
平成２８年 第３回真室川町教育委員会 会議録 

 

平成２８年５月１６日（月）午後４時３０分より、真室川町中央公民館青年の部屋に

おいて平成２８年第３回真室川町教育委員会を開催した。 
 

１．出席委員    委員長   土田 稔 

          委 員   遠田 且子 

          委 員   沓澤 力 

          委 員   井上 夏来 

          教育長   新田 隆治 

２．事務局出席者  教育課長  八鍬 重一 

          指導主幹  内和 通 

総務管理・学校教育担当 

          課長補佐  佐藤 洋子 

          生涯学習・スポーツ担当 

          課長補佐  庄司 利彦 

          子育て支援担当 

          課長補佐  奥山 早苗 

  

３．会議案件 

  日 程 第 １ 前回会議録の承認について 

  日 程 第 ２ 教育長事務報告について 

  日 程 第 ３ 報 告 

  日 程 第 ４ 議案第９号 

        平成２８年度学校医等の委嘱について 

  日 程 第 ５ 議案第１０号 

        平成２８年度真室川町教育支援委員会委員の委嘱について 

日 程 第 ６ 議案第１１号 

       平成２８年度真室川町特別支援教育推進委員会委員の委嘱について 

  日 程 第 ７ 議案第１２号 

        平成２８年度真室川町学校教育指導委員会委員の委嘱について 

  日 程 第 ８ 議案第１３号 

        平成２８年度真室川町学校給食運営委員会委員の委嘱について 

   日 程 第 ９ 議案第１４号 

        平成２８年度真室川町学校給食献立作成委員会委員の委嘱について 

  日程第１０ 議案第１５号 

        平成２８年度真室川町学校保健委員会委員の委嘱について 

  日程第１１ 議案第１６号 

平成２８年度真室川町教職員安全衛生委員会委員の委嘱について 

  日程第１２ 議案第１７号 

        平成２８年度真室川町行事調整委員会委員の委嘱について 

  日程第１３ 議案第１８号 

        平成２８年度真室川町立真室川中学校評議員の委嘱について 

  日程第１４ 議案第１９号 



        真室川町公民館運営審議会委員及び社会教育委員の委嘱について 

  日程第１５ 議案第２０号 

        真室川町文化財保護委員及び真室川町立歴史資料館運営委員

の委嘱について 

  日程第１６ 議案第２１号 

        真室川町青少年問題協議会委員の任命について 

  日程第１７ 議案第２２号 

        真室川町青少年指導委員及び青少年育成推進員の委嘱について 

  日程第１８ 議案第２３号 

        真室川町スポーツ推進委員の委嘱について 

  日程第１９ 議案第２４号 

        平成２８年度教育予算補正案の原案について 

  日程第２０ 協議 

          （１） 学校訪問について 

          （２） その他 

  日程第２１ その他 

  日程第２２ 閉会 

 

 

 

 

 

４．会議の経過 
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土田委員長 
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本日の出席委員は５名です。定足数に達しておりますので、ただいまよ

り平成２８年第３回真室川町教育委員会を開催いたします。本日の案件

は、日程第１から日程第２２までとなっております。次第に従いまして、

進めてまいりますので、よろしくお願いします。 

はじめに、日程第１｢前回会議録の承認について｣を議題といたします。

事前に資料が配付されておりましたが、何か訂正等ございませんか。 

ありません。 

無いようですので、日程第１｢前回会議録の承認について｣を承認するこ

とに異議ありませんか。 

ありません。 

異議なしということですので、日程第１｢前回会議録の承認について｣

は承認されました。続きまして、日程第２｢教育長事務報告について｣を

議題といたします。事務局よりお願いします。 

（総務管理・学校教育担当の事務報告及び予定を一括で説明） 

（子育て支援担当の事務報告及び予定を一括で説明） 

（生涯学習・スポーツ担当の事務報告及び予定を一括で説明） 

ただいま各担当より説明がありましたが、教育長から補足はあります

か。 

４月２５日に開催された県内教育長会議にて、県教育委員会の新しい教

育長が出席しました。県教育委員会が目指すことに変更はないとのことで

したが、特に学力向上対策を強調していましたので、山形県独自の学力調

査の結果を受けて方針等が見直されると思われます。特に英語の力が落ち
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ている傾向にあり、決定事項ではないが、全国学力テストでは３年に１回

英語が加わるようです。山形県のみでなく、全国的に読解力・筆記力を重

視していく方針のようです。 

 ５月１４日の地区中学校駅伝大会では、男女ともに２位になりました。 

 また、栄寿大学の運営委員長が変わったため、新しい体制でのスタート

となります。 

 今、報告がありました教育長事務報告について、質問はありますか。 

 無いようですので、私の方からよろしいですか。 

 ６月１７日の町教育懇談会の担当は、教育課と議会のどちらですか。 

 議会です。 

 昨年度は形式が変更したようでしたが、今年はどのような形で行う予定

ですか。 

 こちらからは、テーマ性のある意見交換を行うことを提案しましたの

で、その主旨を踏まえて今後企画されていくことと思います。 

 事前に議会と内容や流れを協議してもよいのではないかと思います。 

 実施内容については、議会と事前に協議をしないと一貫性がなくなると

思われます。 

 議会とは、内容及び流れを事前に協議することとします。 

 子育て応援団会議は、月次で行っているようですが、どのような会議の

内容ですか。 

 管内の行政職と私立幼稚園や子育て支援センターの職員がメンバーに

なっており、県内４つの各ブロックに応援団があります。 

 イベントを開催しながら、地域の今後の子育て支援の方向性について連

携し、検討する会議です。 

 地域の子育て支援が主な会議の内容ですか。 

 はい、そうです。 

 分かりました。他にありませんか。 

 無いようですので、日程第２及び第３は終了します。 

 続いて、日程第４議案第９号から日程第１３議案第１８号まで一括審議

とします。事務局より提案をお願いします。 

（資料に基づいて議案第９号から議案第１８号まで一括に説明） 

 前年度同様の構成ということでありますが、何か質問はありますか。 

 議案第１５号について、全校の養護教諭に委嘱されていますが、区分に

は養護教諭代表と記載されています。規則上、区分は代表としなければな

らないのですか。 

 現在の規則に記載されている区分を議案に記載しています。学校統合に

より学校数が減少したことで、現在は全校の養護教諭に委嘱しています。

文言が不整合なため、委員会規則を来年度に向けて改正します。 

 分かりました。次に議案第１７号について、行事調整委員会として実際

に動いているのでしょうか。以前は行事日程を照合するのみで、会議等は

行っていなかったと思います。 

 現在は機能しております。特に年間行事一覧表は、行事調整委員会が中

心となって作成しております。 

 他に何かありませんか。 

 ありません。 
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 それでは、 議案第９号から議案第１８号まで一括承認することに異議

ありませんか。 

 ありません。 

 異議なしということで承認されました。 

 続きまして、日程第１４議案第１９号から日程第１８議案第２３号まで

一括で審議します。 

 それぞれ説明をお願いします。 

（資料に基づいて議案第１９号から議案第２３号まで説明） 

 ただ今の説明について、質問等はありますか。 

 無ければ、日程第１４議案第１９号から日程第１８議案第２３号まで一

括で承認することに異議ありませんか。 

 ありません。 

 異議なしということで、一括で承認されました。 

 続きまして、日程第１９議案第２４号について説明をお願いします。 

 ６月議会の補正要求をしている内容であります。子育て支援担当、生涯

学習担当それぞれより説明を行います。 

（資料に基づいて説明） 

（資料に基づいて説明） 

 ただ今の説明について、質問はありませんか。 

 子育て支援の補助金について、返還金とは人数に関係しているものです

か。 

 一時預かり事業等の人数変更や事業計画の変更により、見込みより実績

が少なかったため、返還金が生じたものです。 

 はい、分かりました。 

 他にありませんか。 

 無いようですので、日程第１９議案第２４号について提案のとおり承認

することに異議ありませんか。 

 ありません。 

 異議なしということで、補正予算案原案については承認されました。 

 続きまして、日程第２０協議（１）学校訪問について、事務局よりお願

いします。 

（学校訪問での意見交換のテーマ、日程等の案について説明） 

 説明のありました学校訪問の内容、日程についていかがですか。 

事務局より提案のあった内容でよろしいですか。 

 はい。 

 それでは事務局にて準備を進めてもらうようお願いします。 

 続いて、協議（２）その他について何かありますか。 

 総合教育会議についてです。昨年度は会議の立上げと大綱の作成を行い

ましたが、今年度はそれらを土台にして首長と協議を行う主旨となりま

す。会議は、年２回程度行うことを予定しています。具体的な進め方や内

容については、次回の協議会にて協議いただきたいと考えています。 

 その他、学校の現状について報告等はありませんか。 

 （前回会議以降の状況について報告） 

 その他に何かありませんか。 

 無いようですので、日程第２０協議を終了します。 
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 続きまして、日程第２１その他について何かありますか。 

先日出席しました教育長会議の内容について申し上げます。 

県縦断駅伝で最上地区は、期待していた順位には届かず、最終順位は１

０位でした。 

来年度の管理職登用について、退職又は異動により多数の登用がある見

込みです。それに伴い、新規採用の教職員数も多いと思われます。 

体罰・暴言について、６月は中体連に向けて練習に熱が入るため、顧問

のみならず、外部コーチも含めて要注意するように、校長会で連絡してお

ります。 

全国学力・学習状況調査で、A問題を解けない傾向が見られるようです。

回答はしているが、正答率が少ないというのが現状のようです。A問題に

ついては、学級単位でも責任を持って指導しなければ、相対的には正答率

が上がらないということが話題になりました。 

事故防止について、５月、６月は新年度の生活に慣れてくる時期である

ため、再度注意喚起を行うということです。 

教育研究センターに指導主幹が配置されました。各校及び教育委員会を

訪問し、今年度の方針について説明されています。 

 その他何かありませんか。 

 無いようですので、以上で平成２８年第３回真室川町教育委員会の全日

程を終了します。ありがとうございました。 

 ありがとうございました。 

 


