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平成３０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 30 年 3 月 15 日 午後 2時 30 分 開 催 場 所 役場２０４会議室

開閉の日時

及び宣告者

平成 30 年 3 月 15 日 午後 2時 30 分 教 育 長 中村 敏明

平成 30 年 3 月 15 日 午後 3時 50 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 欠席

議案件名

概要報告

（１）概要報告

事務局報告

（１）平成３０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組状況について

(３) 学校教育関係

ア 宮代町立小中学校職員の人事評価について

イ ４月の行事予定について

ウ 平成３０年度着任式について

エ 平成３０年度入学式について

オ 平成２９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４号 宮代町同和教育の基本方針の改定について

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 宮代町文化財保護委員会の委員の委嘱について

議案第７号 宮代町指定文化財の指定について

議案第８号 平成３０年度宮代町教育委員会表彰の承認について

傍聴人 なし
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開 会 午後 2時 30 分

１ 開会の宣言

中村教育長 平成３０年第３回定例教育委員会をこれより開会いたします。

なお本日、田中委員から欠席の連絡を頂いております。

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。

３ 事務局報告

（１）平成３０年宮代町教育委員会行事予定について

高橋副課長 （１）平成３０年度宮代町教育委員会行事予定について

（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、報告事項（２）校長会からの要望事項に対する取組状況について、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

高橋副課長 （２）校長会からの要望事項に対する取組状況について

（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。

深井委員 5 ページに記載のある遊具に関し、27 年度に専門業者が点検し、28 年度に修繕

を実施したとのことですが、その後も定期的に点検をしていますか。

山口学校管理幹 点検については業者に依頼しているものや毎月 10 日に学校で安全点検を行って

いるものがあります。小学校では体育主任が中心となり点検をしています。その

際報告が上がってきた場合、随時教育委員会と連絡を取りながら対応をしていま

す。

中村教育長 学校保健安全法で定められている安全点検については、学校がやることになって

います。宮代町では月に 1 回、法律では学期に 1回、教員がやれることはやり、

対応できないものは業者に委託等しています。

深井委員 ４ページの適応指導教室について、説明をお願いします。

山口学校管理幹 学校に様々な要因で登校することが難しい児童生徒が計画的に学習等を行うこ

とによって学校に向かっていくことを手助けするものです。現在の対応状況とし

て、非常勤指導主事が配置されているところであり、学校で場所を借りたり、保

健センターの部屋であるとかを利用して、学習等の活動をするケースがありま
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す。

中村教育長 さわやか相談室の相談員が面倒を見ているケースがあります。相談業務なので本

来の目的とは違いますが対応を頂いており、早期に学校に戻れるように指導して

頂いています。現在、小学生に対応する場所がありませんが、要望があれば面接

や指導を行う環境はあります。

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 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 宮代町立小中学校職員の人事評価について

イ ４月の行事予定について

ウ 平成３０年度着任式について

ウ 平成３０年度入学式について

エ 平成２９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）生涯学習関係について、説明をお願いします。

（４）生涯学習関係

飯山室長 （４）生涯学習関係

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、審議案件に入ります。

議案第４号 宮代町同和教育の基本方針の改定について、説明をお願いします。

４ 審議案件

議案第４号 宮代町同和教育の基本方針の改定について

飯山室長 議案第４号 宮代町同和教育の基本方針の改定について

（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）
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中村教育長 承認されました。

次に、議案第５号 平成３０年度宮代町教育相談員の委嘱について、説明を

お願いします。

議案第５号 宮代町教育相談員の委嘱について

山口学校管理幹 議案第５号 平成３０年度宮代町教育相談員の委嘱について

（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）

中村教育長 承認されました。

次に、議案第６号 宮代町文化財保護委員会の委員の委嘱について、説明をお

願いします。

議案第６号 宮代町文化財保護委員会の委員の委嘱について

飯山室長 議案第６号 平成３０年度代町文化財保護委員会の委員の委嘱について

（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。

（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 宮代町指定文化財の指定について、説明を

お願いします。

議案第７号 宮代町指定文化財の指定について

飯山室長 議案第７号 宮代町指定文化財の指定について

（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７号 平成３０年度宮代町教育委員会表彰の承認

について、説明をお願いします。

議案第８号 平成３０年度宮代町教育委員会表彰の承認について

高橋副課長 平成３０年度宮代町教育委員会表彰の承認について

（資料により説明を行う。）
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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、その他に移ります。

５ その他

山口学校管理幹 （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

高橋副課長 （調整後、４月１８日（水）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３０年２月２２日開催の平成３０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 3時 50 分）




