
1 
 

令和２年 第３回宮代町教育委員会定例会会議録 

招集年月日 令和 2年 3 月 13 日 午後 3時 00 分 開 催 場 所 役場２０４会議室 

開閉の日時 

及び宣告者 

令和 2年 3月 13 日 午後 4時 50 分 教 育 長 中村 敏明 

令和 2年 3月 13 日 午後 4時 50 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       小山裕之 

生涯学習室長          飯山武 

主幹              田中啓之 

主査              加藤正久 

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 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                

ア 令和２年３月宮代町議会定例会関係 

① 令和元年度一般会計補正予算（第６号）について  

② 一般質問と答弁の概要について  

イ 令和２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 令和２年度着任式について      

オ 令和２年度入学式について      

カ 令和元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 １２号 令和２年度宮代町教育委員会表彰の承認について 

議案第 １３号 宮代町文化財保護委員の委嘱について 

議案第 １４号 第２次宮代町図書館ビジョンの策定について 

    

傍聴人   ０名 
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開 会 午後 3時 30 分 

１ 開会の宣言 

 中村教育長 令和２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 

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。 

概要報告（R2.2.21～3.13）及び予定（R2.3.14～4.23）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 令和２年３月宮代町議会定例会関係 

①  令和元年度一般会計補正予算（第６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 

 

 

 

 

 

 

 

 

大場課長 

 

 

中村教育長 

ア 令和２年３月宮代町議会定例会関係 

① 令和元年度一般会計補正予算（第６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 

大場課長 

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 令和２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。 

大場課長 イ 令和２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。 

 

 

 

大場課長 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。 

深井委員 さわやか相談員は中学校、教育相談員は庁舎にいて、必要があったときに小学校

の児童の保護者や、中学校の生徒の保護者から相談があったときに、庁舎で話を

聞くのですか。それとも家に出向いて話を聞くのですか。 

小山学校管理幹 中学校にいるさわやか相談員については、小学校の児童の保護者から相談があっ

た場合にも中学校で対応します。教育相談員については、定期的に学校に出向い

て相談しておりますが、随時、電話や窓口で直接相談しています。 

深井委員 保護者は相談員がいることをご存じですか。 

小山学校管理幹 町の広報や、教育だよりでご案内しております。 

瀧ヶ崎委員 校長からの要望事項の中で校内インターホンの設置がありますが、緊急時に先生

の間で連絡をとるということで必要なのですか。 

加藤主査 主に来客に対してです。学校の中には増築を重ねて、校舎間が離れているところ

もございます。例えば、先生を校内放送で呼び出すより、インターホンで各校舎

を繋いで連絡をするということを想定しているのではないかと思います。 

瀧ヶ崎委員 携帯電話とかでは対応出来ませんか。 

加藤主査 学校の電話は職員室に２回線しかないので、外部からの電話等で、先生を校舎中

探し回るということがあるので、必要だということだと思います。 

瀧ヶ崎委員 ＡＥＤについては各校一台ずつあるということでよろしいですか。 

加藤主査 各校一台設置しております。また、夏場には、プール用として、短期間で一台リ

ースしております。 

瀧ヶ崎委員 使用したことはあるのですか。 

小山学校管理幹 この１０年、使用したということは聞いておりません。 

吉澤委員 使い方の講習のようなものはあるのですか。 

小山学校管理幹 各校、夏休みに救命救急の講習を行っています。 

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） 
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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 令和２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 令和２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 令和２年度入学式について、説明をお願いします。 

小山学校管理幹 オ 令和２年度入学式について 

小・中学校入学式の出席者の調整 

中村教育長 次に、カ 令和元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 令和元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。 

（３）生涯学習関係 

 

 

 

 

 

 

飯山室長 （３）生涯学習関係 

４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 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１２号 令和２年度宮代町教育委員会表彰の承認ついて、説明をお願いし

ます。 

５ 審議案件 

議案第１２号 令和２年度宮代町教育委員会表彰の承認について 

 

 

 

大場課長 令和２年度宮代町教育委員会表彰の承認について 

（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、ご意見をお受けいたします。 
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中村教育長 

（意見、質問なし） 

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） 

中村教育長 承認されました。 

次に、議案第１３号 宮代町文化財保護委員の委嘱について、説明をお願いしま

す。 

議案第１３号 宮代町文化財保護委員の委嘱について 

 飯山室長 宮代町文化財保護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。 

瀧ヶ崎委員 継続になる方はいますか。 

飯山室長 全ての方が再任です。学識経験者の中には平成１０年から委員をやられている方

もいます。公募の方は平成２６年から委員になられています。 

 

中村教育長 

（意見、質問なし） 

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） 

中村教育長 承認されました。 

次に、議案第１４号 第２次宮代町立図書館ビジョンの策定について、説明をお

願いします。 

議案第１４号 第２次宮代町立図書館ビジョンの策定について 

 

 

 

田中主幹 第２次宮代町立図書館ビジョンの策定について 

（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 

 

 

小山学校管理幹 新型コロナウィルス対策について説明 

中村教育長 

山田委員 

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。 

学童に通っている子どもの数は何人くらいですか。 

通常、６割から７割の子どもが学童に来ていますが、今回、新たに学童に通わせ

る家庭は１桁だと聞いております。家で子どもの面倒を見ている家庭もございま
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 すので、通常学童に通われている子どもの６割程度が通っています。 

飯山室長 新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための公共施設の一部サービス中

止について 

（資料により説明を行う。） 

大場課長 社会福祉協議会評議員の推薦依頼について 

（資料により説明を行い、委員を互選により選出） 

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。 

７ 次回教育委員会について 

 大場課長 事前に、日程調整させていただいておりますが、４月２３日（木）午後２時４５

分開会、会場は宮代町役場２０４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２時００分から同会議室で予定させていただいておりま

す。 

８ 閉会 

（閉会午後 4時 50 分） 

 


