
 

議議議議        事事事事        録録録録    会議の名称 令和 3年 愛荘町教育委員会 第 3回定例会  開催日時 令和 3年 3月 26日（金）午後 1時 30 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  教育振興課参事  岸邉知子 生涯学習課長   陌間秀介  給食センター所長 本田有弘 図書館長     茶谷えりか 歴史博物館主査  竹村吉知 教育振興課主事  大里香織  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 9 号 令和 3 年度愛荘町教育委員会所管教育費一般会計予算の概要について 日程第 2  議案第 10 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 11号 愛荘町立幼稚園預かり保育に関する要綱を廃止する告示について 日程第 4  議案第 12号 愛荘町立幼稚園緊急一時保育に関する条例施行規則の制定について 日程第 5  議案第 13 号 愛荘町修学旅行費補助金交付要綱の制定について 日程第 6  議案第 14号 愛荘町修学旅行キャンセル料補助金交付要綱の制定について 日程第 7  議案第 15号 名勝金剛輪寺名壽院庭園名勝地調査委員会設置要綱の制定について 日程第 8  議案第 16 号 名勝金剛輪寺名壽院庭園名勝地調査員の委嘱について 日程第 9  議案第 17 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 18 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 4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 5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 作成者 教育振興課 久保 泰代   青木次長   教育長 
午後 1 時 30 分開会  ただいまから令和 3 年第 3 回教育委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。  皆様こんにちは。桜の花が一気に咲き始め、いよいよ春爛漫の季節となって参り
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ました。本日もお忙しい中ご出席をいただき、ありがとうございます。 まずは、委員の皆様におかれましては、過日行われました各校園の卒業式・卒園式にご臨席賜り誠にありがとうございました。今年度の卒業生・卒園生はコロナ禍により、学校行事等多くの教育活動に制約を受け、教育行政を預かるものとしましては、非常に申し訳ない気持ちでありました。が、式場での彼らの姿を見ておりますと逆境の１年ではありましたが、何かたくましくなって巣立っていったようにも感じられ、勇気や希望をもらったような気さえしたところであります。 今再び感染者数が増加傾向であり、第 4 波の懸念が現実のものとなりつつあります。しかし、この１年間で私たちが得たもの、生み出したもの、再発見・再認識したものが数多くあることを糧に、新たな年度の教育現場は、今年度よりもさらにすばらしいものを生み出し、実りある場にしていくことができると確信しているところです。 今般、各校園、教育行政それぞれ人事異動の内示があり、今年度総括の元に新たな体制づくりへと移行しているところでございます。 委員の皆様方には引き続き、新年度もご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 本日は、今年度としては最後の定例会になります。審議いただく案件が多数ございますが、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げ、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。  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。議事進行につきましては教育長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 3 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 3 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 3 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 3 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
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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 9 号 令和 3 年度愛荘町教育委員会所管教育費一般会計予算の概要について 」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。   ―議案第 9 号の説明―  ただいま「議案第 9 号 令和 3 年度愛荘町教育委員会所管教育費一般会計予算の概要について 」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  【質疑なし】  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】                       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 2 「議案第 10 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 10 号の説明―  ただいま「議案第 10 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。  【異議なし】  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3 「議案第11号  愛荘町立幼稚園預かり保育に関する要綱を廃止する告示について」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― 
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 ただいま「議案第 11 号  愛荘町立幼稚園預かり保育に関する要綱を廃止する告示について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  【質疑なし】  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4 「議案第12号  愛荘町立幼稚園緊急一時保育に関する条例施行規則の制定について」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  愛荘町立幼稚園緊急一時保育に関する条例施行規則の制定について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  8 ページの 1 号認定者に対しては夏休みの預かり保育がなくなるということが書いてあります。1 号認定者については緊急の場合しか預からないということですか。  今まで新 2 号認定者というものがなく就労等で預かり保育を利用される方も含めて 1 号認定者として認定しておりました。今回から 1 号認定者の中でも就労等で保育が必要とする新 2 号認定者については通年通じた預かり保育をさせて頂いておりますのでこの緊急預かり保育の中で対象とさせていただいている方は緊急的な一時保育のみの対象となるというふうに考えております。以上でございます  就業等で保育を必要としない人の子どもは預からないという認識でよろしいか。  はい。緊急時のみの預かりです。  今現在夏休みはどうされていますか  夏休みは週に何日という限定をさせて頂いて緊急時であるという認定をさせて頂いております。  
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ほかに質疑等ございますか。  【質疑なし】  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。続きまして、日程第 5 「議案第 13 号  愛荘町修学旅行費補助金交付要綱の制定について」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 13 号の説明―  ただいま「議案第 13 号  愛荘町修学旅行費補助金交付要綱の制定について」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 13 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 13 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 14 号 愛荘町修学旅行キャンセル料補助金交付要綱の制定について」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 14 号の説明―  ただいま「議案第 14 号 愛荘町修学旅行キャンセル料補助金交付要綱の制定について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  この要綱は新型コロナウイルスのみを対象としているのですかですか。  今まで修学旅行をキャンセルするようなことはありませんでした。今後もしこのようなことがあるとすれば災害等の場合が考えられますが、今回制定させてもらう要綱については新型コロナウイルスのみを対象としています。  災害が来た場合は新規で要綱を作成するのですか。それならば「等」などを付け、
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何にでも対応できるようにした方が良いと思います。  修学旅行に関しては今後確実に行くことを目標にしています。  実際発生したキャンセル料は何ですか。  企画料です。  ほかに質疑等ございますか。  【質疑なし】  質疑がないようですので、これより議案第 14 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 14 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15号 名勝金剛輪寺名壽院庭園名勝地調査委員会設置要綱の制定について」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 15 号の説明―  ただいま「議案第 15 号 名勝金剛輪寺名壽院庭園名勝地調査委員会設置要綱の制定について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  【質疑なし】  質疑がないようですので、これより議案第 15 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 15 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 16号 名勝金剛輪寺名壽院庭園名勝地調査員の委嘱について」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 16号の説明― 
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 ただいま「議案第 16 号 名勝金剛輪寺名壽院庭園名勝地調査員の委嘱について」の説明がありました。 ご質問等ございませんか。  【質疑なし】  質疑がないようですので、これより議案第 16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 16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第 17号、議案第 18号、および承認第 4 号、承認第 5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】  ご異議なしと認めます。よって議案第 17号、第 18号、承認 4 号、承認 5 号は非公開といたします。  ●上記の決定により、議案第 17 号から承認第 5号は非公開とする。   「承認第 4 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」 承認件数    小学生        5 名 中学生       1 名      「承認第 5 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 」  承認件数    小学生        2 名  



 

 教育長 以上で、令和 3 年第 3 回定例会の案件はすべて終了しました。  午後 2 時 20 分 閉会       
 

                     


