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平成３０年 第４回宮代町教育委員会定例会会議録

招集年月日 平成 30 年 4 月 18 日 午後 4時 00 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 4 月 18 日 午後 3時 55 分 教 育 長 中村 敏明

平成 30 年 4 月 18 日 午後 5時 35 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 渋谷龍弘

学校管理幹兼副課長（学校教育） 小山裕之

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年度教育委員会事務局組織等について

ア 平成３０年度教育推進課内職員配置

イ 平成３０年度宮代町教育関係組織一覧

（２）平成２９年度 教育委員会事務の執行状況

(３) 学校教育関係

ア ５月の行事予定について

(４) 生涯学習関係

ア ５月の事業予定について

審議案件

議案第 ９号 宮代町就学支援委員会委員の承認について

議案第１０号 宮代町立小・中学校への研究委嘱について

議案第１１号 宮代町立小・中学校司書教諭の発令について

議案第１２号 宮代町立小・中学校一貫教育推進委員会委員の委嘱について

傍聴人 0名
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開 会 午後 3 時 55 分

１ 開会の宣言

中村教育長 平成３０年第４回定例教育委員会をこれより開会いたします。

（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。

報告事項（１）平成３０年度教育委員会事務局組織等について、説明をお願いし

ます。

３ 事務局報告

（１）平成３０年度教育委員会事務局組織等について

渋谷課長 （１）平成３０年度教育委員会事務局組織等について

ア 平成３０年度教育推進課内職員配置

イ 平成３０年度宮代町教育関係組織一覧

（資料により説明を行う。）

中村教育長 教育委員会の職員定数の変更はありません。行政職の者を減員して学校籍の者を

１名増やしたところです。

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。

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（２）平成２９年度 教育委員会事務の執行状況について、説明

をお願いします。

（２）平成２９年度 教育委員会事務の執行状況について

高橋副課長

小山学校管理幹

飯山室長

（２）平成２９年度 教育委員会事務の執行状況について

（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。

吉澤委員 5・6ページの施策(4)特別支援教育の推進において、百間小学校の「ことばの教

室」については、支援内容について理解はできるのですが、須賀・百間小学校、

須賀・百間中学校「自閉・情緒学級」の開設について具体的に説明をお願いしま

す。

小山学校管理幹 知的学級の中で、情緒について障がいのある児童に対して指導を行うために「わ

かばの２」というクラスを設定し、状況に合わせた指導ができるように教室を開

設したものです。

吉澤委員 開設による効果・状況等があればお教えください。
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小山学校管理幹 現時点では成果としての報告を受けていませんが、児童の実態に寄り添った指導

や児童の思いを受け取って保護者との合意形成が進むなど改善されていると感

じています。

中村教育長 今までは「自閉・情緒学級」を開設していない場合には、違う学校に通わなけれ

ばなりませんでした。学区外になります。そういう意味では、今では、安心して

近くの学校に通うことができますので、どの学校にも知的障がいと情緒障がいの

２つの範疇にある特別支援学級を設置することが、安全上の問題や保護者の負担

の面から、また昔から仲のいい子と通えることからも良かったと思います。

個々の児童の状況に合わせた教育を行っていただいており、個別の指導計画に則

っている点からも良かったと思います。

寺尾職務代理者 今回の事務事業の執行状況評価についてはあくまでも平成 29 年度実績に対する

ものであり、平成 30 年度や将来に向けた説明を合わせていただけるといいと思

います。2 月の定例会において、平成 30 年度重点施策について説明を受けまし

たが、それぞれのつながりがあると思います。評価委員に対しても説明されると

いいと思います。良くなっているものも数多くあると思います。

中村教育長 平成 29 年度教育委員会事務事業の執行状況につきまして順番に説明を申し上げ

ますと、3・4 ページの研究委嘱につきましては、今年度、中学校は２年目、小

学校は４校中３校は英語、１校は算数となっています。町が推進している英語に

関しましては、文部科学省の委嘱は終わってしまいましたが、指導主事を一名増

やし、英語の指導法研修を年 14 回計画しています。校内研修では竹内指導主事

を研究していなかった百間小と須賀小に派遣しています。県からも英語選科教員

を加配していただきましたので、百間小と須賀小との兼務ですが 2 日と 3 日に

分けて全ての授業に出られるようにしています。体制としては加配教員・担任・

ALT・町費英語補助員の計４人での授業を見る形で、かなり充実していると思い

ます。昨日の英語の授業でも、加配教員の綿引教諭・竹内指導主事・ALT・英語

補助員・担任の 5 人で授業を行う等研究が進められているところです。

3・4 ページの学力学習状況調査につきましては、完全に分析をすることをお願

いしており、指導方法を変えて学力を上げることが重要であると思います。小中

一貫教育については 9 年間を見通して、どのような子どもにするのかにつきまし

ては、一環であり連携ではないことを意識して、育成計画ではありませんが、低

学年・中学年・高学年・中学生と段階的に育てていく目標を作りましたので 9

年間を計画立て進めて行きたいと思います。

5・6 ページの情報教育の推進につきまして、来年度の予算要求に向けてコンピ

ュター室をどう構築していくか、会議を開いて進めることを宣言いたしましたの

で、これからスタートできると考えております。

同じページの障がいのある児童生徒一人ひとりのニーズに応じた適正な就学支

援の支援につきましては、就学支援委員会におきまして、最終的にどのようなも
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のが良いかというものを検査結果と保護者の願いと合わせて支援してまいりた

いと考えています。春日部支援学校や宮代特別支援学校の先生が来ていただき、

検査をしたり、児童を一緒に見ていただいたり大変助かっております。県立特別

支援学校校長を退職された方が相談員として各学校を回っていただいており、研

修をしていただいていることも大変助かっております。

7・8 ページの豊かな心をはぐくむ教育の推進につきましては、道徳が教科にな

りましたので研修会を開催したところです。課題はどう評価するという点である

と思います。

読書活動は各学校が目標を定めて盛んに行っていただいております。

9・10 ページの教育相談体制の充実につきましては、久野相談員が各学校を回っ

て状況を見て指導しているところですが、不登校の数は減らない状況にありま

す。スクールソーシャルワーカーが保護者の面倒を見ていただいたおり、改善し

つつあると思います

防災教育の推進につきましては、危機管理マニュアルを見直すよう指示している

ところです。

11・12 ページの人権教育推進体制の充実につきましては、新聞等で話題になっ

ているのは同和教育について学校で教えないことが問題であるとされており、宮

代町におきましても今後の課題であると考えております。

学校給食における外国料理献立につきましては、食育の内容に限らず、国際理解

教育・異文化の理解という意味合いも含めて今後も続けて行きたいと考えており

ます。

アレルギー対策につきましては、とても良くやっていただいており、対応マニュ

アル作成に関しましても、養護教諭・栄養教諭と協力して作っていただいており、

一歩前進したと考えております。

13・14 ページの学校教育情報の積極的な発信につきましては、小中学校公式ホ

ームページについては改善の余地があるが一定の評価を得られたと思っており

ます。

家庭・地域と連携した学校の安全対策の推進につきましては、地域の問題であり

ますが高齢化の進行等課題も多くあると考えております。

教職員の健康管理につきましては、ストレスチェックの実施をしておりますが、

負担軽減や働き方改革等校長を通して指導しているところです。

15・16 ページの学校施設・設備の整備につきましては、空調が本格始動するこ

とになり教育環境が良くなると思います。校務支援システムの C4TH という事

務管理システムが導入されていますが、研修も必要でありますが、事務負担の軽

減になっていると考えています。

小中学校の適正配置につきまして、今年度中学校の劣化診断をして、今の校舎が

どれくらい持つか、児童生徒の推計等、もう一度スケジューリングしないといけ

ないと考えており、準備を進めているところです。



5

17・18 ページの青少年健全育成の推進につきまして、新みやしろ郷土かるた大

会やあそべんちゃーわーるど・こども大学みやしろ等の体験活動に子どもたちが

多く参加してくれています。

19・20 ページの図書館活動とサービスの充実につきましては、工夫してやって

いただいており、伸びとしては限界に来ていると感じておりますが、全県では２

番目であり評価しているところであります。

23・24 ページの資料館活動の充実につきましては、特別展や企画展の興味ある

人は定期的に来館を頂いております。

25・26 ページの生涯スポーツに関しましては、スポーツ推進委員の中に若い方

がスタッフとして参加いただきよかったと思います。

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）

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

小山学校管理幹 （３）学校教育関係

ア ５月の行事予定について

（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（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 ５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９号 宮代町就学支援委員会委員の承認について、説明をお願いします。

４ 審議案件

議案第９号 宮代町就学支援委員会委員の承認について

小山学校管理幹 議案第９号 宮代町就学支援委員会委員の承認について

（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。

（意見、質問なし）

では、お諮りします。

議案第９号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。

中村教育長

（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１０号 宮代町立小・中学校への研究委嘱について、説明をお願い

します。

議案第１０号 宮代町立小・中学校への研究委嘱について

小山学校管理幹 議案第１０号 宮代町立小・中学校への研究委嘱について

（資料により説明を行う。）

（意見、質問なし）

では、お諮りします。

議案第１０号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。

中村教育長

（異議なし）

中村教育長 承認されました。

+次に、議案第１１号 宮代町立小・中学校司書教諭の発令について、説明をお願

いします。

議案第１１号 宮代町立小・中学校司書教諭の発令について

小山学校管理幹 議案第１１号 宮代町立小・中学校司書教諭の発令について

（資料により説明を行う。）

司書発令のない学校が２校あります。須賀中学校におきましては、町非常勤講師

の山西教諭が図書室の整備や生徒達への読書指導に力を発揮している状況です。

また、前原中学校におきましては図書主任が佐田教諭となっており、今後の図書

館の活用等につきましても教育委員会としても支援してまいりたいと考えてお

ります。

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）

では、お諮りします。

議案第１１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

中村教育長 承認されました。次に、議案第１２号 宮代町立小・中学校一貫教育推進委員会

委員の委嘱について、説明をお願いします。

議案第１２号 宮代町立小・中学校一貫教育推進委員会委員の委嘱について

小山学校管理幹 議案第１２号 宮代町立小・中学校一貫教育推進委員会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１２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。



7

５ その他

高橋副課長 平成 30 年度教育予算の概要（修正版）について

埼玉県市町村教育委員会教育委員研究協議会等の開催日について

PM2.5 測定結果について

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、５月２２日（火）午後３時開会、会場は役場 204 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３月１５日開催の平成３０年第３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 5時 35 分）




