
平成２９年 第９回定例教育委員会

平成２９年８月２１日（月）
午後 ３時から
宮代町役場 101・102 会議室

１．開会の宣言 教育長

２．あいさつ

３．概要報告

４．事務局報告

(１)平成２８年度一般会計教育費決算について・・・・・・・・・・・・・・別冊

「平成 28 年度 教育費の決算概要」

「平成 28 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

５．審議案件

議案第１９号 専決処分の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・P５

議案第２０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・・P７

６．その他

７．次回教育委員会について

８．前回会議録の承認

９．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

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（金） 始業式 一斉下校

竜巻対応避難訓練(東)

始業式

避難訓練(百) 防災訓練(前)

２日（土）

３日（日）

４日（月） 校長会・評価者研修

給食開始

避難訓練（百）竜巻対応（須）

校長会・評価者研修

給食開始

避難訓練（須）

５日（火） 教頭会・評価者研修 教頭会・評価者研修

第２回埼葛地区学力検査
生徒会朝会＜任命式＞・体育祭スローガン発表（百）

６日（水） PTA 常任委員会（東）

臨時歯科健診・除草活動（笠）

PTA あいさつ運動（百）

７日（木） 運動会係打合（笠） 臨時歯科健診１・２年（前）

８日（金） 町内科学展搬入・審査（笠小会場）

安全点検日（須）

安全点検日（百・前）

コミ協あいさつ運動（全中学校）

９日（土） 町内科学展（笠小会場） 町内科学展（笠小会場）

10 日（日） 町内科学展（笠小会場） 町内科学展（笠小会場）

11 日（月） 安全点検（百）

教育実習～10/6（笠）

12 日（火） 白岡・宮代地区英語弁論大会（全中学

校）＜はぴす白岡にて＞

13 日（水） 宮代町就学支援委員会

運動会係打合（須・東）

宮代町就学支援委員会

PTA あいさつ運動（百）

体育祭開会式練習（前）

14 日（木） 運動会係打合（百）(笠) 運動会・体育祭予行（全中学校）

15 日（金） 運動会全体練習（百） 運動会・体育祭準備（全中学校）

16 日（土） 運動会・体育祭 6年生鼓笛参加（須・百） 運動会・体育祭（須・百・前）

17 日（日）

18 日（月） 敬老の日 敬老の日

19 日（火） 運動会全体練習（百） 生徒会朝会＜激励会＞（前）

20 日（水） 運動会係打合（須・東）

21 日（木） ふれあいデー

運動会係打合（百）

ふれあいデー

22 日（金） 運動会準備（全小学校）

特別日課７時間（東・笠）

運動会振替休業日（前）

23 日（土） 秋分の日 秋分の日
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24 日（日） 運動会（須・百・東・笠）

25 日（月） 運動会振替休業日（須・百・東） 全校集会＜激励会＞（須）

26 日（火） 生徒会朝会＜激励会＞（百）

27 日（水） 修学旅行事前健康診断（笠） 新人戦 1日目（全中学校）

3年生臨時歯科健診（須）

28 日（木） 修学旅行事前健康診断（須）

学力向上パワーアップ週間（百）

家庭読書の日（東）

修学旅行事前健康診断（東）
職員資質向上研修＜ハイブリット研修＞（笠）

新人戦２日目

29 日（金） 運動会振替休業日（笠）

臨時的任用教員授業研究会（百）

30 日（土） 新人戦３日目
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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

１２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：コンサートの時間 ～日工大・アワー～

●講師：日本工業大学 吹奏楽団

●対象：みやしろ大学受講生

日本工業大学

学友会館

１６日（土）

10:00-12:00

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：カローリング

●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

１６日（土）

(13:30-13:50 入学式)

14:00-15:50

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】ふしぎな発電！

木炭とアルミ箔、温度差、光など、いろいろな方法で電

気が起こることを自分で作って確かめてみよう！

●対象：小学生４～６年生

●講師：日本工業大学 電気電子工学科講師

●参加：５７名

※第３回以降の予定 第３回 10 月 21 日(東武動物公園)、

第４回 11月 12 日(日本工業大学)

日本工業大学

ＬＣセンターマ

ルチメディア教

室、９号館３F

実験室

２３日（土）

9:30-11:30

子ども大学みやしろ（第２回/全４回）

●内容：【はてな学】わりばし鉄砲を作ろう！

森林保護とわりばしの関係を学んだあとに、かっこいい

「わりばし鉄砲」を作ってみよう！

●対象：小学生４～６年生

●講師：日本工業大学 学生環境推進委員会の大学生

●参加：５７名

日本工業大学

物理実験研究棟
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２３日（土）

12:00-16:00

移築民家と「アタラシイ」ゲキ１４

●内容：宮代町に伝わる昔話や伝説、周辺地域の歴史など

を題材にした劇を上演。

●対象：一般

●定員：特になし

郷土資料館

旧加藤家住宅

２４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、

薩摩琵琶の演奏や講談を鑑賞してもらう。

●対象：一般

●演目：（琵琶）「壇ノ浦の戦い」、「大楠公」、「敦盛」

（講談）文七の結い」

郷土資料館

旧加藤家住宅

２６日（火）～

２９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
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議案第１９号

専決処分の承認を求めることについて

平成３０年度使用小学校教科用図書（道徳）採択について、宮代町教育委員会権限に

属する事務の委任等に関する規則第３条第１項の規定により専決処分したので、これを

報告し、承認を求める。

平成２９年８月２１日提出

宮代町教育委員会

教育長 中村 敏明

提 案 理 由

平成３０年度使用小学校教科用図書（道徳）採択について、緊急を要し、かつ会議

を開く暇がなかったことにより平成２９年７月２１日に専決処分を行ったため本案を

提出するものである。
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専決第１号

専 決 処 分 書

平成３０年度使用小学校教科用図書（道徳）採択について、次のとおり専決処分する。

平成２９年７月２１日

宮代町教育委員会

教育長 中村 敏明

平成３０年度使用小学校教科用図書（道徳） 学 研



７

議案第２０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２９年８月２１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。


