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平成２９年第２回八街市教育委員会定例会議事日程

平成２９年 ２月 ９日（木）

午前 ８時３５分 教 育 長 室

午後 １時３０分 団体研修室

第１ 委員長開会宣言

第２ 議事録署名人の指定

第３ 施設訪問 二州小学校、二州小学校沖分校

第４ 議題

（１）教育長報告

（２）前回議事録の承認について

（３）議決事項

議案第１号 八街市家庭教育指導員の設置等に関する規則の一部を改正

する規則について

議案第２号 八街市公民館の管理及び運営に関する規則の一部を改正す

る規則について

議案第３号 八街市立図書館の管理及び運営に関する規則の一部を改正

する

規則について

議案第４号 八街市郷土資料館の管理及び運営に関する規則の一部を改

正する規則について

議案第５号 八街市要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助実施

要綱の一部を改正する告示について

議案第６号 平成２８年度八街市一般会計教育費補正予算について

議案第７号 平成２９年度八街市一般会計教育費予算について

（４）報告事項

第１号報告 八街市一般職の臨時職員等の任用等に関する規則の一部を

改正する規則について

第５ その他

（１）各課等からの伝達事項
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八街市教育委員会議事録

平成２９年第２回定例会

１．期 日 平成２９年２月９日（木） 団体研修室

開会 午後 １時３０分

閉会 午後 ３時２０分

２．出席委員

１番 山田 良子 ４番 本田 純子

２番 並木 光男 ５番 加曽利佳信

３番 大西 昭

３．出席職員

教育長 加曽利佳信 ｽﾎﾟｰﾂ振興課長兼ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ所長 堀越 和則

教育次長 村山のり子 中央公民館長兼図書館長兼視聴覚教材ｾﾝﾀｰ所長

教育総務課長 廣森 孝江 山本 伸夫

学校教育課長 柿﨑 清 学校給食ｾﾝﾀｰ所長 海保 直之

社会教育課長兼郷土資料館長 関 貴美代 教育総務課主査補 富谷 和恵（書記）

４．開会

委員長あいさつの後、開会宣言し、日程に入る。

５．議事録署名人の指定

４番 本田 純子 ５番 加曽利 佳信

６．教育長報告

主なものについて報告します。

１月２１日、スポーツプラザにおいて、第２０回八街市近隣中学校交流柔道

大会が行われました。委員の皆さまにもご足労いただきまして、ありがとうご

ざいました。

１月２４日、議場において、八街っ子夢議会が行われました。八街市の小・

中・高の児童生徒が参加し、非常に活発に実際の議員のような質問も多く出ま

した。また、多くの参観者もいらっしゃいました。



- 3 -

２月３日、印旛教育会館において、印教連教育功労者表彰式が行われました。

八街市からは２名（八街中央中学校の吉田校長、八街中学校の北村養護教諭）

が表彰されました。

２月５日、中央公民館において、八街市・八街市教育委員会定例表彰式が行

われました。委員の皆さまにもご足労いただきまして、ありがとうございまし

た。

他は紙面にてご報告に代えさせていただきます。以上です。

７．前回議事録の承認

○委員長より

１月２０日開催、第１回教育委員会定例会の議事録について承認を求める。

異議なく承認。

８．議題

議決事項

○委員長より

本案件中、議案第６号及び議案第７号は、八街市教育委員会会議規則第１３

条第１項第４号の規定により、会議を非公開としたい旨を諮る。

異議なく承認。

議案第１号 八街市家庭教育指導員の設置等に関する規則の一部を改正する規

則について教育長原案提出｡

○社会教育課長より

議案第１号について説明いたします。資料の２ページをご覧ください。

現在、社会教育課に配置しております家庭教育指導員の職務において、家庭

教育事業全体に関わることにより、関係各課と連携し情報を共有することで、

家庭教育の充実及び振興を図るため、規則の一部を改正するものです。

３ページをご覧ください。改正箇所については、八街市家庭教育指導員の設

置等に関する規則中、（職務）第３条に第３号を加えるものとします。施行日

は、平成２９年４月１日です。

以上で説明を終わります。
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○教育委員より

新たに加える第３号の内容は、今までも行ってきたことではないのですか。

○社会教育課長より

今までも行ってまいりましたが、職務の中に具体的に明記していなかったの

で、職務として明確にするために加えました。

（その他質疑なし）

審議の結果、議案第１号は原案のとおり可決。

議案第２号 八街市公民館の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規

則、議案第３号 八街市立図書館の管理及び運営に関する規則の一部を改正す

る規則、議案第４号 八街市郷土資料館の管理及び運営に関する規則の一部を

改正する規則について教育長原案提出。

○社会教育課長より（一括説明）

議案第２号から議案第４号については、改正内容が同じであるため一括して

説明いたします。

４ページ、６ページ、８ページをご覧ください。中央公民館、市立図書館、

郷土資料館については、現在、国民の祝日に関する法律に

規定する休日は５月５日、１１月３日を除き休館しております。

市民が利用する機会を増やすことで入館者の増加が見込まれ、市民サービスに

繋がることから、国民の祝日に関する法律に規定する休日を開館するため、規

則の一部を改正するものです。

５ページ、７ページ、９ページをご覧ください。改正箇所につきましては、

規則第４条第１項中第２号を削り、第３号中「１月２日」を「１月１日」に改

め第２号とし、第４号を第３号とするものです。

施行日は、市民等への周知期間を要するため、平成２９年１１月１日といた

します。

以上で説明を終わります。

（質疑なし）

審議の結果、議案第２号から議案第４号は原案のとおり可決。

議案第５号 八街市要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助実施要綱の

一部を改正する告示について教育長原案提出。
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○学校教育課長より

議案第５号について説明いたします。１０ページをご覧ください。

要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助実施要綱の補助対象経費につ

いて、今回、国の基準額と同額（新旧対照表１４ページから１６ページの「新」

の額）に引き上げるものです。また、併せてクラブ活動費を追加いたします。

施行日は、平成２９年４月１日です。

以上で説明を終わります。

（質疑なし）

審議の結果、議案第５号は原案のとおり可決。

議案第６号 平成２８年度八街市一般会計教育費補正予算について教育長原案

提出。（非公開）

審議の結果、議案第６号は原案のとおり可決。

議案第７号 平成２９年度八街市一般会計教育費予算について教育長原案提

出。（非公開）

審議の結果、議案第７号は原案のとおり可決。

報告事項

第１号報告 八街市一般職の臨時職員等の任用等に関する規則の一部を改正す

る規則について教育長報告。

○教育総務課長より

この規則は、教育委員会規則ではないため、議案ではなく報告事項となりま

す。また、改正内容は、教育総務課と学校教育課が担当するものがございます

が、一括して説明いたします。

それでは、八街市一般職の臨時職員等の任用に関する規則の一部を改正する

規則の制定について報告いたします。

教育委員会に係る改正内容は２点です。１点目は、幼稚園教諭の賃金を、現

行の『時給１，１００円』から『１，２００円』に改正いたしました。理由は、

昨年度に八街市立保育園の臨時保育士を確保するため、幼稚園教諭の有資格者



- 6 -

についても臨時保育士として採用可能とするとともに、賃金を『１，２００円』

と定めました。これにより、市立幼稚園の臨時教諭の賃金との格差が生じてし

まったことから、同一資格であることを鑑み、市立幼稚園で雇用する幼稚園教

諭についても保育士と同額の『１，２００円』に改正したものです。

次に、スクールソーシャルワーカー、教育センター指導員、発達障害支援ア

ドバイザーの３つの職種について、新たに追加いたしました。これらは、平成

２９年度から新たに臨時職員として雇用する予定です。

概要としまして、スクールソーシャルワーカーにつきましては、学校教育活

動において、児童生徒の生活指導、家庭支援、不登校の解消を図るために雇用

するものです。教育センター指導員につきましては、教育センターを整備する

にあたり、専属の職員を配置することが難しいことから、臨時職員である教育

センター指導員を配置し、その業務を行うために雇用するものです。発達障害

支援アドバイザーにつきましては、特別な支援を必要とする子どもについて、

就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援体制を整備し、教育委員会と福祉・

保健・医療等について連携し、一貫した支援体制を構築するために雇用する

ものです。

この規則の施行期日は、平成２９年４月１日となります。

以上で、報告を終わります。

（質問等なし）

５．その他

（１）各課からの伝達事項の報告

以上で、会議を終了とする。
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（別紙）

教育長報告

平成２９年１月２１日～２月８日

曜日 時 間 場 所 内 容

1/21 土 9:00 スポーツプラザ 第２０回八街市近隣中学校交流柔道大会

1/24 火 13:30 議場 八街っ子夢議会

1/26 木 10:00 保健福祉センター大会議室 八街市更生保護女性会創立４０周年記念式典

1/29 日 10:00 中央公民館 第５４回新春子ども会書き初め展表彰式

2/2 木 13:30 八街少年院 少年院視察委員会

2/3 金 14:00 印旛教育会館 印教連教育功労者表彰式

〃 〃 15:00 〃 第４回印教連定例常任委員会

2/5 日 10:00 中央公民館 定例表彰式

2/6 月 9:10 特別会議室 庁議

2/8 水 13:15 八街北中学校 校長会


