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平成３０年 第９回宮代町教育委員会定例会会議録

招集年月日 平成 30 年 9月 21 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 9月 21 日午後 6 時 13 分 教 育 長 中村 敏明

平成 30年 9月 21 日午後 7時 37 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 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

教育委員 菊地 信一 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９月宮代町議会定例会関係

ア 平成３０年度一般会計補正予算（第２号）について

イ 一般質問と答弁の概要について

(２)学校教育関係

ア １０月の行事予定について

イ １０月の事業予定について

ウ 平成３０年度要保護並びに準要保護児童生徒の就学援助費支給認定者数について

エ 学力・学習状況調査等について

(３)生涯学習関係

ア １０月の事業予定について

協議事項

平成３１年度当初教職員人事異動の方針について

審議案件

議案第２０号 公立学校施設整備計画の事後評価について

傍聴者 ０名
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開 会 午後 6時 13 分

１ 開会の宣言

中村教育長 平成３０年第９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 あいさつ

中村教育長 （あいさつ）

３ 概要報告

中村教育長 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。

高橋副課長 （資料により概要報告を行う。）

中村教育長 以上報告につきまして、ご質問等ございますか。

（意見、質問なし）

次に、事務局報告に移ります。

（１）教育総務関係

平成３０年９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。

４ 事務局報告

（１）教育総務関係 平成３０年９月宮代町議会定例会関係

高橋副課長

渋谷課長

平成３０年９月宮代町議会定例会関係

ア 平成３０年度一般会計補正予算（第２号）について

諸収入においては、旧加藤家住宅屋根修繕が、（公財）文化財保護・芸術研究

助成財団で実施する文化財保存修復助成事業の採択を受けたことによるもの

で、教育債においては、東小学校支障物件撤去工事が、交付税措置がないこと

から減額するものです。

イ 一般質問と答弁の概要について

（それぞれ、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）

次に、（２）学校教育関係について、事務局から説明いたします。

（２）学校教育関係

小山学校管理幹 （２）学校教育関係

ア １０月の行事予定について

（P3 10/1 就学児健康診断を 10/2 へ訂正、10/3・4 の英語活動発表会を

削除）

イ １０月の事業予定について

ウ 平成３０年度要保護並びに準要保護児童生徒の就学援助費支給認定者

数について

エ 学力・学習状況調査等について
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（それぞれ、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）生涯学習関係について、説明をお願いします。

（３）生涯学習関係

飯山室長 （３）生涯学習関係

（P7 27 日（土）チャレンジ全 15回を 14 回に訂正）

（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。

中村教育長

（意見、質問なし）

次に、５ 協議事項に入ります。

平成３１年度当初教職員人事異動の方針について説明をお願いします。

５ 協議事項

平成３１年度当初教職員人事異動の方針について

小山学校管理幹 平成３１年度当初教職員人事異動の方針について

（資料に沿って説明を行う。）

中村教育長 宮代町教育委員会におきましては、埼玉県の人事異動方針を準用しているところ

です。市町村立小・中学校等教職員異動方針細部事項については、転任・転補、

採用等についても資料にあるとおり、細かく定められているところです。

この方針を基に、２７日開催の臨時校長において説明させていただきます。

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

（意見、質問なし）

次に、６ 審議案件に入ります。

議案第２０号 公立学校施設整備計画の事後評価について説明をお願いします。

６ 審議案件

議案第２０号 公立学校施設整備計画の事後評価について

高橋副課長 議案第２０号公立学校施設整備計画の事後評価について

（議案第 20 号資料 P4 ４.総合的な所見中 全小学校を全小中学校に訂正）

「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」の規定により、学校施

設環境改善交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、施設整備計画を作成

しなければならないとされております。また、「学校施設環境改善交付金交付要

綱」では、地方公共団体は、施設整備計画の計画期間終了時に施設整備計画の目

標の達成状況等について評価を行い、公表するとともに埼玉県教育委員会を経由

して文部科学大臣に報告しなければならないとされており、事後評価について

は、交付金がもたらした成果等を検証し、公立義務教育諸学校等施設の整備を適

切に進めるとともに、地域住民等への説明責任を果たすことを目的として行われ

るものです。
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（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。

中村教育長

（意見、質問なし）

では、お諮りします。

議案第２０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、７ その他に移ります。

７ その他

小山学校管理幹 小学校運動会の日程変更について

飯山室長 町民体育祭の出欠席の確認について

高橋副課長 教育費決算比較、教育委員と教職員との情報交換、教育だより「みやしろ」につ

いて、事前に配布させていただきましたが、ご確認お願いします。

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）

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。

８ 次回教育委員会について

高橋副課長 次回は、過日、日程調整をさせていただいたところです。１０月２６日（金）を

予定させていただいておりますが、よろしいでしょうか。（１０月２６日（金）

午後４時 会場は２０４会議室）

９ 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８月１７日開催の平成３０年第８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）

１０ 閉会

（閉会午後 7時 37 分）


