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平成３０年 第５回宮代町教育委員会定例会議 会議録

招集年月日 平成 30 年 5 月 22 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 30 年 5 月 22 日午後 3 時 教 育 長 中村 敏明

平成 30 年 5 月 22 日午後 4 時 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

指導主事 平原 隆範

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

教育長報告

（１）概要報告

事務局報告

（１）学校教育関係

ア ６月の行事予定について

（２） 生涯学習関係

ア ６月の事業予定について

議 事

議案第１３号 宮代町学校評議員の委嘱について

議案第１４号 教育委員会の事務に関する点検評価に係る第三者評価委員の委嘱について

議案第１５号 宮代町学校給食運営審議会委員の委嘱について

議案第１６号 宮代町学校給食研究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

１ 開会の宣言

中村教育長 平成３０年第５回の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。

報告事項（１）学校教育関係について、説明をお願いします。

３ 事務局報告

（１）学校教育関係

小山学校管理幹 （１）学校教育関係について

（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）生涯学習関係について、説明をお願いします。

（２）生涯学習関係

飯山室長 （２）生涯学習関係について

（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１３号 宮代町学校評議員の委嘱について、説明をお願いします。

４ 審議案件

議案第１３号 宮代町学校評議員の委嘱について

小山学校管理幹 議案第１３号 宮代町学校評議員の委嘱について

（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１３号 宮代町学校評議員の委嘱について、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１４号 教育委員会の事務に関する点検評価に係る第三者評価委員

の委嘱について、説明をお願いします。
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議案第１４号 教育委員会の事務に関する点検評価に係る第三者評価委員の委嘱について

高橋副課長 議案第１４号 教育委員会の事務に関する点検評価に係る第三者評価委員の委

嘱について

（資料に沿って説明を行う。）

中村教育長

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）

議案第１４号 教育委員会の事務に関する点検評価委員に係る第三者評価委員

の委嘱について、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１５号 宮代町学校給食運営審議会委員の委嘱について、説明をお

願いします。

議案第１５号 宮代町学校給食運営審議会委員の委嘱について

高橋副課長 議案第１５号 宮代町学校給食運営審議会委員の委嘱について

（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 お諮りします。議案第１５号 宮代町学校給食運営審議会委員の委嘱について、

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１６号 宮代町学校給食研究委員会委員の委嘱について、説明をお

願いします。

議案第１６号 宮代町学校給食研究委員会委員の委嘱について

高橋副課長 議案第１６号 宮代町学校給食研究委員会委員の委嘱について

（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 お諮りします。

議案第１６号 宮代町学校給食研究委員会委員の委嘱について、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。

以上で本日の議事をすべて終えました。次に、「５ その他」に移ります。

５ その他

平原指導主事 教科書採択（中学校「特別の教科 道徳」、小学校「道徳以外の教科」）について

（資料により説明を行う。）
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中村教育長 補足して、説明いたします。どういう教科書かという特徴については、1年生に

ついて 8 社全部を見る人、2 年生について 8 社全部を見る人、3 年生について 8

社全部を見る人の 3人を町内の中学校に依頼いたしました。その 3 人が内容につ

いて、教科書にある特徴について同じ項目で調べるように指示しています。その

報告に対して、教育委員の皆様から質問をお受けいたします。質問を受け、お答

えしたところで非公開に切り替えて採決に入るという手順で進めてまいります。

小学校の道徳以外の教科書については、4 年毎に行う採択の年となります。ここ

で採択を行い、また 1 年後に新学習指導要領に則った教科書を採択することとな

ります。そこで、現在採択しております教科書をあと１年引き続き使うのか、代

えるのかという話になるところですが、今回は皆さんに教科書を配布して、研究

をしていただくことはいたしません。学校がどういう意見を持っているかを調査

します。学校の方の意見をまとめた後に、皆様に報告いたします。4 年前の採択

時の資料・意見等も参考にして、今回の採択を行います。

また、中学校の道徳の教科書においては、郵送を希望されるのか、持参されるの

かを、事務局と相談していただきたいと思います。

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。）

他にございますか。

飯山生涯学習室長 教育委員会表彰式（PTA 会長・副会長退任者へ感謝状授与）について

（出欠席確認）

中村教育長 私の方から 2 点、情報提供させていただきます。1 点目は、町のコミュニティ協

議会の運営が難しい状況になっているとのことです。学校との関係ですが、朝の

挨拶運動において、多くの団体が各学校に協力していただいてる中、母体である

コミュニティ協議会が活動できない状況になっているため、挨拶運動に皆さんが

出てこられない状況であるということです。

2 点目は、プログラミング教育についてです。プログラミングについて、大きく

分けると 2つのやり方があります。論理的思考を全部の教科の中で育む方法が 1

つあります。もう 1 つは、プログラミング体験についてです。日本工業大学の山

路教授にお願いして、昨年 1 年間研究してきました。今年度から、小学校におい

て 4 年生以上が 5 時間以上、概ね 120 時間ぐらい、日本工業大学の学生と授業を

行っていただく予定です。始まったばかりですので、改善して来年度に繋げてい

きたいと思っています。 以上 2 点報告させていただきました。

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６月２０日（水）を予定しております、よろしいでしょうか。

（６月２０日（水）午前９時３０分開会、会場は東小学校を予定）

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。
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平成３０年４月１８日開催の平成３０年第４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）




