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令和２年 第２回宮代町教育委員会定例会会議録 

招集年月日 令和 2年 2 月 20 日 午後 2時 開 催 場 所 役場 204 会議室 

開閉の日時 

及び宣告者 

令和 2年 2月 20 日 午後 2時 00 分 教 育 長 中村 敏明 

令和 2年 2月 20 日 午後 3時 15 分 教 育 長 中村 敏明 

議長代理 － 仮議長 － 会議録調製員 加藤 正久 

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          大場崇明 

学校管理幹兼副課長（学校教育） 小山裕之 

生涯学習室           田中啓之 

                青木 豊 

教育総務担当          加藤正久 

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 瀧ヶ崎 隆司 出席 

教育委員 山田 鋭生 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 

令和２年度教育予算（案）の概要 

（２）学校教育関係 

ア ３月の行事予定について   

イ ３月の事業予定について 

（３）生涯学習関係 

 ３月の事業予定について 

審議事項 

議案第１１号 令和２年度当初宮代町小中学校教職員人事異動の承認について 

協議事項 

 教育委員会表彰規程取扱要領の改正について 

 

 

 

 

傍聴者０名 

名 
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開 会 午後 2時 

１ 開会の宣言 

 中村教育長 令和２年第２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 

大場課長 

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 次に、事務局報告に移ります。 

（１）教育総務関係 令和２年度教育予算（案）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 

令和２年度教育予算（案）の概要 

 

 

 

 

 

 

大場課長 

 

（１）教育総務関係 

令和２年度教育予算（案）の概要について 

（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。 

瀧ヶ崎委員 ８ページの表の住民１人あたりの教育予算で、上の金額と下の金額の違いは何で

すか。 

加藤主査 上の金額は、教育費に対して令和２年１月１日現在の町人口に対して町民１人あ

たりの教育予算です。下の金額は、教育費から人件費を除いた町民１人あたりの

教育予算です。 

瀧ヶ崎委員 ２１ページの１７番の小学校要準特別支援教育就学援助事業で、支給対象者は増

加見込みとなっておりますが実際増加したのはどの位の数字でしょうか。 

小山学校管理幹 手元に資料はないのですが、例年、数十人単位の増減はありますが、１００人と

かそういう単位ではありません。 

瀧ヶ崎委員 トータルで増加、あるいは減少したにしても、トータルでは１００人の増加では

ないのですか。 

小山学校管理幹 すみません。正確な数字は把握しておりません。 

中村教育長 児童生徒数が多少増加しているせいもあって多めに見込んだところです。 

瀧ヶ崎委員 ２５ページの３４番の埋蔵文化財発掘調査事業ですが、先ほどの説明で、会計年

度任用職員制度に移行することによって、減額というような事業が多かったので

すが、前年度に対して３００万円程増加しているのは何故ですか。 

青木主幹 埋蔵文化財発掘調査報告書の刊行の増加と、埋蔵文化財発掘調査事業は、国、県
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の補助金を受けて行っている事業のため、実績報告を行う必要があります。そこ

で、総務課、企画財政課と調整した結果、発掘にかかる会計年度任用職員の報酬

については、この事業の予算となっております。 

中村教育長 他に質問はございませんか。 

 （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、事務局から説明をいたします。 

（２）学校教育関係 

ア ３月の行事予定について  

イ ３月の事業予定について 

 

 

 

小山学校管理幹 （２）学校教育関係 

ア ３月の行事予定について  

イ ３月の事業予定について 

（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 

 

 

 

 

田中主幹 

青木主幹 

（３）生涯学習関係 

３月の事業行事予定について 

（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。 

深井委員 放課後子ども教室は予算で回数が増えることになっているが、場所は百間小で開

催するということでよろしいですか。 

田中主幹 場所は、百間小で実施します。今年度は、月１回、水曜日の実施で全８回、来年

度は、月曜日と水曜日の月２回で全１８回を予定しております。 

吉澤委員 他校に広げていく考えはありますか。 

田中主幹 まずは、百間小の事業を軌道に乗せることを最優先し、次のステップとして他校

での実施を検討してまいりたいと考えております。 

中村教育長 他に質問はございませんか。 

 

中村教育長 

（意見、質問なし） 

次に、５ 審議事項に入ります。 

議案第１１号 宮代町立小・中学校管理規則の一部改正について、説明をお願い

します。 

５ 審議案件 

議案第１１号  令和２年度当初宮代町小中学校教職員人事異動の承認について   

 

 

小山学校管理幹 令和２年度当初宮代町小中学校教職員人事異動の承認について 

（資料により説明を行う。） 
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 （人事議案のため定例会審議は非公開） 

中村教育長 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） 

中村教育長 承認されました。 

次に、６協議事項に入ります。 

６ 協議事項 

教育委員会表彰規程取扱要領の改正について 

 大場課長 教育委員会表彰規程取扱要領の改正について 

（資料により説明を行う。） 

中村教育長 ただいまの協議事項に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。 

 （意見なし） 

 次に、７その他に移ります。 

７ その他  

 

 

加藤主査 町立小中学校放射線測定結果について 

（資料により説明を行う。） 

中村教育長 ご質問などはございますか。 

（意見なし） 

田中主幹 成人式年齢引き下げに伴う成人式のあり方について 

（資料により説明を行う。） 

中村教育長 ご質問などはございますか。 

山田委員 アンケート調査の実施について、成人式実行委員、町内中学校の生徒会役員、宮

代高校生徒会役員となっていますが、それぞれの内訳は何人ずつでしょうか。 

田中主幹 成人式実行委員は、今年の方は１４人で、去年の方は十数名です。生徒会役員は

中学校３校と宮代高校で各校１０人程度。また、改正民法施行の令和４年４月１

日の年度に１８歳となる現在の中学校３年生については、元生徒会役員に加え学

級委員を対象とし、これらを合算すると９０から１００人程度になると見込んで

いるものです。 

山田委員 何の目的でやるのかにもよると思うが、サンプリングとしては偏っていると思い

ますので、その辺は問題ありませんか。 

田中主幹 少ないということですか。 

山田委員 量というよりは、対象者です。どうしても生徒会役員の方は学校運営に関心が高

かった方が多いです。もう少し幅広い生徒を対象とする必要はないのか、どちら

が適切なのか考える必要があるのではないかと思いました。 

田中主幹 近隣自治体の動向等を踏まえつつ、わかりやすい区分、設定として、生徒会役員

等を対象とさせていただいたものです。 

瀧ヶ崎委員 全国的な話になると思いますが、成人の日はどうなるのでしょうか。 
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田中主幹 成人の日が変わるという情報はございません。 

中村教育長 他にございますか。 

小山学校管理幹 令和元年度卒業証書授与式出席者について 

（資料により説明を行う。） 

中村教育長 他にございますか。 

小山学校管理幹 学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について 

（資料により説明を行う。） 

吉澤委員 インフルエンザの子供は減っているのでしょうか。 

中村教育長 減っています。蓮田市では、コロナウイルス対策をやったら、インフルエンザの

子どもが減ったと聞いております。 

吉澤委員 子ども達は、学校でマスクをしているのでしょうか。 

中村教育長 小学生はあまりしていないと思います。中学生になると受験がございますので、

している子どもが多いと思います。 

吉澤委員 マスクも売っていませんよね。 

中村教育長 卒業式のために、各学校に１００枚ずつ配布することとしております。 

 他にございますか。 

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 

 

 

大場課長 

 

次回は３月１３日（金）の予定です、よろしいでしょうか。 

（３月１３日（金）午後３時００分開会、会場は未定） 

９ 閉会 

（閉会午後 3時 15 分） 

 

 

 


