
平成３０年第６回定例教育委員会

平成３０年６月２０日（水）
午前９時３０分
東小学校 会議室

１ 開会の宣言 教育長

２ 会場校校長あいさつ 東小学校校長

３ 教育長職務代理者の指名について

４ 概要報告

５ 事務局報告

(1) 平成３０年６月宮代町議会定例会関係

ア 一般質問と答弁の概要について ・・・・・・・・・・・・・・・・ P1

(2) 教育総務関係

ア 宮代町立東小学校工作物撤去工事について ・・・・・・・・・・・ P3

(3) 学校教育関係

ア ７月の行事予定について（各小中学校） ・・・・・・・・・・・・ P4

イ ７月の事業予定について（教育委員会）

(4) 生涯学習関係

ア ７月の事業予定について（教育委員会主催事業） ・・・・・・・・ P6

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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５ 事務局報告

(１) 平成３０年６月宮代町議会定例会関係

ア 一般質問と答弁の概要について

（答弁要旨は別冊資料を参照）

通告２号 田島正徳議員 〔答弁者：教育長〕

１ 中学校の施設劣化診断の予定と今後の対応について

平成３０年度の一般会計予算において、中学校の施設劣化診断委託料として１,３２８万円

の計上をしています。今後の診断スケジュールと対応を伺います。

①劣化の基準とは、どのように考えていますか。

②劣化診断の結果、緊急の修繕を要する工事が複数校になった場合、どのような優先順位

と予算の確保を考えていますか。

③現状による対応(緊急修繕)が継続された場合、一般家庭にほぼ普及しているトイレの洋

式化は、いつ可能と考えていますか。

通告３号 山下秋夫議員 〔答弁者：教育長〕

2 子どもが学べる学校図書館の充実を

①平成２６年１２月議会、平成２９年３月議会でも取り上げましたが、現在、各学校の図

書充足率はどのような状況ですか。

②教職員の負担軽減のために、専任での学校図書司書を配置すべきと考えますが、どうで

しょうか。

通告５号 角野由紀子議員 〔答弁者：教育長〕

1 登下校の安全と対策

新潟市内で下校途中の女児が殺害されるという痛ましい事件がおきた。登下校の安全を守

る手だてを改めて確認し、ソフト、ハードともに対策強化につなげていきたい。

(1)防犯ブザーの装着は。定期的に鳴らすなどのチェックをしているか。こども１１０番の

家の状況が形骸化されてないか。地域の見守りパトロールに課題はないか？
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通告７号 合川泰治議員 〔答弁者：教育長〕

5 小中学校の適正配置

小中学校の適正配置について、町では長寿命化の検討を行うとしています。

(1)長寿命化の進捗状況

（2)小中学校のトイレ洋式化の検討状況

（3)義務教育学校という新たな考え方に対する対応は

通告８号 小河原正議員 〔答弁者：教育推進課長〕

3 図書館の利用について

宮代町の図書館図書の利用数は、人口一人当たり平均は何冊か、県平均は何冊で宮代町は

何位か。

指定管理で効率的な運営を行っているとおもうが図書館司書の図書利用活用はどのように

おこなわれているか。

そして、展示ホールは、相変わらず展示団体の要望どおりではない。

4 公民館の休館日について

宮代町は、公民館が３館あるが、西原公民館は利用禁止、ふれ愛センターは利用廃止した

なかで、公民館は利用時間も時間化されて、活動の拠点として非常に不便をきたしている。

利用者からは、一日でも多く利用できる対応が求められている。

現在は、教育委員会に公民館を利用申請したとき鍵の番号を知らされ、利用者が開閉して

いるので、教育委員会は申請を受理するのみと思われるから、月曜日も利用できるようにす

るべきである。
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（２） 教育総務関係

ア 宮代町立東小学校工作物撤去工事について

（別紙を参照）

１ 工 事 名 宮代町立東小学校工作物撤去工事

２ 工 事 期 間 平成３０年５月１日から平成３０年９月３０日まで

３ 工 事 概 要 防球フェンス・投てき板・倉庫の解体撤去工及び新設工

抜根工

４ 契 約 金 額 ２，３２２万円

５ 請 負 業 者 中村建設株式会社
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（３）学校教育関係

ア ７月の行事予定について（各小中学校）

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（日）

２日（月） 学習参観・懇談会＜低＞（須）

パワーアップチャレンジ週間（笠）

学校評議員会（百）

３日（火） 学習参観・懇談会＜高・特＞（須）

かしの木集会（願い事集会）（百）

学習参観・懇談会＜2・4・6 年＞（百）

授業参観・懇談会＜全＞（笠）

学校総合大会（陸上）＜中＞

４日（水） 学習参観・懇談会＜1・3・5 年・特＞（百）

学校関係者評価委員会（百）

学習参観・懇談会＜全学年＞（東）

授業参観＜全学年＞（須）

学校保健委員会（百）

５日（木） 校内授業研究会＜英＞（須） 職業体験学習～7/6＜2 年＞（須）

６日（金） 非行防止教室（百）

４年社会科見学（東）

着衣水泳＜1・4・6 年＞（笠）

支援担当訪問＜国＞（前）

７日（土）

８日（日）

９日（月） 竜巻対応避難訓練（百）

一斉下校・スクールガード（東）

10 日（火） 浮いて待て講習会＜3・6 年＞（須）

かしの木集会（保健委員会）（百）

生徒会朝会（百・前）

12 年授業参観保護者会（百）

11 日（水） 非行防止教室（百）

職場体験～7/12＜2 年＞（前）

12 日（木） 着衣水泳＜1・3・5 年＞（百）

前中生職場体験（百）

林間学校（東）

13 日（金） 着衣水泳＜2・4・6 年＞（百）

林間学校 12～14 日 志賀高原方面（東）

14 日（土）

15 日（日）

16 日（月） 海の日 海の日

17 日（火） 保護者会（前）

18 日（水） 給食終了日 給食終了日
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大掃除（須・百）

子供見守り安全講座（百）

全校朝会＜警察講話＞（前）

19 日（木） 短縮３時間

大掃除（須・東・笠）

短縮３時間

大掃除（須・百・前）

20 日（金） 第１学期終業式

一斉下校（須・百・笠）

第１学期終業式

救命救急法研修会（百）

21 日（土）

22 日（日） 林間学校～24 日＜志賀高原＞（須）

23 日（月） 水泳学習～30 日（須）

水泳学習～31 日・サマースクール～27 日

（百）

水泳学習・サマースクール～31 日（東）

水泳学習～27 日・サマースクール～30 日

（笠）

救命救急研修会（須）

民生児童員会（須）

サマースクール～25 日（百）

三者面談家庭訪問期間～8 月上旬（百）

補習～30 日（前）

サマースクール中学生ボランティア～27

日（前）

夏季休業中家庭訪問（前）

24 日（火） 学校保健委員会（百） 夏休み学習会～26 日・三者面談（須）

25 日（水） 教育課程研究協議会＜小＞ 学校保健委員会（須）

26 日（木） サマースクール～30 日（須） 教育課程研究協議会＜中＞

27 日（金） 小中合同研修会（須）

民生児童委員との懇談会（百）

小中合同研修会（須）

28 日（土）

29 日（日） 林間学校～7/31 日＜志賀高原＞（百）

30 日（月）

31 日（火）

イ ７月の事業予定について（教育委員会）

日 付 内 容 場 所

１日（日） 宮代江戸の日 各家庭

４日（水）

５日（木）

学校管理訪問町教育委員会事前訪問

（須賀中・笠小・百中・百小・前中）

各学校

６日（金） 小学校英語科指導者研修会 笠原小

12 日（木） 神奈川県二宮町議員視察訪問 教育委員会・笠原小

13 日（金） 学校管理訪問（須賀中・笠小・百中・百小・前中） 各学校

17 日（火） 22 採択地区教科書研究協議会 はすとぴあ

31 日（火） 初任者施設体験研修 みどりの森・役場
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（４）生涯学習関係

ア ７月の事業予定について（教育委員会主催事業）

日 時 内 容 場 所

１日(日)

9:00～16:15

新みやしろ郷土かるた大会

■かるたを通して宮代町の歴史・文化・魅力を楽しみなが

ら学び、郷土愛を深めることを目的とする。

●対象：小学校１～６年生

●エントリーチーム数：８７チーム（２６１名）

進修館大ホール

１４日（土）

15:00～17:00

あそびと運動 チャレンジ（第６回/全１５回）

第６回 ミニバスケットボール

■多くのスポーツ種目の楽しさと基本動作を知ることによ

り、自分に合った興味の持てるスポーツに出会うことを

目的として実施する。

●対象：小学校３・４年生

百間小学校

体育館

１４日（土）

～１０月２１日（日）

企画展

「収蔵品で語る宮代の民俗３ てぬぐいのある風景」

■少し前までは日常的に使われていた「てぬぐい」は、さ

まざまな場面で活用されてきました。また、その絵柄も、

商店などのものは個性あるデザインとなっていました。

今回の企画展では、寄贈を受けた多くの「てぬぐい」の

中から、個性のあるデザインのものや使われ方などを中

心に紹介します。

郷土資料館

１７日（火）

10:00～11:30

みやしろ大学（第４回/全８回）

■シニア世代に学びや体験の機会を提供するとともに、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：「人間と機械・ロボットは共存できるのか？」

●講師：日本工業大学 鈴木宏典教授

●対象：みやしろ大学受講生 ほか ※公開講座

進修館大ホール

２１日（土）

14:00～16:00

さいかつぼーる体験（第３回/全１１回）

■仕事や家庭等で運動から縁が遠くなってしまった方々な

どを対象に埼葛地区発祥のさいかつぼーるを通して、ス

ポーツに親しむ機会を提供する。

●内容：さいかつぼーる

●対象：小学校４年生以上（小学生は保護者同伴）

ぐるる宮代

サブアリーナ
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日 時 内 容 場 所

２１日（土）、

８月２４日（金）

9:30～12:00

土器づくり教室

■縄文土器づくりの体験

●内 容：粘土で縄文土器をつくります。

７月２１日製作し、 土器焼きを８月２４日に

行う。（作品は焼成後配付）

●対 象：小・中学生で両日参加できる方

郷土資料館


