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令

議案第５号 宮代町教育相談員の委嘱について

議案第６号 宮代町立図書館協議会委員の委嘱について

議案第７号 宮代町スポーツ推進委員の委嘱について

議案第８号 平成２９年度宮代町教育委員会表彰の承認について

傍聴人 １名
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開 会 午後 2 時 55 分

１．開会の宣言

中村教育長 平成２９年第３回定例教育委員会をこれより開会いたします。

（全委員の出席を確認）

中村教育長 本日は、１名傍聴の申出があります。

本会は、宮代町教育委員会会議規則第 15 条により「原則公開」とされています

ので公開いたします。

２．教育長報告

（１）概要報告について

中村教育長 概要報告いたします。

（資料により概要報告を行う。）

以上、報告について、御質問等ございますか。

（意見、質問なし。）

（２）宮代町立小中学校職員人事評価について

中村教育長 平成２８年度の宮代町立小中学校職員人事評価について、埼玉県市町村立学校職

員の人事評価に関する規則第 9条の規定により報告します。

鈴木学校管理幹 （資料により説明を行う。）

中村教育長 この件について、御質問、御意見をお受けいたします。

吉澤委員 「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」各評価の基準について説明願います。

鈴木学校管理幹 「Ａ評価」は「特に優れている者」、「Ｂ評価」は「県民に誇れる教職員」、「Ｃ評

価」は「もう少し頑張る必要がある者」、「Ｄ評価」は「課題があり、改善を要す

る者」としています。

吉澤委員 「Ｃ」「Ｄ」の方に対しては、何らかの指導のようなものが行われますか。

鈴木学校管理幹 「Ｃ」については、まず各校においてそれぞれの課題に対応した指導をしていく

ことになります。

中村教育長 「Ｃ評価」は管理者である学校長が校内で指導を、これが改善されないと「Ｄ評

価」となり、法定の改善研修（校外）を受けていただく場合もあります。

中村教育長 他にございますか。

（意見、質問なし）

中村教育長 次に、事務局報告に移ります。

（１）平成２９年度宮代町教育委員会行事予定について、事務局から説明いたし

ます。
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３．事務局報告

（１）平成２９年度宮代町教育委員会行事予定について

斎藤課長 （１）平成２９年度宮代町教育委員会行事予定

（資料により説明を行う。）

中村教育長 ただいまの報告に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

（意見、質問なし）

中村教育長 次に、報告事項（２）説明をお願いします。

（２）校長会からの要望事項に対する取組状況について

斎藤課長

各担当

（２）校長会からの要望事項に対する取組状況

（資料により説明を行う。）

中村教育長 ただいまの報告に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

吉澤委員 ２．（３）（４）の要望については、予算もあると思いますが大きな事故につなが

らないよう必要な事項です。また、使い方による事故というものも聞きますので

その指導についても努めて欲しいと思います。

井上副課長 施設・設備につきましては法定の定期点検を実施しています。その結果発見され

た不具合があれば学校と連絡をとりながら改善に努めています。

鈴木学校管理幹 学校の安全点検については法定では「学期毎」とされていますが、毎月定期的に

実施しています。また、日常では掃除の反省会において児童生徒の気付きや、先

生が教室出るときに確認するなど、日々校内で実践されており、こうした活動が

マンネリ化しないように月１回の報告としています。

多くの目、そして業者点検により、安全を守るよう努めています。

深井委員 学校図書費の予算について、他の自治体と比べてどうでしょうか。

鈴木学校管理幹 他の自治体との比較は持ち合わせていませんが、昨年度同様の予算額です。

図書館システム導入時に、一部の学校では不要処分の図書が多かったため充足率

が低下していますが、生涯学習担当と連携して町図書館の検索システムを導入

し、図書の案内をしています。

また、読書活動として、「学期で○○冊」という目標を掲げたり、課題図書によ

る夏休みの感想文、朝読書推進など本に親しむ工夫を日常的に推進しています。

また、町立図書館では毎学期クラス２０冊の貸出をいただいている他、司書の方

が各校を巡回されています。

中村教育長 他の自治体の状況については、改めて調査、報告しますが、地方交付税の算定基

礎というものがあるため、いずれも同程度の予算水準と思われます。

他にございますか。

（意見、質問なし）

中村教育長 次に、報告事項（３）説明をお願いします。
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（３）学校教育関係について

鈴木学校管理幹 （２）学校教育関係

ア ４月の行事予定について

イ 平成２９年度教職員着任式について

ウ 平成２９年度入学式について

エ 平成２８年度中学校卒業生進路状況について

（資料により説明を行う。）

中村教育長 ただいまの報告に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

（意見、質問なし）

中村教育長 次に、報告事項（４）説明をお願いします。

（４）生涯学習関係について

佐藤室長 （４）生涯学習関係について

ア ４月の事業予定について

（資料により説明を行う。）

中村教育長 ただいまの報告に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

（意見、質問なし）

中村教育長 次に、４．審議案件に入ります。

議案第３号並びに第４号は関連がありますので一括して御提案します。

４．審議案件

議案第３号 宮代町立小・中学校管理規則の一部を改正する規則について

議案第４号 宮代町立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令について

鈴木学校管理幹 議案第３号 宮代町立小・中学校管理規則の一部を改正する規則について

議案第４号 宮代町立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令について

（資料により説明を行う。）

中村教育長 制度として「介護時間」が設けられたことによる改正です。

ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

（意見、質問なし）

中村教育長 では、お諮りします。

議案第３号並びに第４号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。

（異議なし）

中村教育長 承認されました。

次に、議案第５号に移ります。

議案第５号 平成２９年度宮代町教育相談員の委嘱について

鈴木学校管理幹 平成２９年度当初宮代町教育相談員の委嘱

（資料により説明を行う。）

中村教育長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

中村教育長 他にご質問、ご意見ございますでしょうか。
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（意見、質問なし）

中村教育長 では、お諮りします。

議案第５号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。

（異議なし）

承認されました。次に、議案第６号に移ります。

議案第６号 宮代町スポーツ推進委員の委嘱について

佐藤室長 宮代町スポーツ推進委員の委嘱

（資料により説明を行う。）

中村教育長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

中村教育長 他にご質問、ご意見ございますでしょうか。

（意見、質問なし）

中村教育長 では、お諮りします。

議案第６号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。

（異議なし）

承認されました。次に、議案第７号に移ります。

議案第７号 宮代町立図書館協議会委員の委嘱について

佐藤室長 宮代町立図書館協議会委員の委嘱

（資料により説明を行う。）

中村教育長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

（意見、質問なし）

中村教育長 では、お諮りします。

議案第７号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。

（異議なし）

承認されました。次に、議案第８号に移ります。

議案第８号 平成２９年度宮代町教育委員会表彰の承認について

井上副課長 平成２９年度宮代町教育委員会表彰の承認

本件については一部公開前の人事案件を含むため、宮代町教育委員会会議規則第

15 条により「非公開」とさせていただきます。

（傍聴人退室）

（資料により説明を行う。）

中村教育長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。

（意見、質問なし）

中村教育長 では、お諮りします。

議案第８号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。

（異議なし）

承認されました。次に、５．その他に移ります。
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５．その他

鈴木学校管理幹 （小・中学校入学式の出席者調整）

中村教育長 他にございますか。（なし）

中村教育長 次回定例教育委員会の日程をお願いします。

６．次回教育委員会について

井上副課長 （調整後、４月２１日（金）午後４時開会、会場は役場会議室と決定）

７．前回会議録の承認

中村教育長 前回会議録の承認並びに署名をお願いします。

平成２９年２月２２日開催の平成２９年第２回定例教育委員会の会議録につき

ましては、あらかじめ委員の皆様方に配付したとおりです。

お手元の会議録にご異議ございませんでしょうか。

（異議なし。）

異議ないようですので、前回の会議録へ署名をお願いします。

（会議録署名）

８．閉会

（閉会午後 4時 10 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２９年４月２１日

教育長

教育長職務代理者

委 員

委 員

委 員

会議録調製員 井上正己


