
開 会     ただいまより、平成 30 年 2 月教育委員会定例会を始めさせてい 

ただきます。初めに、教育長よりご挨拶をお願いいたします。 

教育長     教育長挨拶 

次 長     ありがとうございます。続きまして、会議録署名人の指名及び会 

議録作成人の指名を教育長よりお願いいたします。 

教育長     会議録署名人につきましては、規則第 17 条第 2 項によりまして、

Ｄ委員にお願いいたします。会議録作成人につきましては、規則第

18 条第 2 項によりまして、事務局にお願いいたします。 

次 長     続きまして、付議事項及び報告事項に入りたいと思います。教育 

長の進行によりお願いいたします。 

教育長     それでは、議案第 12 平成 29 年度五霞町一般会計補正予算（第 6

号）について、事務局から説明をお願いいたします。 

次 長     議案第 12 号ですが、町長より教育委員会あてに、平成 30 年第 1 回 

五霞町議会定例会に提案すべき議案に対する意見聴取の照会がありま 

した。こちらは 3 月議会が 3 月 5 日（月）に始まりますが、教育委員 

会としましては、平成 29 年度の一般会計補正予算と平成 30 年度の新 

年度予算 2 件について上程させていただきます。議案第 12 号の補正予 

算の内容につきまして担当リーダーより説明をいたします。 

事務局     資料に基づき、平成 29 年度五霞町一般会計補正予算（学校教育グ

ループ）について説明。 

事務局     資料に基づき、平成 29 年度五霞町一般会計補正予算（生涯学習グ

ループ）について説明。 

事務局     資料に基づき、平成 29 年度五霞町一般会計補正予算（生涯学習グ

ループ・保健体育費）について説明。 

教育長     ありがとうございます。ただいま補正予算について説明がござい

ましたが、何かご質問等ございますか。 

Ｃ委員     防犯カメラの再リースを計画されたということですが、カメラは

そのままで再リース契約ということですか。 

事務局     機器については問題ありませんので、このままの内容で契約を結

びました。 

Ｃ委員     電化製品は 5 年も経つと新しい品が出回りますが古いもので大丈

夫ですか。 

事務局     現場で画像のチェック等をしましたが、まだ問題はありませんで

した。 



Ｃ委員     分かりました。もう１点ですが、町史編さん調査費の旅費の内訳

を教えてください。 

事務局     先生に来てもらうための交通費や、調査するに当たっての交通費

になります。 

Ｄ委員     学校にエアコンが入ったので灯油代の燃料費が減額となっていま

すが、電気代の方はどうなっていますか。 

事務局     電気代の予算は増額を見込んで組んだものですから、今年度につ

きましては増額補正をすることなく足りました。 

教育長     他にございませんか。 

全委員     ありません。 

教育長     それでは、原案のとおり可決とさせていただきます。ありがとう

ございます。次に進めさせていただきます。議案第 13 号 平成 30

年度五霞町一般会計予算について、事務局よりご説明ください。 

事務局     資料に基づき、平成 30 年度五霞町一般会計予算（学校教育グルー

プ）について説明。 

事務局     資料に基づき、平成 30 年度五霞町一般会計予算（生涯学習グルー

プ）について説明。 

事務局     資料に基づき、平成 30 年度五霞町一般会計予算（海洋センター）

について説明。 

教育長     ありがとうございます。説明がございましたが、ご質問等ござい

ますか。 

Ｄ委員     公民館の維持管理についてですが、ステージ上のスクリーンとマ

イクに見づらい聞きづらい部分があるようですが、予算内で取り替

えることはできませんか。 

事務局     スクリーンは予算的に取り替えることができませんが、ワイヤレ

スマイクはかなり古いので、来年度に購入することを検討していま

す。 

Ｃ委員     生涯学習推進事業の社会教育主事を配置とありますが、社会教育

主事とはどういう方か説明をお願いいたします。 

事務局     社会教育主事というのは、社会教育全般に携わる人で資格が必要

です。学校に配置されていた教員籍の方を、平成 30 年度から 32 年

度までの 3 年間、五霞町に派遣していただいて、社会教育全般に携

わっていただく予定です。 

Ｃ委員    活動としては、学校で授業をされるのですか。 

事務局     学校で授業をするのではなく、学校教育以外の社会教育全般の事



業を、教育委員会の職員と一緒に進めていただきます。 

Ｃ委員     分かりました。 

教育長     他にございますか。 

Ａ委員     学校教育グループ関係で 3 点ほどよろしいですか。 

まず 1 点目、就学援助の関係ですが、準要保護の要件を満たす家

庭とはどういった家庭ですか。 

事務局     一番分かりやすいのが、ひとり親の家庭です。生活保護に準じた、

生活に困窮しているひとり親の家庭に関しましては、児童扶養手当

が別途、福祉部門から支給されてございます。児童扶養手当が支給

されている家庭であれば、こちらの準要保護に関しましても該当に

なります。 

Ａ委員     ひとり親なら、所得がいくらあっても該当するのですか。 

事務局     所得が多ければ児童扶養手当は非該当になります。児童扶養手当

の審査はかなり厳格ですから、それに準じて準要保護に関しまして

も支給しています。 

Ａ委員     所得とはどれくらいですか。 

次 長     児童扶養手当の方で所得の判定は行っていて、全額支給や、ある 

程度所得が多くなってくると一部停止、全額停止という段階があり

ます。ひとり親家庭でも、所得があって全額停止されているご家庭

は準要保護も該当にはなりません。 

Ａ委員     分かりました。2 点目ですが、教職員ストレスチェックは今年か

らやるのですか。 

事務局     教職員は平成 30 年 4 月からです。 

Ａ委員     3 点目ですが、パソコンのリースは、5 年リースだったと思うので

すが、また更新するのですか。 

事務局     更新します。小学校につきましては平成 31 年度までなので 32 年

度に更新を予定しています。中学校に関しましては平成 34 年 8 月末 

までなのでその後も更新します。目安は 5 年ということで考えてい

ます。 

Ａ委員     延長はしますか。 

事務局     先ほどの防犯カメラと違いパソコン関係は寿命が短いので、再リ

ースではなく再構築ということで、新しいものを入れ替えることを

考えています。 

Ａ委員     新しくしなければ駄目ですか。延長すれば安くなるのではありま

せんか。 



事務局     中学校は、昨年の夏に入れかえましたが、そのときにも今使って

いる機械をもう一度使えないかと再リースの検討をしました。しか

し現場を見てやはり使っていくのは難しいだろうと判断し、全て入

れ替えました。 

Ｄ委員     パソコンの場合はハードの問題もありますが、ソフト面でも OS

が変わりますから、中学校で勉強した OS が高校で使えるかというと

そうとも限らないので、極力新しい OS を児童生徒が触れられるよう

にしていただければと思います。 

教育長     ありがとうございます。他にございますでしょうか。 

全委員     ありません。 

教育長     それでは原案のとおりとさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

それでは、報告事項に移らせていただきます。報告第 25 号 区域

外就学について、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局     資料に基づき、区域外就学について説明。 

教育長     事務局から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。 

全委員     ありません。 

教育長     それでは、報告どおりとさせていただきます。続きまして、報告

第 26 号 3 月の行事予定について、各グループから説明をお願いい

たします。 

事務局     資料に基づき、平成 30 年 3 月教育長・教育委員・学校教育 G・学

校等行事予定表について説明。 

事務局     資料に基づき、平成 30年 3月生涯学習 G行事予定表について説明。 

事務局     資料に基づき、平成 30 年 3 月生涯学習 G（海洋センター）行事予

定表について説明。 

教育長     各グループから報告がありましたけれども、ご質問ございました

らお願いいたします。 

Ｄ委員     生涯学習グループで、3 月 10 日（土）に子ども野外体験活動とい 

うのがありますが、これはどのような子どもたちが参加するのですか。 

事務局     五霞東小学校、五霞西小学校の 6 年生と各行政区の子供会育成会

の指導者が付き添いで参加します。中学校に上がる前に五霞東小学

校、五霞西小学校の 6 年生同士の交流を図って、中学校へ行っても

円滑に学校生活ができるようにすることが目的です。人数は指導者

と児童を合わせて 40 人くらいです。 

Ｄ委員    分かりました。ありがとうございます。 



教育長     他にございませんか。 

全委員     異議なし。 

教育長     ありがとうございます。それでは、以上で報告事項を終了させて

いただきます。進行を事務局にお返しいたします。 

次 長     それでは、会議次第 7 その他に入らせていただきます。 

平成 30 年度教職員定期人事異動に係る臨時会を 3 月 15 日（木）

の午後 4 時から開催させていただきます。 

全委員     はい。 

次 長     よろしくお願いします。続きまして定例会ですが、3 月 23 日（金） 

はいかがでしょうか。 

全委員     大丈夫です。 

次 長     ありがとうございます。それでは、次回の定例会は 3 月 23 日（金） 

午前 10 時から開催し、引き続き、総合教育会議を行いたいと考えて

おりますがよろしいでしょうか。 

全委員     はい、分かりました。 

次 長     委員の皆様から何かございますか。 

全委員     ありません。 

次 長     よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして 2 月教育委員会 

定例会を終了させていただきます。本日は、ありがとうございました。 


