
1

平成３１年 第３回宮代町教育委員会定例会会議録

招集年月日 平成 31 年 3 月 15 日 午後 2時 30 分 開 催 場 所 役場２０２会議室

開閉の日時

及び宣告者

平成 31 年 3 月 15 日 午後 2時 30 分 教 育 長 中村 敏明

平成 31 年 3 月 15 日 午後 3時 55 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

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 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

概要報告

概要報告

事務局報告

(１) 教育総務関係

ア 平成３１年３月宮代町議会定例会関係

① 平成３０年度一般会計補正予算（第４号）について

② 一般質問と答弁の概要について

イ 平成３１年度宮代町教育委員会行事予定について

ウ 校長会からの要望事項に対する取組状況について

(２) 学校教育関係

ア 宮代町立小中学校職員の人事評価について

イ ４月の行事予定について

ウ ４月の事業予定について

エ 平成３１年度着任式について

オ 平成３１年度入学式について

カ 平成３０年度中学校卒業生の進路状況について

(３) 生涯学習関係

４月の事業予定について

審議案件

議案第 ４号 平成３１年度宮代町教育相談員の委嘱について

議案第 ５号 宮代町スポーツ推進委員の委嘱について

議案第 ６号 宮代町立図書館協議会委員の委嘱について

議案第 ７号 平成３１年度宮代町教育委員会表彰の承認について

議案第 ８号 宮代町学校給食費滞納整理事務処理要綱の一部改正について
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議案第 ９号 宮代町教育委員会臨時的職員取扱規程の一部改正について

議案第１０号 宮代町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱の

一部改正について

議案第１１号 宮代町立小・中学校の指定校変更等に関する取扱要綱の一部改正

について

議案第１２号 宮代町立小・中学校校長及び教頭の自己申告実施規程の一部改正について

議案第１３号 宮代町立小・中学校職員服務規程の一部改正について

議案第１４号 宮代町教育委員会の後援に関する要綱の一部改正について

傍聴人 ０名
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開 会 午後 2時 30 分

１ 開会の宣言

中村教育長 平成３１年第３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 挨拶

中村教育長 （挨拶）

３ 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。

概要報告（Ｈ31.2.15～3.15）及び予定（Ｈ31.3.16～3.31）について、報告いた

します。

（資料により概要報告を行う。）

中村教育長

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

ア 平成３１年３月宮代町議会定例会関係

① 平成３０年度一般会計補正予算（第４号）について

② 一般質問と答弁の概要について、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

高橋副課長

中村教育長

ア 平成３１年３月宮代町議会定例会関係

① 平成３０年度一般会計補正予算（第４号）について、教育関係補正予算（歳

入及び歳出の事業名・補正予算額・内訳）の概要を説明いたします。

（資料により説明を行う。）

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

渋谷課長

次に、② 一般質問と答弁の概要について、説明をお願いします。

② 一般質問と答弁の概要について、各議員からの質問に対する答弁の概要を説

明いたします。

（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、イ 平成３１年度宮代町教育委員会行事予定について、説明をお願いしま

す。

高橋副課長 イ 平成３１年度宮代町教育委員会行事予定について、教育委員の皆様に出席い

ただく行事等を説明いたします。
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（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、ウ 校長会からの要望事項に対する取組状況について、説明をお願いしま

す。

高橋副課長 ウ 校長会からの要望事項に対する取組状況について、要望項目・要望事項の概

要を説明いたします。

（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（２）学校教育関係について、説明をお願いします。

（２）学校教育関係

小山学校管理幹 （２）学校教育関係

ア 宮代町立小中学校職員の人事評価について

（資料により説明を行う。人事評価資料は非公開）

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、イ ４月の行事予定及びウ ４月の事業予定について、説明をお願いします。

小山学校管理幹 イ ４月の行事予定について及びウ ４月の事業予定について、小学校・中学校・

教育委員会毎に説明いたします。

（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。

中村教育長

（意見、質問なし）

次に、エ 平成３１年度着任式について、説明をお願いします。

小山学校管理幹 エ 平成３１年度着任式については、事前に通知を送付させていただいておりま

す。よろしく、お願いいたします。

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、オ 平成３１年度入学式について、説明をお願いします。

渋谷課長 オ 平成３１年度入学式については、後程、新教育委員の任命の件と合わせて説

明いたします。

中村教育長 次に、カ 平成３０年度中学校卒業生進路状況について、説明をお願いします。

小山学校管理幹 カ 平成３０年度中学校卒業生進路状況について

（資料により説明を行う。卒業生進路状況資料は非公開）

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。
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（３）生涯学習関係

渋谷課長 （３）生涯学習関係

４月の事業予定については、みやしろ大学の事業のみとなっています。

（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４号 平成３１年度宮代町教育相談員の委嘱について、説明をお願いしま

す。

５ 審議案件

議案第４号 平成３１年度宮代町教育相談員の委嘱について

小山学校管理幹 平成３１年度宮代町教育相談員の委嘱については、さわやか相談員設置要綱及び

ボランティア相談員実施要綱の規定に基づくものです。

（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。

中村教育長

（意見、質問なし）

では、お諮りします。

議案第４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、議案第５号 宮代町スポーツ推進委員の委嘱について、説明をお願いしま

す。

議案第５号 宮代町スポーツ推進委員の委嘱について

渋谷課長 宮代町スポーツ推進委員の委嘱については、スポーツ推進委員に関する規則第３

条の規定に基づくものです。

（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。

中村教育長

（意見、質問なし）

では、お諮りします。

議案第５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、議案第６号 宮代町立図書館協議会の委員の委嘱について、説明をお願い

します。

議案第６号 宮代町立図書館協議会委員の委嘱について

渋谷課長 宮代町立図書館協議会の委員の委嘱については、町立図書館設置及び管理規則第
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１７条の規定に基づくものです。

（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６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、議案第７号 平成３１年度宮代町教育委員会表彰の承認

について、説明をお願いします。

議案第７号 平成３１年度宮代町教育委員会表彰の承認について

高橋副課長 平成３１年度宮代町教育委員会表彰の承認については、宮代町教育委員会表彰規

程及び表彰規程取扱要領の選考基準に基づき表彰するものです。

（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

中村教育長

では、お諮りします。

議案第７号について、原案のとおり、表彰候補者を決定して良いでしょうか。

（異議なし）

承認されました。次に、議案第８号 宮代町学校給食費滞納整理事務処理要綱の

一部改正について、説明をお願いします。

議案第８号 宮代町学校給食費滞納整理事務処理要綱の一部改正について

高橋副課長 宮代町学校給食費滞納整理事務処理要綱については、学校給食費の滞納整理事務

を適切に処理するための要綱です。今回の一部改正は、改元等に伴い様式第１号

中の「平成」を削るものです。

（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

中村教育長

では、お諮りします。

議案第８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、議案第９号 宮代町教育委員会臨時的職員取扱規程の一

部改正について、説明をお願いします。

議案第９号 宮代町教育委員会臨時的職員取扱規程の一部改正について

小山学校管理幹 宮代町教育委員会臨時的職員取扱規程については、宮代町教育委員会において、

臨時的に任用する非常勤講師及び臨時的に任用する非常勤指導主事の勤務条件

等を明確にするとともに、統一的に取り扱うことにより、人事管理の適正を図る

ことを目的とするものです。今回の一部改正は、改元等に伴い様式第１号中の「平
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中村教育長

成」を削り、様式第２号中の「平成」及び「宮教推発」を削り、様式第３号から

様式第５号までの様式中の「平成」を削るものです。

（資料により説明を行う。）

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

中村教育長

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。

（異議なし）

承認されました。次に、議案第１０号 宮代町立学校職員の自家用自動車の公務

使用に関する取扱要綱の一部改正について、説明をお願いします。

議案第１０号 宮代町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱の一部改正について

高橋副課長

中村教育長

宮代町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱のについては、学

校職員が公務により旅行する際、又は教育機関との連絡業務等に、自家用自動車

を使用することに関し、必要な事項を定めるものです。今回の一部改正は、改元

等に伴い様式第２号中の「平成」を削るものです。

（資料により説明を行う。）

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

中村教育長

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。

（異議なし）

承認されました。次に、議案第１１号 宮代町立小・中学校の指定校変更等に関

する取扱要綱の一部改正について、説明をお願いします。

議案第１１号 宮代町立小・中学校の指定校変更等に関する取扱要綱の一部改正について

小山学校管理幹

中村教育長

宮代町宮代町立小・中学校の指定校変更等に関する取扱要綱については、学校教

育法施行令第 8 条及び学校教育施行規則第 33 条の規定に基づき、宮代町教育委

員会が指定した就学すべき小学校又は中学校を変更することができる場合及び

施行令第 9条に基づく区域外就学の要件及び手続を定めるものです。今回の一部

改正は、改元等に伴い様式第１号から様式第９号までの様式中の「平成」を削る

ものです。

（資料により説明を行う。）

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

中村教育長

（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）

承認されました。次に、議案第１２号 宮代町立小・中学校校長及び教頭の自己
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申告実施規程の一部改正について、説明をお願いします。

議案第１２号 宮代町立小・中学校校長及び教頭の自己申告実施規程の一部改正について

小山学校管理幹

中村教育長

宮代町立小・中学校校長及び教頭の自己申告実施規程については、宮代町立小・

中学校管理規則第 24 条の規定に基づき、宮代町立小・中学校の校長及び教頭に

ついて、目標による管理の手法を取り入れた自己申告制度を実施することによ

り、学校全体の教育力の向上と教職員個人の能力の開発・伸長を図り、より優れ

た学校運営に資することを目的とするものです。今回の一部改正は、様式第１号

及び様式第２号を改めるものです。

（資料により説明を行う。）

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

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、議案第１３号 宮代町立小・中学校職員服務規程の一部

改正について、説明をお願いします。

議案第１３号 宮代町立小・中学校職員服務規程の一部改正について

小山学校管理幹

中村教育長

宮代町立小・中学校職員服務規程については、宮代町立小・中学校管理規則第

24 条の規定に基づき、学校職員の服務について規定するものです。今回の一部

改正は、改元等に伴い様式第１０号の２中の「平成」を削るものです。

（資料により説明を行う。）

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

中村教育長

では、お諮りします。

議案第１３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、議案第１４号 宮代町教育委員会の後援に関する要綱の

一部改正について、説明をお願いします。

議案第１４号 宮代町教育委員会の後援に関する要綱の一部改正について

高橋副課長

中村教育長

宮代町教育委員会の後援に関する要綱については、宮代町教育委員会の後援に関

する要綱教育委員会以外のものの行う主体的な教育関係の活動を後援すること

をことに関し、必要な事項を定めたものです。今回の一部改正は、改元等に伴い

様式第１号中の「平成」を削り、様式第２号中の「平成」及び「宮教推」を削り、

様式第３号から様式第５号までの様式中の「平成」を削るものです。

（資料により説明を行う。）

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）
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中村教育長

中村教育長

では、お諮りします。

議案第１４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。

６ その他

渋谷課長

小山学校管理幹

菊地教育委員の後任の教育委員の任命について経過説明あり

小・中学校入学式の出席者調整

高橋副課長

吉澤委員

高橋副課長

中村教育長

会議録の公開について、（資料により説明を行う。）

会議録修正の内容により、やり取りが増えることになるのか。

やりとりが、数回に及ぶ場合も考えられます。

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。

７ 次回教育委員会について

高橋副課長 事前に、日程調整させていただいておりますが、４月１８日（木）午後４時３０

分開会、会場は社会福祉協議会２階会議室です。なお、同日、教育委員会表彰が

定例教育委員会前の午後３時３０分から同会議室で予定させていただいており

ます。

８ 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３１年２月１５日開催の平成３１年第２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）

９ 閉会

（閉会午後 3時 55 分）


