
令和２年度 第９回美浜町教育委員会 １２月定例会議 会議録 

 

 

開催日 令和 ２ 年１２月 ９ 日（水） 午前１０時～１１時４３分 

 

場 所 美浜町保健センター ２階 小会議室 

 

出席者 委員 山本敬教育長 

       齋藤正吉教育長職務代理者 

       石垣由貴子委員 

       神谷英明委員 

       大岩絵里子委員 

       新美達己委員 

       天木恵次委員 

    職員 夏目勉教育部長 

       近藤淳広学校教育課長 

       竹内稔博学校教育課指導主事 

       磯部利彦生涯学習課生涯学習係長 

 

協議事項等 別紙会議次第のとおり 

 

 

開会 午前１０時 

 

「美浜の教育・合い言葉 唱和」 

 

１ 教育長あいさつ 

・11/20 河和南部地区教育懇談会では、学校再編について多くの方に理解

はしていただけていると思うが、一部意見のある方もいるという状況であ

る。 

・12 月議会で、学校再編についてどのような学校にしていくのかという質

問があった。小中一貫校にはこのようなメリットがあるということで話を

した。学習面について、大きな学校や小中一貫校などでは、高学年で教科

担任制が広まっている。また、英語について、9 年間で小学校の指導員、

中学校の英語教員によって、系統的かつ継続的なカリキュラムができる。



生活面としては、多くの目、長い目で子供たちを見ることができるのは大

きなメリットだと思う。スポーツでは、中学の部活もどんどん減っていく、

小学校も体育大会がなくなった、という中でスポーツを充実させ、日本福

祉大学の力を借りながらより活発にやっていきたい。日本福祉大学には教

員免許を取得する学生は多く、そのような学生に学校に入ってもらうこと

によって、学習も生活もスポーツも充実できると思う、という話をした。 

・日本福祉大学の幹部の方と、今後の連携について懇談会をスタートさせ

る予定である。 

 

２ 前回会議録の承認（資料１） 

   今回の議事録署名委員は齋藤職務代理者。承認される。 

 

３ 各課報告 

  学校教育課長：11/19 河和南部小保護者対象の、河和小学校見学会を開催

し 25 名の参加があった。実際にスクールバスに乗車してもらい、ルー

トや安全性の確認をしてもらい、現在意見の集約をしている。 

11/20 河和南部地区教育懇談会開催し、69 名の参加があった。 

11/30 シンガポール風給食を実施し、児童生徒にはとても好評であった。 

11 月の初旬に小中学校ホームページが不正アクセスにより一時閉鎖を

していたが、ファイル等のクリーンアップ作業を実施し、11/30 に公開

再開した。なお、情報の流出などの被害は１件も報告されていない。 

  生涯学習課係長：成人式実行委員会を月 1 回のペースで開催し、成人式開

催に向けて準備を進めている。 

  教育長：成人式は、例年教育委員も出席しているが、今回は町長と教育長

のみでお願いしたい。他の来賓も出席はなしでお願いする。 

 

４ 協議事項 

  議案第 16 号 令和 2 年度 12 月補正予算について（資料 2） 

   学校教育課長：野間小体育館吊天井工事の設計・管理委託と工事を進め

る。また、令和 3 年度に中学校の教科書改訂があるため、それにかか

る先生分の教科書の購入を進める。 

教育長：体育館吊天井工事は、スタートが少し遅かったが進めることが

できた。いよいよ野間小で最終となる。また、中学校の教科書につい

ては教員用の指導書のことである。 

承認される。 



  議案第 17 号 教育委員会後援名義使用の許可について（資料 3） 

「たいわ室」NPO 法人トラストコーチング 

学校教育課長：zoom を使っての相談活動の事業で審議をお願いしたい。 

齋藤委員：クラウドファンディングを実施しているとのことであるが、

どうして判明したのか。 

学校教育課長：地域担当者への聞き取りによる。 

石垣委員：参加費は無料で、2 回目まで無料参加ということは、それ以

上は料金がかかるようだ。後援することにより町としてみんなに薦め

なくてはいけないのか。 

学校教育課長：後援するからといって、町が薦めなければいけないとい

うことではない。 

齋藤委員：ホームページ上は月２回までという制限があり、３回目から

は料金が発生するとは書かれていない。 

新美委員：愛知県でも電話による同様の趣旨の相談窓口はある。どうい

う内容か、コーチとはどういう方か、分かりにくい。 

石垣委員：zoom 環境も、整い始めている段階である。また、家庭でのイ

ンターネット環境や子どもへの指導状況の中で、積極的に進めるのは

気になる。後援名義については様子を見てはどうだろうか。 

教育長：まだ積極的に進める段階にない。今回の後援名義については見

送る方向でいきたい。 

未承認とする。 

 
５ 報告事項 

(1) 準要保護児童生徒の認定について（非公開） 

(2) 河和南部学区教育懇談会について（資料 4） 

学校教育課長：いろいろな意見をいただいたが、スクールバスのご意見

を多くいただいた。参考にしながら今後も検討を重ねる。 

教育長：バス 2 台で、という意見も多くある。最大限の努力をしたい。 

教育部長：財政との検討を進める。補助金の活用も合わせ検討をする。 

石垣委員：懇談会の時にスクールバスは１台だと聞き、やはり 1 台は厳

しいと思う。２台での検討をお願いしたい。 

新美委員：２台でお願いしたい。 

教育長：大型バスなら 1 台で全員が乗れる。道が狭い場合もあるが何と

かなりそうな気がする。また、広い道まで歩いてもらうのも手である。 

石垣委員：今でも学校まで歩いているので、大きなバスが入れるところ



まで行けば１回で済む。ちょっと歩く時間がかかる家庭も出てくるが。 

齋藤委員：ハイエースのような車を使い少人数のところを、まとまった

人数のところはバスでという使い分けはできないのかと思う。 

大岩委員：今の小学校までみんな歩いてきて、そこから１回で送ってい

くのはどうか。 

齋藤委員：子供の遊び領域を研究している方が、児童は歩いて学校まで

行く中で社会との接点がある。社会性を育てる上でも大事なことであ

る。石垣委員のように通学時に声をかけてくれる地域の方がいる。  
石垣委員：二往復は、時間の差が大きいと思う。また、半期でコースを

入れ替えるというのは、家庭では毎日同じ時間に家から出したい。 

齋藤委員：親が混乱すると思う。バス１台では保護者の負担が大きい。 

大岩委員：バスを待つ時間に児童が遊ぶと思うのでそれが気になる。安

全面を考慮したバス停車場所にしたい。 

新美委員：スクールバスはまだ課題が多いとの話なので、これから検討

をお願いしたい。 

学校教育課長：今までバス１台で検討を進めてきたが、いろいろな意見

を聞き、力を入れるポイント、目線を変えていく必要を感じた。 

神谷委員：大型バス１台という話もあったが、マイクロバス２台の方が

何かあった時、バックアップということも考えるといいのかなと思う。

また、マイクロバスは座席が狭いとの話があるがどういった内容か。 

齋藤委員：子どもが乗った時、ランドセルなどの荷物をどうするかとい

う話ではないか。 

教育部長：予算面の折衝も進める。 

教育長：1 台より２台の方が良いとの意見は承知した。 

(3) 瀬戸市立にじの丘学園視察について(資料 5) 

 学校教育課長：町長も参加することになり、総勢１２名で視察する。ま

た、事前質問があれば 12/18 までにお願いしたい。 

教育長：実際に視察し、見て、雰囲気を感じることはとても良いこと。

感じることが一番大事だと思う。 

(4) 教育委員会後援名義の許可について（資料 6） 

① 2020 年度 私立高校入試・教育相談会 

② 県民文化大祭典 2020 オータムフェスティバル知多半島南部集会 

③ 常滑おやこ劇場 

(5) 12 月、1 月の教育委員会関係行事について(資料 7) 

 学校教育課長：1/25 からの全国学校給食週間はあるが、例年実施してい



る給食訪問はないのでよろしくお願いしたい。 

(6) 卒業式の来賓について(資料 8、追加) 

 学校教育課長：コロナ対策として、来賓は教育委員のみで考えている。 

 

６ その他連絡事項 

  学校教育課長：町全体の学校再編について考える住民組織として、美浜町

学校再編検討委員会を設置したい。委員についても順次依頼していきた

い。学校再編、小中一貫校に関する議論について、町、コンサルだけで

決めていくのではなく、住民の方の意見も聞いていきたいとの趣旨であ

る。 

 

７ 意見交換 

 

 

次回開催日 令和３年１月８日（金）午前１０時 

美浜町保健センター 小会議室 

 

 

 

閉会 午前１１時４３分 

 

 

 令和３年  月  日 

 

   署名  教育長 

       ------------------------------------------- 

 

       委 員 

       ------------------------------------------- 

 

       作成者 

       ------------------------------------------- 



令和 2 年度 第 9 回美浜町教育委員会 12 月定例会議次第 
 

令和２年１２月 9 日（水）午前１０時  
美浜町保健センター ２階 小会議室 
 

１ 教育長あいさつ 
 
 
２ 前回会議録の承認(資料 1) 
 
３ 各課報告 
 
 
４ 協議事項 
  議案第 16 号 令和２年度 12 月補正予算について（資料 2） 
  議案第 17 号 教育委員会後援名義使用の許可について（資料 3） 

「たいわ室」NPO 法人トラストコーチング 
   
５ 報告事項 

（1） 準要保護児童生徒の認定について（非公開）別添 
（2） 河和南部学区教育懇談会について（資料 4） 
（3） 瀬戸市立にじの丘学園視察について(資料 5) 
（4） 教育委員会後援名義の許可について（資料 6） 

① 2020 年度 私立高校入試・教育相談会 
② 県民文化大祭典 2020 オータムフェスティバル知多半島南部集会 
③ 常滑おやこ劇場 

（5） 12 月、1 月の教育委員会関係行事について(資料 7) 
 

６ その他連絡事項   
   
７ 意見交換 

 
 
 
 

 次回開催日 令和３年１月８日（金）午前１０時 
美浜町保健センター 小会議室 


