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平成２９年３月定例教育委員会会議録 

 

１ 開会及び閉会に関する事項 

(1) 開催日時  平成 29年３月 27日（月）午前 9時 00分 

(2) 場  所  松田町役場庁舎４階Ｂ会議室 

(3) 開会時間  午前９時 00分 

(4) 閉会時間  午後０時 30分 

２ 出席及び欠席委員の氏名 

(1) 出席委員  吉田保夫教育長 安藤文一教育長職務代理者 杉本葉子委員  

二宮朗子委員 

 (2) 欠席委員  なし 

３ 傍聴人 

   なし 

４ 委員及び傍聴人を除き会議場に出席した者の氏名   

小田隆課長 遠藤洋一課長補佐、渋谷昌宏学校教育係長 藤森広一郎指導主事  

宮根正行施設管理係長 川崎智生涯学習係長 

社会教育委員；吉田議長、木口委員 

５ 会議録の確認 

    なし 

６ 教育長の報告事項の要旨  

吉田教育長：「教育長の行政報告」の資料に基づき説明。 

７ 議題及び議事の要旨  

 議事事項  

日程１ 議案第 17号 松田町立学校の学校評議員の委嘱について 

日程２ 議案第 18号 松田町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正につ

いて 

日程３ 議案第 19号 松田町立中学校学校経営支援会議組織運営規定について 

日程４ 議案第 20号 松田町立中学校事務共同実施推進協議会設置要綱について 

日程５ 議案第 21号 松田町通学路交通安全推進委員会設置要綱について 

日程６ 議案第 22号 平成 29年度松田町生涯学習基本方針の承認について 

日程７ 議案第 23号 松田町幼稚園保育料の徴収に関する条例施行規則の一部改正につい 

    て 

 日程８ 議案第 24号 松田町立幼稚園園則の改正について 

 

日程１ 議案第 17号 松田町立学校の学校評議員の委嘱について 

渋谷係長：「議案第 17号 松田町立学校の学校評議員の委嘱について」の資料に基づき

説明。 

平成 29年３月 31日をもって委嘱期間が満了するため、松田町立幼稚園、小学校及び

中学校の学校評議員に関する要綱第４条の規定により教育委員会の承認を得たいので提
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案した。本制度は平成 12年 1月 21日の学校教育法施行規則の改正により制度化された

ものである。今回は 20名（新規推薦 2名）の方が推薦されており、承認を得られれば平

成 29年４月１日に委嘱し、平成 30年３月 31日までの１年間の任期である。 

吉田教育長：意見がなければ議案第 17号については、承認するということでよろしい

か。 

委員：全員承認 

日程２ 議案第 18号 松田町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正に

ついて 

 渋谷係長：「議案第 18号 松田町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部

改正について」の資料に基づき説明。 

松田町立小中学校の学校事務職員による共同実施の位置づけを明確にする等、所要の

改正をしたいので提案する。規則の第 14条の４の次に次の１条「第 14条の５ 効率的・

効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、学校経営活動の支援を行うため、

松田町立小中学校の事務職員が学校事務の共同実施を行う組織として、学校経営支援会

議を設置する」を加えるほか２項を加え、改正する。平成 29年４月１日から施行する。 

吉田教育長：意見がなければ、議案第 18号については、承認するということでよろし

いか。 

委員：全員承認 

日程３ 議案第 19号 松田町立中学校学校経営支援会議組織運営規定から日程４ 議案第

20号 松田町立中学校事務共同実施推進協議会設置要綱について一括して提案する。 

 渋谷係長：「議案第 19号 松田町立中学校学校経営支援会議組織運営規定もついて」

と「第 20号 松田町立中学校事務共同実施推進協議会設置要綱について」の資料に基づ

き一括して説明。 

松田町立中学校学校経営支援会議組織、運営等必要な事項について、規定を制定した

いので提案した。また、松田町立小中学校の学校事務の共同実施を円滑に行う等、要綱

を設置したいので提案した。 

吉田教育長：意見がなければ、議案第 19号及び議案第 20号については、承認すると

いうことでよろしいか。 

委員：全員承認 

 日程５ 議案第 21号 松田町通学路交通安全推進委員会設置要綱について 

   渋谷係長：「議案第 21号 松田町通学路交通安全推進委員会設置要綱について」の資

料に基づき説明。 

   児童・生徒が安心して通学できるよう、通学路の安全対策を推進し、登下校時の安全

確保に向けた取り組みを行うため等、要綱を制定したく提案した。 

吉田教育長：意見がなければ、議案第 21号については、承認するということでよろし

いか。 

   委員；全員承認 

    

日程６ 議案第 22号 平成 29年度松田町教育基本方針の承認について 

  藤森指導主事：「議案第 22号 平成 29年度松田町教育基本方針の承認について」の資
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料に基づき説明。 

  教育基本方針は昨年度と同様である。また学校教育の重点として小中学校における道

徳教育とし、児童生徒指導の取り組み、不登校対策とした。 

  川崎係長：「平成 29年度生涯学習基本計画」の資料に基づき説明。 

  生涯学習基本計画は昨年度と基本的に同様である。また、放課後居場所づくり、スポ

ーツレクレーションの充実と読書活動推進計画を行うものとする。 

  吉田教育長：意見がなければ、議案第 22号については、承認するということでよろし

いか。 

   委員；全員承認 

日程７ 議案第 23号 松田町幼稚園保育料の徴収に関する条例施行規則の一部改正につい 

    て 

   渋谷係長：「議案第 23号 松田町幼稚園保育料の徴収に関する条例施行規則の一部改正

について」の資料に基づいて説明。 

   子ども子育て支援新制度において、平成 29年度から多子世帯・ひとり親世帯（年収

360万円未満相当）の保険料の負担軽減が拡充されることにより、新たな保険料につい

て提案した。施行規則条例第３条の規定について３規定の追加、町民税所得割非課税世

帯の第２子以降は保育料無償、第３階層ひとり親世帯等に係る第１子の保育料は 3,000

円、第２子以降は保育料無償である。 

  吉田教育長：意見がなければ、議案第 23号については、承認するということでよろしい

か。 

   委員；全員承認 

日程８ 議案第 24号 松田町立幼稚園園則の改正について 

   遠藤課長補佐：「松田町立幼稚園園則の改正について」の資料に基づき説明。 

   松田町立幼稚園の学級数及び収容定員の適正化を図るため、所要の改正のため提案し

た。本町の幼稚園の実情が条例の収容定数に適合しておらず、交付税の算定に影響があ

るためである。しかし、今回は審議せず再考することとした。 

８ その他事項 

 (1) 放課後の居場所づくり関する提案について 

吉田議長：「放課後の居場所づくり関する提案について」の資料に基づき説明。 

今回報告するアンケートの結果から、社会教育委員の間では、子どもには放課後、子

どもたちが安心して遊べる場所が必要であると考える。可能であれば安全な学校施設な

どが良い。 

また、求める姿として子どもたちが過ごした昭和の環境が良く、個々で人間関係を学

ぶことができた。今の子どもたちにこの環境を意図的に作り、この中で松田町の子ども

人としての常識を学べて、生きる力を持つ大人になってほしいと考えるので提案する。 

吉田教育長：意見がなければ、その他事項（1）については、今後の方向性を示すもの

とし、４月の定例教育委員会で改めて協議する形にしたいがよろしいか。 

委員：全員了承 

(2) 第４回松田町立学校建設基本計画策定委員会の報告について 

 宮根係長：「第４回松田町立学校建設基本計画策定委員会の報告について」の資料に基
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づき説明。 

吉田教育長：意見がなければその他事項（２）については、了承ということでよろし

いか。 

 委員：全員了承 

（3）辞令交付式の関係と教職員・教育委員会事務局の人事異動について 

 遠藤課長補佐：「辞令交付式と教職員・教育委員会事務局の人事異動について」及び「教

育委員会事務局の人事異動について」の資料に基づき説明。離任式：３月 31日（金）午

前 10時、着任式：４月３日（月）午後 10時に実施する。会場はともに松田町民文化セ

ンター展示ホールとする。 

 （4）外国人英語指導助手（ＥＬＴ）の雇用について 

   「教育委員会事務局の人事異動について」の中で紹介。Thi js Tom Anthony De Buck

（ﾃｨｽ・ﾄﾑ・ｱﾝﾄﾆｰ・ﾃﾞ・ﾌﾞｯｸ）を雇用した。当面は、松田地区の小中学校の ELTとして

勤務となる。 

   吉田教育長：その他事項（3）、（4）については、了承ということでよろしいか。 

   委員：全員了承 

（5）平成 29年度教育委員会予算について 

 遠藤課長補佐：「平成 29年度教育委員会の予算について」の資料に基づき説明。 

 吉田教育長：その他事項(5)については、了承ということでよろしいか。 

 委員：全員了承 

（6）その他 学校における携帯電話の取り扱いについて 

 藤森指導主事「学校における携帯電話の取り扱いについて」の資料に基づき説明。 

吉田教育長：その他事項（6）については、了承でよろしいでしょうか。 

 委員：全員了承 

(7) 教科書採択のための提言について 

 遠藤課長補佐：「2017年度における公正な教科書採択のための提言（要望書）」に基づ

き説明。 

 要望は４点、特に教育委員会に求められたものとして、説明責任の明確化をすること

とした。 

 平成 29年３月 24日（金）、日本出版労働組合連合会から要望書の提出があった。この 

要望書の回答は不要である（別紙のとおり報告）。 

  （8）平成２９年度３月分園児児童生徒数について 

 渋谷係長：「平成 29年度３月分園児児童生徒数について」の資料に基づき説明。 

 吉田教育長：その他事項（8）については、確認を行ったことでよろしいでしょうか。  

委員：全員了承 

（9）入学式・入園式の出席者について 

  渋谷係長：「平成 29年度入学式・入園式出席者」の資料の基づき説明。資料を基に

平成 29年度学校入学者及び幼稚園入園の出席者を決定した。 

９ 議事となった発議、討論等の内容及び発議者の氏名 なし 

10 議決事項  

 (1) 松田町立学校の学校評議員の委嘱について 
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(2) 松田町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部改正について 

(3) 松田町立中学校学校経営支援会議組織運営規定について 

(4) 松田町立中学校事務共同実施推進協議会設置要綱について 

(5) 松田町通学路交通安全推進委員会設置要綱について 

(6) 平成 29年度松田町教育基本方針の承認について 

(7) 松田町幼稚園保育料の徴収に関する条例施行規則の一部改正について 

(8) 松田町立幼稚園園則の改正について 

11 その他委員又は会議において必要と認めた事項 

(1) 今回の会議録署名人の指名 

杉本委員・二宮委員 

(2) 今後の会議の予定 

定例会 平成 29年４月 19日（水）午後１時 30分 松田町役場１階Ｂ会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年８月 23日 

 

 会 議 録 署 名 人 

 

 委    員 

 

 委    員 

 

 会議録調整事務局職員                        

 

 教育課学校教育係長 


