
平成 30年 第１2 回 定例教育委員会

平成３０年１２月１３日（木）

午後６時

宮代町役場 ２０４会議室

１ 開会の宣言 教育長

２ 挨拶

３ 概要報告

４ 事務局報告

(１)教育総務関係 ・・・・・・・・・・・P1

平成３０年１２月宮代町議会定例会関係

一般質問と答弁の概要について

(２)学校教育関係 ・・・・・・・・・・・P4

ア １月の行事予定について

イ １月の事業予定について

(３) 生涯学習関係 ・・・・・・・・・・・P6

ア １月の事業予定について

イ 教育財産の廃止について

５ その他

６ 次回教育委員会について

７ 前回会議録の承認

８ 閉会宣言 教育長
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４ 事務局報告

（１）教育総務関係

平成３０年１２月宮代町議会定例会関係

一般質問と答弁の概要について

通告４号 角野 由紀子 議員

１ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）と町の取りくみ

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とは、国際社会が２０３０年をめざして解決すべき課題を国

連の場で明らかにした１７の目標のことです。ＳＤＧｓが今、日本で注目されるようになったの

は、ＳＤＧｓで示された目標が開発途上国のみならず先進国にも共通の課題であるからです。Ｓ

ＤＧｓの目標には自治体で対応すべき課題が多くあります。町では、第５次総合計画策定にむけ、

動きだしたところです。

③教育長はＳＤＧｓをどのように認識されていますか。お伺いします。

通告５号 丸藤 栄一 議員

３ 早急に危険なブロック塀の対策と特別教室にエアコン設置を

国会において２０１８年度補正予算９，３５６億円が、１１月７日に全会一致で成立しました。

特に、公立小中学校などのエアコン設置とブロック塀対策には、「ブロック塀・冷房設備対応臨

時特例交付金」９８５億円を２０１８年度補正予算限りで創設したとのことです。この交付金の

ポイントは、①地方債の充当が地方負担分（２／３）の１００％まで認められ、その元利償還金

の６０％まで後年度交付税措置されるため、実質的な地方負担が２６．７％に大幅軽減されるこ

と、②対象となる事業規模の下限額が従来は「学校単位」で「４００万円以上」とされたところ

を「設置者単位」に変更され１校あたりの事業規模が安価でも申請しやすくなったこと、③これ

まで困難とされた「事前着工した事業（完了した事業も含む）」も対象予定としたこと、などと

なっています。文部科学省によると１１月下旬には各自治体に交付内定を示し、１２月中旬に交

付決定をめざすとのことです。

（１）国の補正予算の対応に合わせ、早急に危険なブロック塀の対策（撤去・改修など）を講じ

るべきではないでしょうか。

（２）宮代町では小中学校の普通教室にエアコンは設置されていますが、特別教室（理科室や家

庭科室など）への設置は未実施です。早急に特別教室へのエアコン設置を進めるべきと考

えますが、どうでしょうか。
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通告 ６号 関 弘秀 議員

２ 通学路の安全対策について

子どもたちの登下校、特に下校時の事件・事故に対する対策の見直しは如何か。PTA、また、

各学校においても通学路の死角になる場所の再点検、および防犯カメラの設置についての考えは

如何か。

通告 ７号 小河原 正 議員

３ 道仏開発地区に公民館建設を

組合事業は、換地処分が終了し、清算業務も終了すると、いよいよ組合解散のはこびとなりま

す。地権者や役員の方々および職員の努力により、23年 3月当時から比較すると 30年 8月には、

632 世帯増加し、人口は 1,759 人増加して 2,092 人になっています。当然、税収入も大きく増加

し、地域の人達の活躍と交流もあります。そこで、あたらしい地域づくりのために、公民館を建

設する必要があるし要求もあるので、早急に建設するべきである。町はどのように考えているの

か。

４ 西原自然の森について

30 年度予算では、用地 16,604 ㎡を 1 億 2,223 万円で購入のため予算計上されましたが、たぶ

ん、手続きは進んでいると思います。

現在は、元斉藤家・旧進修館・旧加藤家・縄文時代復元住宅は見学コースになっています。

①まちおこしのため、旧斉藤家と旧加藤家住宅は、耐震工事をおこない活用すべきだが。

通告 ８号 合川 泰治 議員

１ 県内１位の図書館へ

一人当たりの貸出冊数が５年連続県内 2位を記録しており、２位に留まることなく１位を目指

すべきと考えます。そこで以下の点について伺います。

(1)これまでの貸出冊数を増やすために取り組んできたこと。

(2)1 位を目指すことへの見解及び取り組み。

通告１１号 野原 洋子 議員

１ 宮代町の児童福祉について

②いじめを匿名で防止できるアプリ「ストップイット」の活用は。
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通告１２号 丸山 妙子 議員

１ 人権を尊重した町づくりを

町として積極的に定住促進に取り組んでいる。首都圏から電車で１時間の立地は通勤にも便利

である。「とかいなか」と呼ばれる場所の一つである。

「お互いを尊重する町」人権意識の高さは町を住みやすくし、定住できる。

③学校における人権教育の成果

④今後の課題

２ 子供の権利とスポーツの原則

11 月 20 日は、世界の子どもたちの相互理解と福祉の向上を目標として、国連によって制定

された「世界こどもの日」。

ユニセフは『子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）』が採択された 11 月 20 日にスポ

ーツと子どもの課題に特化した行動指針を示す文書を発表する。

全ての子どもに、遊び、レクレーションや休息の権利を認めている。

①現在の問題点は。

②部活動、課外活動などにおける町の見解を伺う。
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（２）学校教育関係

ア １月の行事予定について

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（火） 元日

２日（水）

３日（木）

４日（金）

５日（土）

６日（日）

７日（月）

８日（火） 始業式 一斉下校・登校指導 始業式 避難訓練（百・前）

９日（水） 給食開始

防災週間～12 日（笠）

給食開始

PTA あいさつ運動（百）

10 日（木） 登下校ボランティア連絡協議会（笠）

11 日（金） 避難訓練（百・東）

ＨＹＢＲＩＤ研修（笠）

進路検討会議（須）

12 日（土）

13 日（日）

14 日（月） 成人の日

15 日（火） ３年 三者面談～17 日（須）

１年 スキー教室～17日（須・前）

16 日（水） PTA あいさつ運動（百）

17 日（木） ２年 高校教諭による出前授業（前）

18 日（金） 町内書初め展審査会（須）

５年 社会科見学（百）

２年 校外学習（須）

19 日（土） 町内書初め展（須）

20 日（日） 町内書初め展（須） １年 スキー教室～22日（百）

21 日（月） ふれあいデー ふれあいデー

22 日（火） 校内授業研（東）

23 日（水） 学力検査 全学年・国・算（須） PTA あいさつ運動（百）
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24 日（木） 学校公開日（学校評議員会・学校

関係者評価委員会）(笠)

調査書作成委員会（前）

25 日（金） PTA スクール（東）

租税教室（笠）

６年 社会科見学（百・笠）

PTA あいさつ運動（百）

26 日（土）

27 日（日）

28 日（月） 第３回学校評議員会・関係者会議（前）

29 日（火） ながなわ大会（須）

不審者対応避難訓練（須）

校内学力検査（百）

６年 租税教室（笠）

30 日（水） ４年 ＪＦＡキッズプログラムサッカー（須）

かしの木Ｇ遊び（百）

PTA あいさつ運動(百)

31 日（木） ６年 租税教室（百）

イ １月の事業予定について（教育委員会）

日 付 内 容 場 所

17 日（木） 就学支援委員会 役場 202 会議室

29 日（火） 宮代町キッズエコサミット 進修館大ホール

31 日（木） 宮代町小学校英語科指導者研修会 笠原小
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（３）生涯学習関係

ア 1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

１３日（日）

13:00～16:00

平成３１年成人式

■新成人を祝福するとともに、町への理解を深め大人とし

て自覚を促す機会として実施する。

企画・運営は新成人による実行委員会が担当する。

●対象：平成１０年４月２日～平成１１年４月１日生

３０９人（11/1 現在）

進修館

（大ホール）

５日（土）～

３月３日（日）

企画展「おひなさま」

■住民の皆様から寄贈された雛人形を展示する。大正期か

ら昭和４０年代までのもの６組を展示。

このほか例年どおり、２月初旬頃から４月初旬に町指定

文化財・旧加藤家住宅内にも雛人形を展示する。

郷土資料館

（特別展示室）

（旧加藤家住宅）

１２日（土） 7:10

～

１３日（日）19:10

第４４回年少者スキー教室

■宮代町スキー連盟所属のＳＡＪ公認指導員の指導のも

と、雪に親しみ、楽しみながらスキー技術をマスターす

るとともに、町内４つの小学校の児童が一緒に集団生活

を体験する。

●対 象：小学校４～６年生（参加費１８，０００円）

日光湯元スキー

場（栃木県）

１９日（土）

14:00～16:00

２６日（日）

14:00～16:00

チャレンジ（第１２回、１３回/全１４回）

■第１２回 バスケットボール

第１３回 サッカー

■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。

■講師：バスケットボール／宮代高校バスケットボール部

顧問

サッカー／浦和レッズハートフルクラブ

●対象：小学校３・４年生

〔19 日〕

百間小学校体育館

〔26 日〕

ぐるる宮代

（メインアリーナ）

１９日（土）

14:00～16:00

さいかつぼーる体験（第８回/全１０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：小学生以上

ぐるる宮代

（サブアリーナ）
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日 時 内 容 場 所

２０日（日）

9:00～15:00

彩の国２１世紀郷土かるた宮代大会

■郷土埼玉が育てた人物や美しい自然・文化や産物を心に

描きながらかるたを楽しむ。個人戦及び団体戦

●対象：小学校４～６年生

＊上位４位までの入賞者には埼葛北大会や県大会

（優勝者）の出場権が与えられる

進修館

（大ホール）
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イ 教育財産の廃止について

用 途 所 在 地 籍 廃 止 理 由

スポーツグラウンド

（東粂原グラウンド）

宮代町大字東粂原

字宿屋敷３６９番３
３０㎡ 消防団詰所の建設用地

【特記事項】

消防団詰所の建設に際し、敷地の一部として使用するため、東粂原グラウンドの一部を

廃止する。


