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平成３１年 第４回宮代町教育委員会定例会会議録

招集年月日 平成 31 年 4 月 18 日 午後 4時 30 分 開 催 場 所 社会福祉協議会 2 階

会議室

開閉の日時

及び宣告者

平成 31 年 4 月 18 日 午後 4時 30 分 教 育 長 中村 敏明

平成 31 年 4 月 18 日 午後 5時 50 分 教 育 長 中村 敏明

議長代理 － 仮議長 － 会議録調製員 大場 崇明

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） 大場崇明

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

教育委員 瀧ヶ崎 隆司 出席

議案件名

概要報告

（１）概要報告

事務局報告

（１）平成３１年度教育委員会事務局組織等について

ア 平成３１年度教育推進課内職員配置

イ 平成３１年度宮代町教育関係組織一覧

（２）平成３０年度 教育委員会事務の執行状況

(３) 学校教育関係

ア ５月の行事予定について

(４) 生涯学習関係

ア ５月の事業予定について

審議案件

議案第１５号 宮代町就学支援委員会委員の承認について

議案第１６号 宮代町立小・中学校への研究委嘱について

議案第１７号 宮代町立小・中学校司書教諭の発令について

議案第１８号 宮代町立小・中学校一貫教育推進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 4 時 30 分

１ 開会の宣言

中村教育長 平成３１年第４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）

（教育長、教育委員、事務局職員の自己紹介）

２ 概要報告

中村教育長

大場副課長

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 ただいまの報告に対して、ご質問、ご意見はございますか。

（質問、意見なし）

事務局報告に移ります。

報告事項（１）平成３１年度教育委員会事務局組織等について、説明をお願いし

ます。

３ 事務局報告

（１）平成３１年度教育委員会事務局組織等について

渋谷課長 （１）平成３１年度教育委員会事務局組織等について

ア 平成３１年度教育推進課内職員配置

イ 平成３１年度宮代町教育関係組織一覧

（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まして、ご質問等ございましたら、お願いします。

（意見、質問なし）

中村教育長 次に、報告事項（２）平成３０年度 教育委員会事務の執行状況について、報告

します。

（２）平成３０年度 教育委員会事務の執行状況について

小山学校管理幹

飯山室長

大場副課長

（２）平成３０年度 教育委員会事務の執行状況について

（資料により説明を行う。）

中村教育長 ３つの担当から報告がありました。平成３０年度の教育委員会の事務の執行状況

に関しまして、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。

瀧ヶ崎委員 ６ページの百間小学校の「難聴・言語通級指導教室」の登録児童数が 40 名とな

っていますが、これは百間小の児童だけの数字ですか。それとも町内全域ですか。

小山学校管理幹 町内全域です。

中村教育長 ほかにございますか。

（意見、質問なし）

中村教育長 次に、報告事項（３）学校教育関係及び（４）生涯学習関係の５月の行事予定に

ついてまとめて行います。それでは説明をお願いします。
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（３）学校教育関係及び（４）生涯学習関係

小山学校管理幹 （３）学校教育関係

ア ５月の行事予定について

イ ５月の事業予定について

（資料により説明を行う。）

飯山室長 （４）生涯学習関係

５月の事業予定について

（資料により説明を行う）

中村教育長 学校教育、生涯学習それぞれの担当から、行事、予定について説明がありました。

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１５号 宮代町就学支援委員会委員の承認について、説明をお願いしま

す。

４ 審議案件

議案第１５号 宮代町就学支援委員会委員の承認について

小山学校管理幹 議案第１５号 宮代町就学支援委員会委員の承認について

（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、ご意見がありましらお願いします。

吉沢委員 こちらの委員会については、入学に際しての点がメインだと思うのですが、教育

委員会の平成３０年度の執行状況の５ページの特別支援教育の推進において、

「就学支援委員会が年に３回、特別な配慮を必要とする児童生徒への教育・医

療・福祉等専門分野から適切な支援を行う」こととなっています。ただ、福祉の

専門分野の委員さんというところでは、少し弱いかなという気がしたのですが、

そういうジャンルからのというのは、検討にあがっているのでしょうか。

小山学校管理幹 ２号委員の特別支援学校の山内先生、奥村先生は、肢体関係が専門になっていま

す。それから春日部特別支援学校の小澤先生については、精神的なものや情緒的

なものが専門です。欄外にあります専門委員会を３号委員の中の教職員と特別支

援学校の先生方でより専門的な視点から、個別の児童生徒について協議をしてい

ただています。肢体関係については、宮代特別支援学校の先生方からご指導いた

だきながら各学校の個別指導にいかしています。福祉的な立場、専門性という点

では、ご指摘いただいたとおり、まだまだ十分ではないところもあるなと思いな

がらご意見をお聞きしました。
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吉沢委員 近年、就学前から福祉のサービスを利用する障がい児も増えてきています。そう

いう状況で進学されますし、学校が終わったあとに福祉サービスを利用されるケ

ースも増えてきています。

そういったあたりでは福祉の専門的な視点からの委員も必要性はあるのかなと

思いました。もちろん定員の枠がある中でのことになりますけれど、今後考えて

いく必要があるのではないかと思いました。

中村教育長 ６番の４号委員の子育て支援課長がそれにあたります。行政サービスがあると

か、そういったものについての情報を取って、こういうサービスをどうでしょう

かということでは、課長を通じて子育て支援課と連携して進めていくこともでき

ると思います。確かに全体的にという視点もありますが、就学支援委員会の役割

としては、基本的には学校にどういうふうに就学するかという点の検討が主にな

る委員会です。学校での入学に際しての話し合いをしているということですの

で、このメンバーを選んでいます。

よろしいでしょうか。

吉沢委員 わかりました。

中村教育長 ほかに何かございますか。

それでは、お諮りいたします。議案第１５号については、案のとおり可決してよ

ろしいでしょうか。

（異議なし）

中村教育長 承認をいただきました。

続きまして、議案第１６号 宮代町立小・中学校への研究委嘱について、説明を

お願いします。

議案第１６号 宮代町立小・中学校への研究委嘱について

小山学校管理幹 議案第１６号 宮代町立小・中学校への研究委嘱について

（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、ご意見がありましたらお願いします。

（意見、質問なし）

では、お諮りします。

議案第１６号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。

中村教育長

（異議なし）

中村教育長 承認をいただきました。

続きまして議案第１７号 宮代町立小・中学校司書教諭の発令について、説明を

お願いします。

議案第１１号 宮代町立小・中学校司書教諭の発令について

小山学校管理幹 議案第１１号 宮代町立小・中学校司書教諭の発令について

（資料により説明を行う。）
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須賀中学校については８学級、前原中学校については７学級ということで、発令

はございませんが、須賀中学校におきましては、町非常勤講師の山西教諭が、そ

して、前原中学校では、社会の佐田教諭が推進してまいります。

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）

では、お諮りします。

議案第１７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

中村教育長 承認をいただきました。

次に、議案第１２号 宮代町立小・中学校一貫教育推進委員会委員の委嘱につい

て、説明をお願いします。

議案第１８号 宮代町立小・中学校一貫教育推進委員会委員の委嘱について

小山学校管理幹 議案第１８号 宮代町立小・中学校一貫教育推進委員会委員の委嘱について

（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１８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）

承認をいただきました。

次に、その他に移ります。

５ その他

大場副課長 ６月の定例教育委員会の日程については、後日調整をさせていただきますのでよ

ろしくお願いします。

また会議録につきましては、委員の皆様のご理解とご協力により作成後速やかに

公開することができました。

第４回の定例教育委員会の会議録についても、同様のやり方で行いますので、引

き続きご協力をお願いいたします。

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

大場副課長 次回の教育委員会につきましては、５月２７日（月）午後２時から役場庁舎２０

４会議室で開催します。

７ 閉会

（閉会午後 5時 50 分）


