
令和３年度 第１回美浜町教育委員会 ４月定例会議 会議録 

 

 

開催日 令和 ３ 年 ４ 月 ７ 日（水） 午後１時５８分～３時５１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 

       神谷英明教育長職務代理者 

       石垣由貴子委員 

       齋藤正吉委員 

       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 

       山本圭介生涯学習課長 

       柴田直樹学校教育課主幹兼学校教育係長 

欠席者 職員 竹内稔博学校教育課指導主事 

 

協議事項等 別紙会議次第のとおり 

 

 

開会 午後１時５８分 

 

「美浜の教育・合い言葉 唱和」 

 

１ 教育長あいさつ 

・スポーツ協会表彰式やスポーツ少年団役員会など、今まで中止、もしく

は書面開催であったものが、コロナ対策を講じながら会議等の開催が始ま

っている。 

・4/21、町議会議員より小中一貫校について勉強したいとの申し出があり、

小中一貫校の説明をする。 

・3/17、校長会議において、日本福祉大教育・心理学部山本学部長より教



職員インターンシップについて説明。2 年生が教職員インターンシップを

受け、その後教育実習を受けるというもの。事業開始より始めて 10 年経過

し、改めて趣旨等の説明をした。 

・4/5、日本福祉大スポーツ科学部の吉田教授が来庁。今までスポーツフィ

ールドワークとしてスポーツ交流を実施していたが、今後は学生ボランテ

ィアのスポーツに特化したものにしていきたいとの話があった。 

・3/25、5 町教育長会があり、コミュニティスクール、中学校の部活動、ス

クールソーシャルワーカー、学校統廃合、ＩＣＴ、指導主事連絡会、教育

長会議について報告等あった。 

新美委員：ＧＩＧＡスクールでタブレット端末について、故障した場合の

対応はどうなっているのか。保険は入っているのか。 

学校教育課長：保険は入っていない。1 年目はメーカー保証もあり、保証

外の場合、町の予算で修理する予定である。 

神谷職務代理：スクールソーシャルワーカーについて、誰でも良いという

訳ではないと思う。候補者は選定しているのか。 

学校教育課長：日本福祉大の野尻教授にスクールソーシャルワーカーに準

じた役割をお願いしており、ケース会議に出席してもらっている。スク

ールソーシャルワーカーは令和 4 年度から導入予定のため、野尻教授に

人材確保についても相談していきたいと思っている。人材の選定につい

ては大変重要だと認識している。 

教育長：スクールソーシャルワーカーについては、特に資格が必要という

わけではない。職務の幅が広く、どうしても見つからない場合は退職教

員でも良いのかとも思う。ただし、人選は重要である。 

 

２ 前回会議録の承認 

   今回の議事録署名委員は新美委員。承認される。 

 

３ 各課報告 

  学校教育課長：小中学校の入学式について、小学校 136 名、中学校 175 名

の入学者により執り行われた。なお、河和南部小学校は最後の入学式と

いうことでケーブルテレビ等の取材があった。 

   日本福祉大学との連携について、スポーツ、学習支援の関係について打

合せを行った。スポーツフィールドワークとして、学校、みはまスポー

ツクラブ、福祉施設において、大学 2 年生約 180 名を 3 クラスに分け交



流を実施してきた。今回、小中学校での交流はやめ、付属高校の指導に

切り替えていき、代わりに教員を目指している学生による学生ボランテ

ィアという新しい仕組みに変え、野間中学校を始めとしてスポーツの指

導をしていきたいとのことであった。学習支援について、特別支援学級

の教員になりたい学生も多く、奥田小学校をモデル校に学生ボランティ

アをやっていけないかとの相談を受けた。新たな取り組みとして進めて

いく。教職員インターンシップについても充実させていきたい。 

  生涯学習課長：生涯学習課職員の勤務体制について、4 月から変更となっ

た。体育館休館日の月曜日休みを含めた変則的な勤務体制を、役場と同

じ土日休みへと変更した。 

 

４ 協議事項 

  議案第 1 号 小中学校の主任等の発令について（資料 2） 

   承認される。 

  議案第 2 号 河和南部文化交流館の設置及び管理に関する条例について 

（資料 3） 

   ・使用料について、建設した補助金の関係のため、有料から無料へ変更

した。 

   石垣委員：これからずっと無料ということか。 

   教育部長：軽量鉄骨造りの建物の耐用年数が 40 年であり、建設が平成 6

年度なので、まだしばらくは無料で、以後は有料としていきたい。 

   石垣委員：借りる方の制限はあるのか。 

   生涯学習課長：河和南部地区の方々に限定する。 

   承認される。 

議案第 3 号 美浜町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関す 

      る規則について（資料 4） 

 ・行政手続きの簡素化､住民サービスの向上のため押印を廃止するもの｡ 

 教育長：どのようなものが対象となるのか 

 教育部長：保護者等から出してもらう申請書などが対象となる。教育委

員会から保護者等に発出するものは押印は必要。請求書などは押印廃

止となる。 

  承認される。 

  議案第 4 号 美浜町立小学校及び中学校の入学すべき学校を指定する区域 

        を定める規則の一部を改正する規則について（資料 5） 



    ・河和南部小学校の廃止に伴う規則改正。 

    承認される。 

  議案第 5 号 美浜町立学校管理規則の一部を改正する規則について 

（資料 6） 

    ・河和南部小学校の廃止に伴う規則改正。 

    承認される。 

  議案第 6 号 美浜町新学校整備基本構想について（別添） 

    齋藤委員：スケジュールについて、令和 4 年度からの基本計画の策定

には具体的な話が出てくると思われるが、その前段階として、美浜

町が義務教育学校を目指すのか、小中一貫型学校を目指すのか、途

中で変更するのか、といったことを見据えたことを検討しておく必

要があると思う。となると今年度には検討していかないと、どんど

んスケジュールが遅れていくと思うが。 

    学校教育課長：今年度、学校再編検討委員会や教育委員会において議

論し、積み上げていきたいと思う。 

    齋藤委員：学校再編検討委員会へ、大学の先生に参加してもらうのは

いつ頃になるのか。 

    学校教育課長：今年度を予定している。 

    石垣委員：本基本構想は公表するのか。 

    学校教育課長：本日の教育委員会において委員の皆さんにお知らせし、

今月の行政報告会において町議会議員に報告する。内容について精

査したうえで町民の方々へ公表する。 

    承認される。 

議案第 7 号 令和 3 年度美浜町教育委員会教育部人事について（資料 7） 

  ・生涯学習課において、スポーツ係が追加された。 

  承認される。 

 

５ 報告事項 

  (1) 区域外（学区外）就学の許可について（別添）（非公開） 

(2) 準要保護児童生徒の認定について（別添）（非公開） 

(3) 食物アレルギー対応児童生徒について（別添）（非公開） 

(4) 令和 3 年度各種委員等の変更について（資料 8） 

(5) 教育委員会後援名義の許可について（資料 9） 

   ①小学生デジタルものづくりワークショップ 



   ②第 4 回わんぱく相撲知多半島場所  

(6) 4、5 月の教育委員会関係行事について（資料 10） 

 学校教育課長：PTA 総会へ教育委員の出席は求めないことになった。河

和南部小学校は学校再編があるため、PTA 総会へ齋藤委員、教育部長、

学校教育課長が参加し、説明する予定である。 

  5/20～22、河和中学校修学旅行で関西へ行く予定であったが、コロナ

の影響により 9 月に延期することとなった。野間中学校については今

のところ連絡はない。 

 新美委員：本日、4 月中に三重県に 1 泊で行く予定だと聞いた。 

 石垣委員：提案として、PTA 総会に教育委員の出席はないとの話であっ

たが授業参観も同日に開催しているので、委員の方は見られると良い

と思う。総会の資料についても役員等知ることができるので、学校か

らもらっておいたほうが良い。 

 

６ 意見交換 

  教育長より美浜町児童生徒数の推移について説明。 

  教育長：昨年度の出生数が 90 人であった。また、以前から言っているよう

に野間中学校が令和 12 年度に単学級になるのは、まず間違いない。 

   昔と比べると、特別支援の児童生徒は増えた。ただ、保護者が特別支援

に入れることに抵抗はなくなってきた。子どもにとっては良いことだと

思う。 

 

７ その他連絡事項（資料 11） 

・児童生徒数 令和 3 年 4 月 1 日現在 

・学校訪問実施計画 

 学校教育課長：コロナ対策として密を避けるため、1 学期は町長及び町

議会議員の出席はなしとし、様子を見ることとする。また、教育委員

も東部地区、西部地区と分けて参加するものとする。 

 

 

次回開催日 令和３年５月１１日（火）午前１０時 

美浜町保健センター ２階 小会議室 

 

 



閉会 午後３時５１分 

 

 

 

 令和３年  月  日 

 

   署名  教育長 

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

 

       委 員 

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

 

       作成者 

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



令和３年度 第１回美浜町教育委員会 ４月定例会議次第 
 

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 

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１号 小中学校の主任等の発令について（資料２） 
  議案第２号 河和南部文化交流館の設置及び管理に関する条例について(資料３) 

議案第 3 号 美浜町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する 
規則について(資料 4) 

  議案第４号 美浜町立小学校及び中学校の入学すべき学校を指定する区域を 
        定める規則の一部を改正する規則について(資料 5) 
  議案第５号 美浜町立学校管理規則の一部を改正する規則について(資料 6) 
  議案第６号 美浜町新学校整備基本構想について（別添） 

議案第７号 令和３年美浜町教育委員会教育部人事について（資料 7） 
 

５ 報告事項 
  (1) 区域外（学区外）就学の許可について（別添）（非公開） 

(2) 準要保護児童生徒の認定について（別添）（非公開） 
(3) 食物アレルギー対応児童生徒について（別添）（非公開） 
(4) 令和 3 年度各種委員等の変更について（資料 8） 

 (5) 教育委員会後援名義の許可について（資料 9） 
   ①小学生デジタルものづくりワークショップ 

   ②第 4回わんぱく相撲知多半島場所  
(6) 4、5 月の教育委員会関係行事について（資料 10） 

 
６ 意見交換 
 
７ その他連絡事項（資料 11） 

・児童生徒数 令和 3 年 4 月 1 日現在 
・学校訪問実施計画 

 
 

 ○次回開催日 令和３年５月１１日（火）午前 10 時 
美浜町保健センター ２階 小会議室 


