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平成３０年 第２回宮代町教育委員会定例会会議録

招集年月日 平成 30 年 2 月 22 日 午後 6 時 開 催 場 所 役場 204 会議室

開閉の日時

及び宣告者

平成 30 年 2 月 22 日 午後 6 時 教 育 長 中村 敏明

平成 30 年 2 月 22 日 午後 8 時 15 分 教 育 長 中村 敏明

議長代理 － 仮議長 － 会議録調製員 高橋 正巳

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） 山口隆夫

生涯学習室長 飯山 武

副課長（教育総務） 高橋正巳

教 育 長 中村 敏明 出席

職務代理 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

概要報告

（１）概要報告

事務局報告

（１）平成３０年３月宮代町議会定例会関係

ア 平成２９年度一般会計補正予算（第５号）について

イ 一般質問と答弁の概要について

（２）平成３０年度教育予算の概要

（３）学校教育関係

ア ３月の行事予定について

イ 平成２９年度卒業式について

（４）生涯学習関係

ア ３月の事業予定について

審議案件

議案第１号 平成３０年度教育行政重点施策の承認について

議案第２号 宮代町教育委員会表彰規程取扱要領の一部改正について

議案第３号 平成３０年度当初宮代町小中学校教職員人事異動の承認について

その他 傍聴人３名
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開 会 午後 6時 00 分

１ 開会の宣言

中村教育長 平成３０年第２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）

２ 概要報告

中村教育長

高橋副課長

前回定例会以降の概要につきまして、事務局より報告します。

（資料により概要報告を行う。）

中村教育長 次に、事務局報告に移ります。

（１）平成３０年３月宮代町議会定例会関係について、事務局から説明いたしま

す。

３ 事務局報告

（１）平成３０年３月宮代町議会定例会関係

斎藤課長 （１）平成３０年３月宮代町議会定例会関係

ア 平成２９年度一般会計補正予算（第５号）について

イ 一般質問と答弁の概要について

（資料に沿って説明を行う。）

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）平成３０年度教育予算の概要について、事務局から説明を

いたします。

（２）平成３０年度教育予算の概要

斎藤課長

各担当

（２）平成３０年度教育予算の概要

（資料に沿って説明を行う。）

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（３）学校教育関係について、説明をお願いします。

（３）学校教育関係

山口学校管理幹 （３）学校教育関係

ア ３月の行事予定について

（P5 小中連絡会・百間中出前事業（東）が 3/16 から 3/19 に変更）

イ 平成２９年度卒業式について

（資料に沿って説明を行う。）

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）

※平成２９年度卒業式について、各委員の出席校が確定

中村教育長 次に、報告事項（４）生涯学習関係について、説明をお願いします。
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（４）生涯学習関係

飯山室長 （４）生涯学習関係

ア ３月の事業予定について

（資料に沿って説明を行う。）

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、審議案件に入ります。

議案第１号 平成３０年度教育行政重点施策の承認について、説明をお願いしま

す。

４ 審議案件

議案第１号 平成３０年度教育行政重点施策の承認について

斎藤課長

各担当

平成３０年度教育行政重点施策の承認について

（資料により説明を行う。）

（P4 施策（４）ア 情緒学級（東小学校）の（東小学校）を削除）

（P11 施策（１）ア ◎プログラミング体験 Scratch 講座を削除）

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。

寺尾職務代理者 英語科について平成 32 年度に向けた骨組みが出来ているようですが、現状に合

わせた修正等、児童に極力反映されるようぜひお願いしたいと思います。

ALT や外国語活動をやる教員というのは、小学校の教員としてすでに増員してい

るのでしょうか。今回初めて増員する日本人教員に関してはどうなのか、今年 2

月 16 日に市町村教育委員会の研究協議会が文科省であり、英語の教科化をやっ

ていくことは良いけど、少し同意が足らないのではないかと、色々問題があるよ

うでした。

小学校の教員は特に全科を教えるという大原則があり、本当に英語の教育ができ

るのかあるいはそれだけの研修をしているのか教育委員会としてはきちんと計

画すべきではないか、現実問題として改善の余地があると思います。

働き方改革ということで教員自体がとにかく労働時間が長すぎることが問題に

なっていますが、仕事の分類ごとに見直すとか、配慮が必要であると思います。

また、共同参加した研修会で授業自体ではなくて、その補助に関し印刷や準備等、

教員免許のない人を雇うことができるというような説明がありました。個人的に

は疑問が残りますが、そんなに切羽詰まっている状況だとしたら、1 人の先生が

受け持つ生徒数を減らす方法があり、それが出来れば良いのですが、それは簡単

にいかないと思います。宮代町の場合、小学校において 35 人学級を導入してい

ますが、他の自治体ではペアでやる形とか補助する方法もありました。それにつ

いて文科省が現状把握をするという話もありました。

タイムカードという話が出てきました。教員として考えた場合少し馴染まない印

象で、教員はある程度自由度があり、児童生徒と向き合う時間が長いことに対し

てタイムカードを導入することは論外であると感じました。私のほうで一番心配
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しているのは英語ですが、英語以外に関しても研修・教育強化、教材の研究をす

る時間が必要ではないか、そういうものが生徒児童に反映されていく必要がある

と感じました。

具体的なものについて指摘するものであれば、例えば教育委員会で示している学

力調査結果を平成 32 年度には平均値を全国平均より上げるとなっていますが、

この場合どういったことを各学校に指示するのか、検討が必要であると感じまし

た。

中村教育長 まず、小学校の英語につきましては 外国語教育強化地域拠点事業の指定を 4 年

間受けてまいりましたが、来年から 2年間の移行措置期間が始まります。この 2

年間で元の形に戻してしまうと、授業時間数が減ってしまいますので、今までの

ノウハウを活かすということで、指定校ではありませんでしたが須賀小と百間小

でも英語科に対する情報提供をしておりましたので、それを活かし、4校全てを

特例校とする予定です。

サポートとしては、外国 ALT が 4 校に 1人配置であったものを来年は 2校に 1 人

に増員いたします。国では全国で約 2,000 人の英語専科教員の加配を予定してお

り、その内 50 人が埼玉県に配置される予定です。埼玉県配置の 1 人が宮代町へ

配置される予定です。この教員については、百間小と須賀小の兼務を考えていま

す。結果として、英語の資格を持っている教員（百間小・須賀小）、加配教員、

町で雇用する英語補助、ALT の計 4人で授業を受け持つことになります。笠原小

と東小は加配教員がなく、担任、補助教員と ALT の 3人で授業にあたる予定です。

百間小と須賀小においては加配教員がいることで、担任の負担も軽減されると考

えています。英語の教材については、東小と笠原小の教材を活用することで、来

年に向けて改善等を加えているところです。

サポーターの件については、文科省の予算措置は宮代町では受けられないと思い

ます。サポーターのための仕事を生み出すためにスケジュール管理する事は厳し

いと思います。学校はある程度秘密保持がある事からも難しいと感じます。当町

では校務支援システムを導入済であり、ある程度事務の軽減は図られていると感

じます。

タイムカードについては馴染むものと馴染まないものがあることや、公務員特例

法等の法令が改正されない状況で、効果的に運用するのは難しいと思います。東

京都渋谷区では開始 5 分前でなければ、校門を開けないと聞いています。勤務時

間に合わせて学校を開けるところもありますが、児童への対応を考えると中々難

しいと感じます。

教科の研修については、授業研究会を開いたり、指導主事が赴き指導している部

分もあります。また、教員が自主的に算数協議会を月 1回、百間小において行っ

ているケースもあります。

学力向上については、学力向上推進委員会のもち方を工夫しました。1回目は校

長・教務主任、2回目は研修主任、そして 3 回目は教科主任を集めて、来年度に
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向けて準備体制を整えているところです。大きな課題であり、日々の中で学力向

上に取り組んでもらっているところです。

働き方改革については管理職である校長・教頭へ、先生が意欲を持つことや子供

たちのための仕事を否定するようなことはしないようにと伝えてあります。スト

レスチェックを健康事業団に委託しているところでありますが、本町の場合、仕

事の量や質に対するストレスは強いものの、管理職の支援、仲間の支援を大きく

感じており、トータルでは、ストレスは平均並です。今後も充実感を持てるよう

に仕事にあたらせながら、削れるところは削って働き方改革を目指していきたい

と考えています。

寺尾職務代理者 実はＰＲが足りないという話が前述の分科会で出ました。教育委員会が何をやっ

ているか、宣伝とか広く一般に知らせる必要があるとの意見がありました。

部活とスポーツに関わる話で、中体連の大会に出るのに制約があるとのことで、

1 校では部活の人数が成立しないとの話がありました。

中村教育長 2 校合同は OKですが、3校合同では大会に出られません。

寺尾職務代理者 磐田市では、多くが合同チームで部活動をしており、一斉に時間をとるのが大変

との話もありました。宮代町も検討の余地があると思いますが。

中村教育長 宮代町もすでに一部では実施しています。部活についても文科省は負担軽減のた

め、Weekday で週 1 回、土日のいずれか 1日を休むよう通知を出す予定と聞いて

います。部活の統合については学校が決めていくことですが、教育員会でも手助

けができると思います。

吉澤委員 野球部が合同チームとなることについて、どのような理由がありますか。

中村教育長 前原中と百間中が比較的近いので一緒にやろうとのことでした。また、社会体育

の中で、昨年、3 中学校合同で関東大会に出場しました。

田中委員 学力向上に関し、以前から気になっていたことがあります。子供たちが役場周辺

でいつも遊んでいます。あのエネルギーを勉強に向けられないかと考えていま

す。日工大・共栄大と宮代町で連携関係にあります。理数系は日工大、文系は共

栄大という風に学生との連携が取れると思います。子供たちの遊ぶ風景が宮代町

の原風景だと思うので、いい形に変わればと思います。

中村教育長 毎日とはいかないと思いますが、放課後に子供たちを教える場所を作ることは学

力向上の一つの方法だと思います。

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）

では、お諮りします。

議案第１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２号 宮代町教育委員会表彰規程取扱要領の一部改正について、
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説明をお願いします。

議案第２号 宮代町教育委員会表彰規程取扱要領の一部改正について

飯山室長 宮代町教育委員会表彰規程取扱要領の一部改正について

（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

（意見、質問なし）

では、お諮りします。

議案第２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３号 平成３０年度当初宮代町小中学校教職員人事異動の承認につ

いて、説明をお願いします。

議案第３号 平成３０年度当初宮代町小中学校教職員人事異動の承認について

山口学校管理幹 平成３０年度当初宮代町小中学校教職員人事異動の承認について

（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

（意見、質問なし）

では、お諮りします。

議案第３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、その他に移ります。

５ その他

高橋副課長 町立小中学校放射線測定結果について

（資料により説明を行う。）

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

高橋副課長 次回は３月１５日（木）の予定です、よろしいでしょうか。

（３月１５日（木）午後２時３０分開会、会場は役場２０４会議室を予定）

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３０年１月２５日開催の平成３０年第１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）
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８ 閉会

（閉会午後 8時 15 分）




