
令和２年度 第１２回美浜町教育委員会 ３月定例会議 会議録 

 

 

開催日 令和 ３ 年 ３ 月 ３ 日（水） 午後０時５８分～２時１８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 

       谷川雅啓生涯学習課長 

       竹内稔博学校教育課指導主事 

       柴田直樹学校教育課長補佐兼学校教育係長 

 

協議事項等 別紙会議次第のとおり 

 

 

開会 午後０時５８分 

 

「美浜の教育・合い言葉 唱和」 

 

１ 教育長あいさつ 

・2/2に第１回目の学校再編検討委員会を開催した。良い意見が多く出た。

今後回を重ねて、また、有識者も交えながら開催していきたい。 

・本日 3/3、中学校の卒業式は大変素晴らしい卒業式であったと聞いてい

る。 

・4/1、教職員管理職等発令通知式への出席をよろしくお願いしたい。 



・35 人学級について、全国的に小学 1 年生が 35 人学級になっている。愛

知県では小学 2 年生も 35 人学級としているが、国の方針を受けて来年度

は小学 3 年生も 35 人学級としていく。美浜町では特に影響のある学校は

ない。 

・美浜町の出生数について、2 月末時点で 81 人である。昨年度が今までで

最低の 114 人であったが、このままでは初めて 100 人を切る状況である。

コロナ禍のため全国的に減少しているが、全国平均は 2％減。美浜町は 90

人と想定すると 20％の減少となる。大変な数字である。 

 

２ 前回会議録の承認 

   今回の議事録署名委員は大岩委員。承認される。 

 

３ 各課報告 

  学校教育課長：特別教室のエアコンについて、1 月補正予算により河和南

部小学校を除く小学校は 1 台ずつ、中学校は 2 台ずつ設置する。現在施

工中で、3 学期中には特別教室に設置ができる状況である。 

   GIGA スクール事業について、先月までに大型モニターの設置ができてい

る。1 人 1 台端末については 3 月中旬にすべての学校に導入できる見込

みである。 

  生涯学習課長：県の緊急事態宣言解除に伴い、所管する施設の利用時間に

ついて、午後 8 時までを 9 時までの利用時間に変更し、本日 3/3 より実

施している。学校開放については 3/8 より午後 9 時までの利用に変更し

ている。 

 

４ 協議事項 

    議案第 21 号 令和３年度教職員定期人事異動について（非公開）別添 

   承認される。 

 議案第 22 号 令和 2 年度 3 月補正予算について（資料 1） 

  ・主に減額補正。増額については、野間中修学旅行のキャンセル料に対

する補助金である。 

  承認される。 

議案第 23 号 令和３年度美浜町当初予算について（資料 2）別添 

 ・概ね教育費は全体の 1 割程度。主要事業について説明。 



 教育長：教育基金として 5 千万円予算化されている。 

 齋藤職務代理：スクールバス予算については大型バスの購入費なのか。 

 学校教育課長：マイクロバス 2 台を予定している。主要事業の予算額は

スクールバスの運用や車庫建設も含めた金額となっている。 

 承認される。 

議案第 24 号 美浜町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する 

規則の制定について（資料 3） 

   ・教育職員の業務時間の上限等を明記したもので、国の方針に従い規則

を制定するもの。 

   教育長：現状では働きすぎているのは間違いないので、規則制定により

歯止めをかけていこうというもの。同時に業務量の見直しも必要であ

る。 

   承認される。 

  議案第 25 号 美浜町教育委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正 

する規則について（資料 4） 

   ・4 月より生涯学習課にスポーツ係が新設されることと、河和南部文化

交流館に関する事務を追加したもの、職員の課長補佐職の削除。 

   承認される。 

  議案第 26 号 美浜町町立学校設置条例の一部を改正する条例について 

（資料 5） 

   ・河和南部小学校の廃止に関する条例。 

   承認される。 

  議案第 27 号 教育長職務代理者の指名について 

   ・教育長が教育委員の中から指名することになっている。 

   教育長：慣例により、就任年により順番に就いてもらう。来年度は神谷

委員にお願いしたい。 

   石垣委員：期ごとの就任年によると、神谷委員は今年度 2 期目になった

ばかりのため、対象にはならないのではないか。 

   学校教育課長：通算の在籍で考えると神谷委員となる。 

   教育長：以前は委員数も少なく、うまく回っていた。これからのことを

考えると、通算年で考えていくということでよろしいか。 

   委員：異議なし。 

   齋藤職務代理：県の関係の会議などに出席し、他市町の状況を聞くこと



ができるなど、職務代理の職はやって良かったと思っている。 

   教育長：ぜひ委員の皆さんに職務代理を経験していただき、町の教育行

政の推進にお力をお貸しいただきたい。 

   承認される。 

 

５ 報告事項 

(1) 区域外就学の許可について（非公開）別添 

(2) 要保護児童生徒の認定について（非公開）別添 

(3) 令和 3 年度小学校外国語活動について（資料 6） 

 指導主事：本年度は 4 名の外国語指導員に充実した授業をしていただい

た。令和 3 年度も引き続き同じ体制で計画している。県は週 40 時間

を負担し、残りを町が負担する。 

 新美委員：国際交流員も学校に出向いているとの話を聞いているが、ど

のような状況か。 

 指導主事：国際交流員について、小学校の外国語指導員よりぜひ学校に

来てほしいとの要望があり、一緒に授業を実施している。一人一人が

スピーチを行い、コメントをもらう。子どもたちの意欲の向上につな

げることができる。すべての小学校を回り、二回り目に入っている。

とても好評である。 

(4) 学校評価の結果について（別添） 

 指導主事：各学校で結果について分析し、今後の学校経営につなげてい

く。 

 学校教育課長：今年度より美浜町の特色として、外国語の項目も増やし

た。また、地域の声を反映して学校改善につなげている学校もある。 

  (5) 教育委員会後援名義の許可について（資料 7） 

①第 28 回国際ピアノコンクール in 知多 

②2021 国立ボリショイサーカス夏休み名古屋公演 

(6) ３，４月の教育委員会関係行事について（資料 8） 

 学校教育課長：3/19 小学校卒業式は委員のみ出席でお願いしたい。 

  3/29 第 2 回学校再編検討委員会を開催する。3/31 教職員の退職辞令

の伝達式、4/1 学校管理職の辞令発令、教職員の発令通知があるので

よろしくお願いしたい。 

  4/6 小学校入学式、4/7 中学校入学式も委員のみの出席でお願いした



い。4/7 午後は令和 3 年度最初の教育委員会定例会を開催する。 

  4/21 より各学校 PTA 総会が開催される。 

 教育長：PTA 総会の開催について、コロナの状況によるが、ある学校で

は世帯数も少なく、予定どおり体育館で開催できると思うとの話があ

った。 

  

６ その他連絡事項 

(1) 小中学校入学式告辞について（資料 9） 

 石垣委員：告示は書面での配布ということでよいか。 

 指導主事：書面で配布となる。 

(2) PTA 総会教育委員あいさつ例（資料 10） 

 石垣委員：特に総会で話をする時間はなくてもよく、再編についてはあ

いさつ例にある令和 10 年度を目標にとの言葉が出てきているので、

全学校統一で保護者の皆さんに伝わるようにしていただきたい。河和

南部小と河和小の統合は、河和南部だけの問題ではなく、河和小の保

護者の方にも、その他の学校の方にも伝えたいので、伝えるべき内容

をまとめ文書にし渡してほしい。 

 教育長：今の話のとおり、令和 3 年度になったら改めて状況をまとめた

文書を配布する。すべての保護者、学校に配る。 

 齋藤職務代理：今までは令和 7 年度と公表していたが、令和 10 年度と

するのか。 

 学校教育課長：そのとおりである。今後は令和 10 年度に小中一貫校の

開校を目指すこととしていきたい。 

 石垣委員：PTA 総会への教育委員出席は、みはまの教育・合い言葉の普

及のため出席するようになった。 

 教育長：PTA 総会への教育委員出席については、各学校に再度確認する。 

(3) 令和３年度教育委員会関係年間予定（資料 11） 

   学校教育課長：今現在の予定であり、今後変更もあるかもしれない。毎

月の定例会において最新の情報をお伝えする。 

   教育長：学校訪問について、今年度はコロナ禍により簡易的な学校視察

とした。今後の方針について校長会からは以前のようにしっかりとし

た学校訪問を実施したいとの話があった。条件が許せば令和 3 年度は

通常の形に戻したい。ただし、コロナを勘案し、出席者を減らしたい。



町長、議員については減らし、1 学期は教育委員を東西で分け、東西

小中学校の学校訪問に出席することとする。それ以降は何も問題なけ

れば元に戻す。 

 

７ 意見交換 

  新美委員：地元の人がボランティアで学校校門をきれいにしてくれた。 

  教育長：スポーツ協会表彰式が実施される。今まではすべて中止であった

が、久しぶりの行事となる。 

  生涯学習課長：出席する人を少なくし、来賓は町長のみ。大会自体も少な

かったため表彰される人も少ない。場所も体育館サブアリーナで、コロ

ナ対策を十分に考えた形で実施する。 

 

 

次回開催日 令和３年４月７日（水）午後２時 

美浜町保健センター 小会議室 

 

 

 

閉会 午後２時１８分 

 

 

 令和３年  月  日 

 

   署名  教育長 

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

 

       委 員 

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

 

       作成者 

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



令和 2 年度 第１２回美浜町教育委員会 ３月定例会議次第 
 

令和３年３月３日（水）午後１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 
 
３ 各課報告 
 
４ 協議事項 

              議案第 21 号 令和３年度教職員定期人事異動について （非公開）別添 
 議案第 22 号 令和 2 年度 3 月補正予算について (資料 1) 
議案第 23 号 令和３年度美浜町当初予算について （資料 2）別添 
議案第 24 号 美浜町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する 

規則の制定について (資料 3) 
  議案第 25 号 美浜町教育委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正する 

規則について （資料 4） 
  議案第 26 号 美浜町町立学校設置条例の一部を改正する条例について(資料 5) 

        議案第 27 号 教育長職務代理者の指名について 
 
５ 報告事項 

(1) 区域外就学の許可について （非公開）別添 
(2) 要保護児童生徒の認定について （非公開）別添 
(3) 令和 3 年度小学校外国語活動について （資料 6） 
(4) 学校評価の結果について （別添） 

 (5) 教育委員会後援名義の許可について (資料 7) 
①第 28 回国際ピアノコンクール in 知多 
②2021国立ボリショイサーカス夏休み名古屋公演  

(6) ３，４月の教育委員会関係行事について （資料 8）  
 
６ その他連絡事項 
 (1) 小中学校入学式告辞について (資料 9) 
(2) PTA 総会教育委員あいさつ例 （資料 10） 
(3) 令和３年度教育委員会関係年間予定 (資料 11) 

 
７ 意見交換 
 
 
 
 

次回開催日 令和３年４月７日（水）午後２時 
美浜町保健センター ２階 小会議室 


