
令和３年第４回教育委員会会議録 （公開用：要点筆記） 

                

        場所 大津町役場 電算室３階 ミーティングルーム 
１ 開会及び閉会に関する事項 

開  会   令和３年３月３１日（水） 午前９時３０分 

閉  会   令和３年３月３１日（水） 午前１１時１５分 

 

２ 出席委員の氏名 

教育長       吉良 智恵美 

教育長職務代理者  中尾 精一 

委員             斎藤 陽子 

委員  津留 武芳 

 

３ 委員及び傍聴人を除く外、議場に出席した者の氏名 

教育部部長         羽熊 幸治 

教育部次長         平岡 馨 

教育委員会教育部学校教育課長兼教育支援センター長    村山 博徳 

教育委員会教育部学校教育課審議員兼指導主事     福田 恒臣 

教育委員会教育部学校教育課施設係長      桐原 智之 

教育委員会教育部学校教育課学務係主事     佐藤さくら 

教育委員会教育部学校教育課審議員兼学校給食センター所長     坂本 経臣 

教育委員会教育部子育て支援課課長      大隈寿美代 

教育委員会教育部子育て支援課審議員兼大津保育園長        村上小百合 

教育委員会教育部子育て支援課審議員兼兼大津幼稚園長       坂本 ユミ 

教育委員会教育部子育て支援課陣内幼稚園園長           西岡 絹代 

教育委員会教育部生涯学習課長                荒牧 修二 

教育委員会教育部生涯学習課課長補佐兼図書館長     市原 紀幸 

教育委員会教育部学校教育課学務係長               辻口 浩二 

 

４ 公開の審議 

   中尾代理者  「３ 公開の審議」をお願いします。 

 

斎藤委員   本日の議題⑰から⑱については、大津町教育委員会会議公開規程第３条第４号の

個人情報に関する事項に該当するため、非公開の審議をお願いしたいと思います。 

 

 中尾代理者  ただいまの提案について、非公開に賛成する方は挙手をお願いします。 

       全員賛成により、本日の議題⑰から⑱については、非公開といたします。 

 

５ 傍聴人の有無 

    無し 



６ 教育長報告 

令和３年 

２月２５日（木） 第２回大津町幼保、小中連携推進協議会 

２月２６日（金） 初任者研修実践報告会：役場 

         町企業と町行政との懇談会：総合体育館 

２月２７日（土） 臨時教育委員会会議：役場  

         大津町ＰＴＡ連絡協議会「子育て講演会」ＷＥＢ開催：役場 

３月 １日（月） 辞令交付式：役場 行事予定打合せ  

令和３年度第１回大津町議会臨時会議：オークス 

３月 ２日（火） 令和２年度第２回大津町特別支援連携協議会：役場 

３月 ３日（水） 来年度教育事務所学校訪問に掛かる打ち合わせ会議：役場 

３月 ４日（木） 町内校長・園長会議：役場 

３月 ５日（金） 議会全員協議会：役場 

３月 ８日（月）～３月２２日（月）  

大津町３月議会（一般質問：１８・１９日）    

３月１０日（水） 大津町学童スポーツクラブ委員会：総合体育館 

３月１２日（金） 大津町内中学校卒業式   

教育論文表彰並びに第３回教育委員会会議  

３月１５日（月） 答弁書打合せ：役場 

３月１８日（木） 町内臨時校長会議 

３月２３日（火） 町内小学校卒業式    

令和２年度町人権教育交流支援事業（学習会）閉校式：護川小 

３月２４日（水） ＫＤＳ傘贈呈式：役場   

第１回大津町図書館協議会：おおづ図書館 

３月２６日（金） 郵便局との連携協定調印式：役場   

大津町社会教育委員会：オークス   

大津高校吹奏楽部定期演奏会：菊陽町図書館ホール 

３月２９日（月） 行事予定打合せ  子ども子育て会議 

３月３０日（火） 自治功労者表彰伝達式  男女共同参画提言書提出式 

３月３１日（水） 町職員退職辞令交付式   

第４回教育委員会会議：役場 

令和２年度末教職員退職者辞令交付式：総合庁舎 

町内教職員退職者退任式：役場  

 

７ 教育長の報告についての質問及び討論 

  質疑 町人権教育交流支援事業（学習会）閉校式では、差別落書きを見た子どものその後の様子などは 

話題になりませんでしたか。 

  答弁 閉校式では、特に報告等はありませんでした。 

 

８ 議題及び動議を提出した者の氏名 



①令和３年度教育委員会職員の任免等について    （辻口係長） 

②大津町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の制定について （辻口係長） 

③大津町教育委員会事務委任規則等の一部改正について   （辻口係長） 

④大津町教育委員会事務局処理規程等の一部改正について   （辻口係長） 

⑤大津町教育委員会学校訪問実施要綱の一部改正について   （辻口係長） 

⑥大津町適応指導教室実施要項の制定について    （辻口係長） 

⑦大津町教育支援センター条例施行規則の一部改正について   （辻口係長） 

⑧大津町英語検定チャレンジ補助金交付要綱の一部改正について  （佐藤主事） 

⑨大津町小中学校就学等に関する規則の一部改正について   （辻口係長） 

⑩大津町学校評議員の設置に関する規則の廃止について   （辻口係長） 

⑪大津町教育委員会学校教育指導員等の任用等に関する要綱の廃止について （辻口係長） 

⑫大津町学校教育指導員の設置に関する規則の一部改正について  （辻口係長） 

⑬大津町社会教育指導員の設置に関する規則の一部改正について  （荒牧課長） 

⑭大津町立小、中学校に勤務する県費負担の教職員に対する医師による面接指導 （辻口係長） 

実施要綱の一部改正について 

⑮大津町多子世帯子育て支援事業実施要綱の廃止について   （大隈課長） 

⑯大津町図書館条例施行規則の一部改正について    （市原館長） 

⑰大津町立小、中学校通学区域及び教育施設検討委員会委員の委嘱について【非公開】（辻口係長） 

⑱大津町部落差別等撤廃・人権擁護審議会委員の選任について【非公開】 （辻口係長） 

 

 

９ 質問及び討論 

 

①について 

   無し 

 

  ②について 

   質疑 子ども子育て会議は、町長部局で今後は行うのですか。 

   答弁 事務局のメンバーが変わりますが、委員は変わらないところです。 

 

③について 

 無し 

 

④について 

  無し 

 

⑤について 

 無し 

 

⑥について 



 質疑 特別な診断が必要なのではなく、申し出により決定する認識でよろしいでしょうか・ 

 答弁 学校に来ることができない子どもさんや自宅から一歩外に出たい気持ちがある子どもさんに 

関して、保護者から学校に申請を行い、学校長が教育委員会に申請するものです。適応指導によ 

って効果があるかどうか、事前に面接をした上で入室を受け付けている状況です。診断書が必要

なものではありません。 

質疑 要項を制定したことは、人員面で必要性があったから制定したのですか。 

 答弁 これまでは内規での運用のため、申請様式等も入手しにくい状況でしたので、今回、手続き等 

を広く周知するために要項を制定するものです。 

質疑 ハートフルルームはどうなりますか。 

 答弁 今後検討を進めていきたいと思います。 

 

⑦について 

  無し 

 

⑧について 

 質疑 検定料は大きく上がっていますが、検定料はどこが決めるのでしょうか。 

答弁 公益財団法人英語検定協会が決めています。 

答弁 今回は大幅な増額になっておりますが、新型コロナウイルス感染症対策のための、監督員の増 

員や会場の衛生対策費用の発生により、検定料の見直しを行う旨、協会から通知が来ております。 

（受験料の）半額補助となっておりますが、就学援助対象者に関しては全額補助を行います。 

 

⑨について 

 無し 

 

⑩について 

  無し 

 

⑪について 

 無し 

 

⑫について 

  無し 

 

⑬について 

 無し 

 

⑭について 

質疑 具体的にはどのようなやり方になりますか。 

答弁 時間外勤務が８０時間を超えた職員に対しては、校長が医師による面接指導を希望するかどう 

かを確認し、希望する場合は面接指導を実施します。本年度は、医師による面接を希望する職員 



はいませんでした。 

  質疑 現在の時間外勤務の平均時間はどうですか。 

  答弁 １月は４０時間を下回っていました。２～３月は多少増加していましたが、８０時間を超える職 

員はかなり減ってきている状況です。 

  

⑮について 

無し 

 

⑯について 

 無し 

 

⑰について 

 無し 

 

⑱について 

   無し 

 

１０ 議事の大要及び議決 

①令和３年度教育委員会職員の任免等について 

原案承認 

 

②大津町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の制定について 

 原案承認 

 

③大津町教育委員会事務委任規則等の一部改正について 

 原案承認 

 

④大津町教育委員会事務局処理規程等の一部改正について 

 原案承認 

 

⑤大津町教育委員会学校訪問実施要綱の一部改正について 

 原案承認 

 

⑥大津町適応指導教室実施要項の制定について 

 原案承認 

 

⑦大津町教育支援センター条例施行規則の一部改正について 

   原案承認 

 

⑧大津町英語検定チャレンジ補助金交付要綱の一部改正について 



 原案承認 

 

⑨大津町小中学校就学等に関する規則の一部改正について 

 原案承認 

 

⑩大津町学校評議員の設置に関する規則の廃止について 

 原案承認 

 

⑪大津町教育委員会学校教育指導員等の任用等に関する要綱の廃止について 

 原案承認 

 

⑫大津町学校教育指導員の設置に関する規則の一部改正について 

 原案承認 

 

⑬大津町社会教育指導員の設置に関する規則の一部改正について 

 原案承認 

 

⑭大津町立小、中学校に勤務する県費負担の教職員に対する医師による面接指導 

実施要綱の一部改正について 

 原案承認 

 

⑮大津町多子世帯子育て支援事業実施要綱の廃止について 

 原案承認 

 

⑯大津町図書館条例施行規則の一部改正について 

 原案承認 

 

⑰大津町立小、中学校通学区域及び教育施設検討委員会委員の委嘱について【非公開】 

 原案承認 

 

⑱大津町部落差別等撤廃・人権擁護審議会委員の選任について【非公開】 

 中尾職務代理者を選任した 

 

 

（教育長）それでは、提案された議題については上記のとおり決定してよろしいですか。 

 

（委員全員）異議なし 


