
令和２年第２回教育委員会会議録   （公開用：要点筆記） 

                

        場所 大津町役場 ２階 大会議室 

 

１ 開会及び閉会に関する事項 

開  会   令和２年２月２７日（木） 午前１０時 

閉  会   令和２年２月２７日（木） 正午 

 

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 

委員        寺下 早苗 

 

３ 委員及び傍聴人を除く外、議場に出席した者の氏名 

教育委員会教育部長        市原 紀幸 

教育委員会教育部次長       野村 宗生 

教育委員会教育部学校教育課長兼教育支援センター長    羽熊 幸治 

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 

教育委員会教育部子育て支援課長      大隈寿美代 

教育委員会教育部生涯学習課長                荒木 啓一 

教育委員会教育部生涯学習課審議員兼図書館長     西岡多津朗 

教育委員会教育部生涯学習課審議員兼生涯学習係長    齊藤 孝浩 

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

教育委員会教育部子育て支援課主幹心得兼陣内幼稚園長       高本ますみ 

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 

教育委員会教育部学校教育課施設係主事     林田 健佑 

教育委員会教育部生涯学習課生涯スポーツ係長           今村 芳弘 

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 

斎藤委員   本日の議題④から⑤及び⑦から⑬については、大津町教育委員会会議公開規程第３条

第３号の議会議決を経るべき案件、⑥及び⑭については、同条第４号の個人情報に配

慮すべき案件に該当するため、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④から⑭については、非公開とします。 

５ 傍聴人の有無 

    無し 



６ 教育長報告 

令和２年 

１月１２日（日） 成人式 

１月１６日（木） 町校長・園長会議：役場 

１月１７日（金） 民生児童委員との懇談会及び懇親会：役場他 

１月１８日（土） 史跡カルタ大会：老人福祉センター 

北辰会総会及び懇親会：菊池 

１月１９日（日） 消防出初式：町総合運動公園     

１月２０日（月） 教育事務所との人事異動ヒアリング：オークス  

１月２１日（火） 大津支援学校評議員会議 

          「かがやけ肥後っ子会議」：県庁 

１月２２日（水）～２３日（木） 町長予算査定（当初）：役場  

１月２４日（金） 大津町企業と町行政との懇談会及び懇親会：役場他 

１月２５日（土） 江藤家防火訓練（文化財防火デー）：江藤家 

１月２７日（月） 町長予算査定：役場  

１月２８日（火） 町保育士等研修会：役場  町内不登校対策会議：役場 

１月２９日（水） 入札参加資格審査会：役場 

１月３１日（金） 教育部連絡調整会議、子ども子育て会議：役場             

２月 ３日（月） 行事打合せ、 指宿市長との懇談会 

２月 ４日（火） 町長補正予算査定  未来塾閉校式：生涯学習センター 

２月 ５日（水） 大津町並びに菊陽町三役と各部長との意見交換会及び懇親会 

２月 ７日（金） 町校長・園長会議；役場 学校給食センター運営委員会：役場 

２月 ８日（土） 子育てフェスタ：文化ホール 

２月１０日（月） 校長期末面談：役場  管内教育長・校長合同会議：庁舎 

         現職・退職校長会総会及び懇親会：菊池 

２月１１日（火） 松田丈志講演会：文化ホール 

２月１２日（水） 定期監査報告会：役場 

２月１３日（木） 校長期末面談：役場 

２月 1５日（土） 第 11代横綱不知火光衛門墓前祭 

２月１７日（月） 議員全員協議会：役場 第２回県町村教育長会理事会：水共 

２月１８日（火） 第３回教育長・校長人事異動ヒアリング：役場 

２月１９日（水） 町学校評価訪問（大津東小、大津南小） 

２月２０日（木） 町学校評価訪問（大津北小、護川小） 

小中学校通学区域及び教育施設検討委員会：オークス 

ジョギングフェスティバル実行委員会：町総合体育館 

２月２１日（金） 町学校評価訪問（大津保育園、陣内幼稚園、大津幼稚園） 

２月２３日（日） 大津町ジョギングフェスティバル：総合運動公園（中止） 

２月２５日（火） 卒業生を送る会（中止）第２回大津町特別支援連携協議会：役場（中止） 

２月２６日（水） 町学校評価訪問（大津中、大津小、室小、大津北中）（中止） 

２月２７日（木） 第２回教育委員会：役場  町学校評価訪問（美咲野小）（中止） 



７ 教育長の報告についての質問及び討論 

質疑   大津町並びに菊陽町三役と各部長との意見交換会はどのような会議だったのですか。 

答弁   菊池郡の町村会、大津町と菊陽町でテーマを決めて意見交換を行う会議でした。 

質疑   小中学校通学区域及び教育施設検討委員会ですが、どのような内容でしたか。 

答弁   児童生徒数の推移や小中学校の増築や小規模特認校の経過報告を説明したところです。 

   

８ 議題及び動議を提出した者の氏名 

①第２期大津町子ども・子育て支援事業計画のパブリックコメントについて  （大隈課長） 

②大津幼稚園満３歳児（年少々児）受け入れの拡充について   （藤本園長） 

③上井手に関する町史等の記事修正に関する公告の実施について   （荒木課長） 

④令和元年度一般会計補正予算について【非公開】   （羽熊課長、大隈課長、荒木課長） 

⑤令和２年度一般会計予算について【非公開】    （羽熊課長、大隈課長、荒木課長） 

⑥令和元年度教育論文審査結果について【非公開】    （野村次長） 

⑦大津町奨学資金貸付条例の一部を改正する条例について【非公開】  （羽熊課長） 

⑧大津町町民交流施設条例の一部を改正する条例について【非公開】  （荒木課長） 

⑨大津町町民集会所条例の一部を改正する条例について【非公開】   （荒木課長） 

⑩大津町公民館条例の一部を改正する条例について【非公開】   （荒木課長） 

⑪財産の無償譲渡について（平川公民館分館）について【非公開】   （荒木課長） 

 ⑫大津町立保育所の延長保育事業、一時保育事業及び休日保育事業の利用者負担に関する 

条例の制定について【非公開】      （大隈課長） 

大津町立保育所延長保育サービス事業実施要項の一部を改正する要項について【非公開】  

大津町立保育所一時保育事業実施要項の一部を改正する要項について【非公開】 

大津町立保育所休日保育事業実施要項の一部を改正する要項について【非公開】 

大津町病児・病後児保育事業の利用者負担に関する条例の制定について【非公開】 

大津町乳幼児健康支援一時預かり事業実施要項の一部を改正する要項について【非公開】 

大津町立幼稚園預かり保育事業の利用者負担に関する条例の制定について【非公開】 

大津町立幼稚園預かり保育事業実施要綱の一部を改正する要綱について【非公開】 

大津町乳幼児健康支援訪問ヘルパー事業手数料徴収条例を廃止する条例について【非公開】 

大津町乳幼児健康支援訪問ヘルパー事業実施要項の一部を改正する要項について【非公開】 

大津町子育てサポート事業手数料徴収条例を廃止する条例について【非公開】 

大津町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の制定について【非公開】 

大津町子育てサポート事業活動補助金交付要項の廃止について【非公開】 

大津町子育て・健診センター条例の一部を改正する条例について【非公開】 

⑬大津町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例の制定について【非公開】      （大隈課長） 

⑭準要保護世帯の認定について【非公開】                    （林田主事） 

 

９ 質問及び討論 

①について 

   無し 



②について 

 質疑    幼稚園は 1クラス何人まで受け入れることができますか。 

 答弁    ３５名まで受け入れることができます。年少クラスは２５名の受け入れとなっています。 

   質疑    陣内幼稚園については影響ないのですか。    

答弁    陣内幼稚園については前年から対応を行っているので特に影響はないです。 

質疑    年長５歳児に配置している保育補助職員はこのクラスに配置するのですか。 

   答弁    配置ではなく、各クラスの職員に欠席等があった場合に対応していただく職員になりま

す。資格を持った先生と一緒に対応しています。 

 

③について 

 無し 

 

④について 

  質疑    奨学金返還金が増加しているのと奨学金の貸し付けが減額になっているのはなぜです

 か。教科書購入に伴う補助金等はないのですか。 

  答弁    教科書購入に伴う補助金等はありません。奨学金返還金については今年度一括返還をす

る奨学生がいらっしゃったことにより増加となっています。貸付については実績に伴う

減額となります。 

 

⑤について 

質疑    学習支援指導員配置事業と学校支援員配置事業について、期末勤勉手当等の増加により

配置人員を減らすようなことはありましたか。 

答弁    教育部は業務の見直しを行い、「学校生活支援補助員」と「特別支援補助員」を合わせ

て「学校支援員」とし人数を減らしています。また不登校対策のために相談員などを増

やしています。全体的には今年度より３名の減となっております。 

 

⑥について 

 無し 

 

⑦について 

 無し  

  

⑧について 

 無し 

 

⑨について 

 質疑    通常はどちらの名前を使用すると良いのですか。 

 答弁    通称である「文化ホール」を利用していただければと思います。 

 

 



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 

 無し 

 

１０ 議事の大要及び議決 

①第２期大津町子ども・子育て支援事業計画のパブリックコメントについて 

  原案承認 

  

②大津幼稚園満３歳児（年少々児）受け入れの拡充について 

原案承認 

 

③上井手に関する町史等の記事修正に関する公告の実施について 

原案承認 

 

④令和元年度一般会計補正予算について【非公開】 

原案承認 

 

⑤令和２年度一般会計予算について【非公開】 

原案承認 

 

⑥令和元年度教育論文審査結果について【非公開】 

原案承認 

 

⑦大津町奨学資金貸付条例の一部を改正する条例について【非公開】 

原案承認 

 

⑧大津町町民交流施設条例の一部を改正する条例について【非公開】 

原案承認 

 



⑨大津町町民集会所条例の一部を改正する条例について【非公開】 

原案承認 

 

⑩大津町公民館条例の一部を改正する条例について【非公開】 

原案承認 

 

⑪財産の無償譲渡について（平川公民館分館）について【非公開】 

原案承認 

 

  ⑫大津町立保育所の延長保育事業、一時保育事業及び休日保育事業の利用者負担に関する 

条例の制定について【非公開】       

大津町立保育所延長保育サービス事業実施要項の一部を改正する要項について【非公開】  

大津町立保育所一時保育事業実施要項の一部を改正する要項について【非公開】 

大津町立保育所休日保育事業実施要項の一部を改正する要項について【非公開】 

大津町病児・病後児保育事業の利用者負担に関する条例の制定について【非公開】 

大津町乳幼児健康支援一時預かり事業実施要項の一部を改正する要項について【非公開】 

大津町立幼稚園預かり保育事業の利用者負担に関する条例の制定について【非公開】 

大津町立幼稚園預かり保育事業実施要綱の一部を改正する要綱について【非公開】 

大津町乳幼児健康支援訪問ヘルパー事業手数料徴収条例を廃止する条例について【非公開】 

大津町乳幼児健康支援訪問ヘルパー事業実施要項の一部を改正する要項について【非公開】 

大津町子育てサポート事業手数料徴収条例を廃止する条例について【非公開】 

大津町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の制定について【非公開】 

大津町子育てサポート事業活動補助金交付要項の廃止について【非公開】 

大津町子育て・健診センター条例の一部を改正する条例について【非公開】 

原案承認 

 

⑬大津町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例の制定について【非公開】 

原案承認 

 

⑭準要保護世帯の認定について【非公開】 

原案承認 

            

（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 

 

 


