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議議議議        事事事事        録録録録    会議の名称 令和 2年 愛荘町教育委員会 第 3回定例会  開催日時 令和 2年 3月 25日（水）午後 4時 00 分 開催場所 秦荘庁舎 2階 大会議室 出席者 【教育長】徳田寿 【教育委員】4名 森秀昭、松浦延代、中村由香里、八島琢磨 【事 務 局】8名 教育次長     青木清司  教育振興課長   田中幹雄 生涯学習課長   本田康仁  給食センター所長 本田有弘 栄養教諭     木本悦子    図書館長     茶谷えりか  教育振興課参事  堀 史代  教育振興課主査  久保泰代 【傍 聴 人】0名 議事日程 日程第 1 議案第 5号  令和 2年度愛荘町教育委員会所管教育費一般会計予算（要求）の概要について 日程第 2 議案第 6号   学校（園）医・歯科医・薬剤師の委嘱について 日程第 3 議案第 7号   愛荘町社会教育委員の委嘱について 日程第 4 議案第 8号   愛荘町スポーツ推進委員の委嘱について 日程第 5 議案第 9号   愛荘町立歴史文化博物館協議会委員の委嘱について 日程第 6 議案第 10 号  愛荘町文化財保護審議会委員の委嘱について 日程第 7 議案第 11 号  愛荘町立図書館協議会委員の委嘱について 日程第 8 議案第 12 号  愛荘町アレルギー対応食提供事業実施要綱の一部の改正について 日程第 9 議案第 13 号  愛荘町教育委員会所管県費教職員の人事異動について 日程第 10 議案第 14 号 愛荘町教育委員会所管町職員の人事異動について  日程第 11 承認第 6号  区域外就学の専決処分につき承認を求めることについて 日程第 12 承認第 7号  学区外就学の専決処分につき承認を求めることについて 日程第 13 承認第 8号  要保護および準要保護児童生徒の認定の専決処分につき承認を求めることについて 作成者 教育振興課 久保 泰代   青木次長   
午後 4時 00 分開会  ただいまから令和 2年第 3回教育員会定例会を開催させていただきます。開会にあたりまして教育長ご挨拶をお願いします。  
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教育長                青木次長    教育長        各委員  教育長        

みなさん、こんにちは。年度末のお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。新型コロナウイルス感染症の流行によりまして、様々なことを考えなければならない日々を過ごしておられると思います。本町では 3月 2日より昨日まで全国一斉の休校要請により、小中学校において臨時休業を行ってきたところでございます。今日からは本来の春季休業で休みになっておりまして、子どもたちにとっては、引き続く非常に長い休み期間になります。当然小中学校におきましては、先生方が電話あるいは必要に応じて家庭を訪問することによりまして、子どもの状況を確認しているところでございます。今日も午前中に校園長会を開催しまして、新年度の学校・園の再開についての詳細を確認したところです。いずれにしても平時の備えが大事であると共に日頃からいろんなことを想定しつつ、子どもたちにいろんな力を身に付けていく必要があることを改めて感じたところでございます。難しい厳しい辛い経験からいろんなことを学びとっていく必要があると思っています。本日の定例会ですが、大変案件が多数ございます。 最後までよろしくお願いします。  ありがとうございました。それでは本日の議案日程につきましてはお手元に配布の通りでございます。大変多いので確認しながら説明をしていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。  ただいまの出席委員は 5名で定数に達しています。よって令和 2年愛荘町教育委員会第 3回定例会は成立いたしましたので開会いたします。 最初に議事録の承認です。愛荘町教育委員会議事運営に関する規則第 9 条において、議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときはこれを会議に諮って決定するとされています。令和 2年第 2回定例会の議事録について、事務局からあらかじめ配布され確認していただいていると思いますが、それぞれの議事録にご異議はございませんか。       【異議なし】  それでは、令和 2年第 2回定例会の議事録は承認いただきました。後ほど、委員の皆さんにはご署名をお願いします。 なお、本日の令和 2年第 3回定例会の議事録署名も全員で行いますので、よろしくお願いします。 それでは議題に入ります。日程第 1 「議案第 5 号 令和 2 年度愛荘町教育委員会所管教育費一般会計予算（要求）の概要について 」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。   
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青木次長  教育長      各委員  教育長    青木次長  教育長   教育長   各委員  教育長    本田課長  教育長   教育長   各委員  

―議案第 5号の説明―  ただいま「議案第 5号 令和 2年度愛荘町教育委員会所管教育費一般会計予算（要求）の概要について 」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  質疑がないようですので、これより議案第 5 号を採決いたします。本案は原案の通り可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】                       ご異議なしと認めます。よって議案第 5号は原案どおり可決されました。続きまして、日程第 2 「議案第 6号   学校（園）医・歯科医・薬剤師の委嘱について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 6号の説明―  ただいま「議案第 6号   学校（園）医・歯科医・薬剤師の委嘱について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  質疑がないようですので、これより議案第 6 号を採決いたします。本案は原案の通り可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】  ご異議なしと認めます。よって議案第 6号は、原案どおり可決されました。続きまして、日程第 3 「議案第 7号   愛荘町社会教育委員の委嘱について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 7号の説明―  ただいま「議案第 7号   愛荘町社会教育委員の委嘱について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  質疑がないようですので、これより議案第 7 号を採決いたします。本案は原案の通り可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】  
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教育長    本田課長  教育長   八島委員  本田課長  八島委員   本田課長     松浦委員   本田課長  八島委員    本田課長  八島委員   本田課長   教育長 

 ご異議なしと認めます。よって議案第 7号は、原案どおり可決されました。続きまして、日程第 4 「議案第 8号   愛荘町スポーツ推進委員の委嘱について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 8号の説明―  ただいま「議案第 8号   愛荘町スポーツ推進委員の委嘱について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  退任者はいませんか。  1名退任がいます。  定員が 16名で、13 名を委嘱されようとしていますが、定員に達していないのは必要がないと思ったので、13 人とされたのですか。  2024 年の国スポ障スポに向けて、スポーツ推進委員を定数まで持っていき、啓発活動等をお願いしたいので、本来ならば 16 名を委嘱したいのですが、集まらず、今回は 13 名となりました。国スポ障スポまでには 16名を委嘱したいと思います。  競技一つにつき一人の委員さんですか。つまり 16人の定数ですと、16 種類の競技ということですか。  定数 16名で、各競技ではありません。  24 年の国体を推進する別の委員はいますか。 スポーツ推進委員が国体に向けて推進されるのですか。  スポーツ推進委員が中心となってやっていただきたいと考えております。  町としてスポーツ推進委員が中心となっていろんな競技の準備をされるのですか。  愛荘町については、どのようにしてアーチェリーを普及して盛り上げるか、13 名の方にお願いするところでございます。  質疑がないようですので、これより議案第 8 号を採決いたします。本案は原
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  各委員  教育長    青木次長  教育長      各委員  教育長    青木次長  教育長   各委員  教育長       茶谷館長  

案の通り可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】  ご異議なしと認めます。よって議案第 8号は、原案どおり可決されました。続きまして、日程第 5 「議案第 9号   愛荘町立歴史文化博物館協議会委員の委嘱について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 9号の説明―  ただいま「議案第 9号   愛荘町立歴史文化博物館協議会委員の委嘱について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  質疑がないようですので、これより議案第 9 号を採決いたします。本案は原案の通り可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】   よって議案第 9号は、原案どおり可決されました。続きまして、日程第 6 「議案第 10 号  愛荘町文化財保護審議会委員の委嘱について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 10号の説明―  ただいま「議案第 10 号  愛荘町文化財保護審議会委員の委嘱について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  【異議なし】  質疑がないようですので、これより議案第 10号を採決いたします。本案は原案の通り可決することにご異議ありませんか。  ご異議なしと認めます。 よって議案第 10号は、原案どおり可決されました。続きまして、日程第 7 「議案第 11 号  愛荘町立図書館協議会委員の委嘱について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 11号の説明―  



 6

教育長     各委員  教育長     本田所長  木本栄養教諭  教育長   八島委員   木本栄養教諭    八島委員   本田所長  教育長   各委員  教育長   

ただいま「議案第 11 号  愛荘町立図書館協議会委員の委嘱について」の説明がありました。 ご質問等ございませんか。質疑がないようですので、これより議案第 11 号を採決いたします。本案は原案の通り可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】   ご異議なしと認めます。よって議案第 11号は、原案どおり可決されました。続きまして、日程第 8 「議案第 12 号  愛荘町アレルギー対応食提供事業実施要綱の一部の改正について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 12号の説明―   ただいま「議案第 12 号  愛荘町アレルギー対応食提供事業実施要綱の一部の改正について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  微量の混入とは量がよくわかりませんが、少しでもアレルギー反応の方については反応が出てきますか。  少しの量でもアレルギー反応が出る人もいます。保護者の人には、配合表も、お渡ししておりますが、それでも危険だと判断された保護者の方には、対応食であっても代わりの物をご自身で持ってこられる方もいます。  16 ページの実施申請書のところで、全体のレイアウトを見やすくするほうがよいと思います。  見やすく調整します。  それでは質疑がないようですので、これより議案第 12号を採決いたします。本案は原案の通り可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】  ご異議なしと認めます。よって議案第 12 号は、原案どおり可決されました。続いての議題に入る前に議案 13号、案 14号、および承認第 6 号、承認第 7 号、承認 8号については個人情報に関わる議題となっております。愛荘町教育委員
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     各委員  教育長          

会議事運営に関する規則第 5 条の規定により人事に関する事件その他の事件について出席委員の 3分の 2以上の多数で議決した時は、これを公開しないことができるとなっております。この議案については、公開しないことしてよろしいか、お諮りします。  【異議なし】  それでは異議なしと認めます。よって議案第 13号、第 14号、承認 6 号、承認 7 号、承認 8号は非公開といたします。   ●上記の決定により、「議案第 13号 愛荘町教育委員会所管県費教職員の人事異動について」、「議案第 14 号 愛荘町教育委員会所管町職員の人事異動について」、「承認第 6号  区域外就学の専決処分につき承認を求めることについて」「承認第 7号  学区外就学の専決処分につき承認を求めることについて」、「 承認第 8号  要保護および準要保護児童生徒の認定の専決処分につき承認を求めることについて」は非公開とする。   以上で、令和 2年第 3回定例会の案件はすべて終了しました。  午後 5時 06分 閉会                   


