
令和３年度 第２回美浜町教育委員会 ５月定例会議 会議録 

 

 

開催日 令和 ３ 年 ５ 月１１日（火） 午前９時５７分～１１時４６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 

竹内稔博学校教育課指導主事 

       柴田直樹学校教育課主幹兼学校教育係長 

 

協議事項等 別紙会議次第のとおり 

 

 

開会 午前９時５７分 

 

「美浜の教育・合い言葉 唱和」 

 

１ 教育長あいさつ 

・5/10 県の教育長と話をする機会があり、コロナについて子どもに広がっ

ているので心配との話があった。 

・本日、臨時校長会を開催している。緊急事態宣言に向けて今後の対応に

ついて話し合っている。 

・プール指導について、今年度は中止とする。しかし６月に入り状況が劇

的に改善された場合はこの限りではない。 



部活動については、中学校は宣言期間中も実施する。ただし、感染防止対

策と細心の注意を払って実施する。 

学校訪問については、日程は例年のような流れで行く。 

・他の予定について、中止、書面開催へと変更したものが多くある。 

・4/17 校長会を開催し、その中で当たり前のことではあるが、学校内の様

子を見てほしいという話をした。規範意識の醸成などは、いつその内容に

ついての話をするかが重要である。 

・4/21 行政説明会で町議会議員に小中一貫校について説明をした。 

 

２ 前回会議録の承認 

   今回の議事録署名委員は天木委員。承認される。 

 

３ 各課報告 

  学校教育課長：河和南部小学校の入学式と潮干狩りに関する新聞記事の紹

介。ケーブルテレビも取材があった。ＰＴＡ会長が中心となりいろいろ

な思い出に残る行事を企画しているので、情報発信などの支援もしてい

く。 

  教育長：内海高校について、定員を少なくしたので定員割れというわけで

はないが、存続について厳しい状況ではある。３月の公立高校の入試に

おいて、知多半島内のいくつかの学校で定員割れをした。多くは数名の

定員割れだが、中にはかなりの定員割れの学校もあった。要因は名古屋

方面へ通学する生徒の増加と、日福大付属高校の頑張りが考えられる。 

  生涯学習課長：町コロナ対策の会議が開催され、町施設は午後８時までの

開館とし、学校開放については全面的に中止とする。期間は５月末まで

と決定した。 

   行事等について、7/31 民踊まつりは中止。 

  教育部長：7/3 家庭教育講演は中止とする。 

 

４ 協議事項 

  議案第８号 令和３年度４月補正予算について（資料 2） 

   承認される。 

議案第９号 美浜町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

（資料 3） 

   承認される。 



 
５ 報告事項 

(1) 準要保護児童生徒の認定について（非公開）別添 

(2) オンライン国際交流事業について（資料 4） 

 学校教育課長：コロナ禍において、行くことも来ることも難しい状況の

中、シンガポールのニーアン中の先生と、町国際交流員、町職員でオ

ンライン会議について検討してきた。ニーアン中は中国重慶の語学学

校、ブルネイの中学とも交流しているため、4 か国での交流ができな

いかとの提案があった。内容は Vlog 交流、Youth Challenge という 2

つの交流で、河和中、野間中合わせて 8名程度の参加を予定している。 

 石垣委員：8 名ということであるが、その他の子どもも発表会を見学出

来たら良いと思う。8 名だけというのはもったいない。 

 教育長：初めての試みのため、参加した子ども達が良かった、楽しかっ

たと思える内容にしたいと思う。 

(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：延期となっていたが、再調整し 7 月 2 日(金)に視察を予

定している。 

(4) 教育委員会後援名義使用の許可について（資料 6） 

①オペラ「魔笛」 

②第 12 回「はたらく人にありがとう」メッセージ募集 

③志多ら いのちの力 半田公演 

④2021 年税に関する絵はがきコンクール 

⑤第 57 回公益社団法人 中部日本書道会半田支部学童書道展 

⑥第 2 回オール知多ピースフェスティバル－知多半島戦争と平和展－ 

⑦令和 3 年度知多中部学童部夏季大会 

⑧作文コンクール 2021 知多の子どもたちからのメッセージ 

(5) 5・6 月の教育委員会関係行事について（資料 7） 

 学校教育課長：5/25 学校訪問河和小から始まる。教育委員の参加は東部・

西部で分け、3 名ずつで 1 学期は実施していく。 

 教育長：小学校の修学旅行は 5 月末の時点で再度判断する、河和中は秋

に延期する。野外教育活動についても 9 月に延期する。 

 

６ 意見交換 

  教育長：4/21 町議会議員の勉強会として依頼があり、学校再編について説



明した。昨年度の出生数が 90 人であり、前年度対比 25％減。国は 2.9％

減。その中で、河和小学校区が 33％減で河和台、柿谷の効果が薄れてき

た。人口も減少し、財政面でも厳しくなっていく。児童生徒数から見る

と、令和 10 年度の新しい学校の開設が良いと思う。学校別にみると人

数の面で大変厳しい状況はすぐにやってくる。 

  新美委員：昨日、民生委員の集まりで小中一貫校の話になり、児童生徒数

が少なくなれば目の届く教育で良いではないかとの意見があった。 

  教育長：学校は、勉強だけでなく、集団で学ぶことは大変多い。そのため

一定の規模は必要である。また、人数が少ないと人間関係が固定される

ため、子どもも保護者もマイナスな面が出てくる。 

  石垣委員：保護者に詳しく説明し、子どもが身近にいる世代から理解を得

ていきたい。地域住民としては、学校と地域の関わりを考え、学校は残

してほしいとの意見は当然出ると思う。今回布土小のＰＴＡ総会におい

て令和 10 年度開校目標について伝えたが、全校でそのような話が伝わ

るようにお願いしたい。 

  教育長：まずは保護者に説明していく。 

  齋藤委員：学校再編検討委員会でのＰＴＡ役員の委員の方の意見は、小中

一貫校はもっと早く行ってほしかったとの意見であった。 

  石垣委員：自分の子どもに関わる年代が知りたく、早く開校年を知りたい

との意見。それが分かればそれなりに皆さんは動かれる。 

   美浜が発展していくには、何らかの対策をしなくてはいけなく、教育の

分野でも同じで、学校をなんとかしないといけなく、しっかりと子ども

を育てないと町も育たないと思う。 

  学校教育課長：地区別の説明会を、という話がよく出るが、それ以前に保

護者の皆さんに説明をしていきたいと思っている。 

  石垣委員：学校再編について、転任してこられた先生など知らない先生が

いる。関わっている先生方にも状況を分かっていただいたほうが良い。 

  教育長：今年中に学校を廻り、私から先生に説明する。 

  新美委員：親もそうだが、高齢者の方々も孫がいる。孫のためにという考

えももってもらいたい。 

 

７ その他連絡事項（資料 8） 

・緊急事態措置を受けた小中学校の対応について、保護者への文書を本日、

学校を通じて発出する。 



・令和 3 年 5 月 1 日現在の児童生徒数一覧について、この児童生徒数が令

和 3 年度の公表数となる。 

 

 

次回開催日 令和３年６月１８日（金）午前１０時 

美浜町保健センター ２階 小会議室 

 

 

閉会 午前１１時４６分 

 

 

 

 令和３年  月  日 

 

   署名  教育長 

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

 

       委 員 

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

 

       作成者 

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



令和３年度第２回美浜町教育委員会 ５月定例会議次第 
 

 令和３年５月１１日（火）午前 10 時 
美浜町保健センター 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８号 令和３年度４月補正予算について（資料 2） 

議案第９号 美浜町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について(資料 3)  
 
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) オンライン国際交流事業について（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使用の許可について（資料 6） 

①オペラ「魔笛」 
②第12回「はたらく人にありがとう」メッセージ募集 
③志多ら いのちの力 半田公演 
④2021年税に関する絵はがきコンクール 

⑤第 57回公益社団法人 中部日本書道会半田支部学童書道展 

⑥第 2回オール知多ピースフェスティバル －知多半島 戦争と平和展－ 

⑦令和 3 年度知多中部学童部夏季大会 
⑧作文コンクール 2021 知多の子どもたちからのメッセージ 

(5) ５・６月の教育委員会関係行事について(資料 7) 
 

６ 意見交換 
 
７ その他連絡事項 
 
 
 
 

 次回開催日 令和 3 年 6 月 18 日（金）午前 10 時 美浜町保健センター 小会議室 
 

「美浜町ではノーネクタイ・軽装（上着なし）の励行を実施しています。」 

実施期間：令和３年５月１日～１０月３１日 


