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 令和２年７月教育委員会会議録 

 

【会議に付すべき事件】 

  議案第 ６号  後援名義使用願の承認について 

  報告第 ７号  町議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の専決処分報告に 

          ついて 

  報告第 ８号  令和２年６月熊取町議会定例会の結果報告について 

  報告第 ９号  町議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の専決処分報告に 

          ついて 

  報告第１０号  令和２年７月熊取町議会臨時会の結果報告について 

 

【その他】 

  後援名義使用願の承認について【報告】２件 

《７月分》 

  生涯学習推進課【煉瓦館・公民館・総合体育館 他関係団体】事業予定 

  図書館【熊取図書館 他関係団体】事業予定 

  小・中学校行事予定 

《５月分》 

  生涯学習推進課【煉瓦館・公民館・総合体育館 他関係団体】事業報告 

  社会教育施設等利用状況 

《６月分》 

  図書館【熊取図書館 他関係団体】事業報告 

 

  日   時   令和２年７月８日（水）午後５時００分から 

  場   所   役場北館３階 大会議室 

 

【教育委員会定例会出席者】 

 教育長                 勘六野 朗 

 教育委員（教育長職務代理者）      梶山慎一郎 

 教育委員                松井みゆき 

 教育委員                土屋 裕睦 

 教育委員                鈴木 直子 

 教育次長                阪上 敦司 

 統括理事（学校指導担当）        吉田 茂昭 

 理事（学校指導担当）          林 栄津子 

 理事（生涯学習・図書館担当）      原田 哲哉 
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 学校教育課長              松浪 敬一 

 学校教育課学校指導参事         松藤 茂孝 

 学校教育課学校指導参事         櫻澤 彩香 

 学校教育課学校指導参事         河井  淳 

 学校教育課学校指導参事         松本  歩 

 生涯学習推進課長            立石 則也 

 図書館長                原田 貴子 

 書記                  南條  剛 

──────────────────────────────────────── 

 

開会  午後５時００分 

 

勘六野教育長    それでは失礼します。 

          お待たせいたしました。教育委員の皆様方には、先ほどまで学校管

理者との懇談会に参加していただきましてありがとうございます。お

疲れのことと思いますが、７月の教育委員会議の定例会を今から始め

たいと思います。 

          本日の署名委員には松井委員を指名いたしますので、よろしくお願

いします。それでは、座って失礼します。 

          議事に入りたいと思います。 

          議案書の１ページ、議案第６号「後援名義使用願の承認につきまし

て」事務局から説明をお願いいたします。 

          河井参事。 

 

河井参事      それでは、議案第６号「後援名義使用願の承認について」（大阪府

公立小・中学校生活指導研究協議会研究発表大会）ご説明申し上げま

す。 

          議案書１ページをご覧ください。 

          令和２年６月４日付で大阪府公立小・中学校生活指導研究協議会会

長寺田暁司氏より、大阪府公立小・中学校生活指導研究協議会研究発

表大会の開催について、当委員会の後援名義使用願がありましたので、

これを承認するというものでございます。 

          本案件は、新規の案件としてご審議をお願いするものです。 

          ２ページ、後援承認申請書をご覧ください。 

          開催日、開催場所でございますが、令和２年１０月２０日火曜日、

熊取町立熊取中学校です。事業の概要は、研究成果刊行と研究調査、
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また研究発表大会となっています。参加予定人員は約９００人、参加

対象者は小・中学校の生活指導担当教員等です。参加者負担はなしと

なっています。 

          ４ページから１０ページまでは、会則、名簿、事業計画、予算等が

ございますので、ご参照ください。 

          以上、議案第６号「後援名義使用願の承認について」のご説明とさ

せていただきます。よろしくご審議いただきまして、ご承認賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

勘六野教育長    ただいま説明ありましたように、大阪府の小・中学校生活指導研究

協議会。毎年どこかの地域で担当してやっているというものなんです

けれども、熊取町が担当だという内容です。 

          中身について、ご質問はございませんでしょうか。 

          ご異議ございませんか。 

          では、議案第６号「後援名義使用願の承認について」承認としてよ

ろしいか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

勘六野教育長    議案第６号「後援名義使用願の承認について」承認とします。 

          次に、議案書１１ページ、報告第７号「町議会の議決を経るべき事

件の議案に対する意見の専決処分報告について」事務局から説明をお

願いいたします。 

          松藤参事。 

 

松藤参事      それでは、報告第７号「町議会の議決を経るべき事件の議案に対す

る意見の専決処分報告について」ご説明申し上げます。 

          議案書の１１ページをご覧ください。 

          地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、

町長から意見を求められた次の議案については、異議がないものとし

て専決処分したので報告し、承認を求めるものでございます。 

          内容につきましては、令和２年度熊取町一般会計補正予算（第６

号）のうち、教育に関する部分についてでございます。なお、この議

案につきましては、６月２４日、令和２年６月町議会定例会に上程さ

れたものでございます。 

          今回の補正内容につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大
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により、ＧＩＧＡスクール構想をより推進するため実施するものでご

ざいます。 

          まず、歳入について説明いたします。 

          １４ページ、１５ページをお開きください。 

          １５ページ、節の列、教育総務費補助金に計上しております２３０

万円につきましては、急速なＩＣＴ化を進める本町の学校における環

境整備の対応や技術的助言を行うＧＩＧＡスクールサポーターの配置

をする経費に対する補助金で、補助率は２分の１でございます。 

          次に、節の列、小学校費補助金に計上しております４，８６８万

７，０００円につきましては、小学校１年生から４年生に整備する１

人１台端末及び臨時休業などの緊急時に学校側と児童生徒のやり取り

を円滑に行うためのカメラ、マイクの購入に対する補助金で、１人１

台の端末の補助金につきましては、令和元年５月時点の児童数の３分

の２の人数に４万５，０００円を乗じた金額であり、カメラ、マイク

の補助率は２分の１となっております。 

          次に、節の列、中学校費補助金に計上しております５万２，０００

円につきましては、小学校同様のカメラ、マイクの購入経費に対する

金で、補助率は２分の１でございます。 

          次に、歳出についてご説明させていただきます。 

          １６ページ、１７ページをご覧ください。 

          教育情報化推進事業の人材派遣委託料４６０万円を計上しておりま

す。 

          これにつきましては、歳入のところで説明させていただきましたＧ

ＩＧＡスクールサポーターの配置に係る経費でございます。 

          次に、小学校教育情報化推進事業の校用器具費１億４，４７８万

５，０００円を計上しております。 

          こちらは、歳入のところで説明させていただきました小学校１年生

から４年生に対する１人１台の端末及びカメラ、マイクの購入経費で

ございます。 

          次に、中学校教育情報化推進事業の校用器具費８０万円を計上して

おります。 

          こちらは、中学校各校におけるカメラ、マイク購入経費などでござ

います。 

          最後に、項小学校費、中学校費ともに目の学校給食費ですが、こち

らは当初町の基金を充て支出する予定でございましたが、国庫補助金

の収入が見込めることとなったため、説明内訳欄のとおり、財源内訳
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の振替を行うものでございます。 

          以上で報告第７号の説明を終わります。 

          よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願いいたし

ます。 

 

勘六野教育長    ただいま報告いただきましたが、この報告につきまして、内容、あ

るいはその他ご質問ございましたらお受けしたいと思いますが、いか

がでしょうか。よろしいですか。 

          これで小学校の残りの全部パソコンが入って、全部の予算分という

内容になっております。 

          他に質問ございませんか。 

          では、報告第７号「町議会の議決を経るべき事件の議案に対する意

見の専決処分報告について」承認としてよろしいか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

勘六野教育長    報告第７号「町議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の専

決処分報告について」承認とします。 

          続きまして、議案書１８ページ、報告第８号「令和２年６月熊取町

議会定例会の結果報告について」につきまして、事務局から説明をお

願いいたします。 

          松浪課長。 

 

松浪課長      それでは、報告第８号「令和２年６月熊取町議会定例会の結果報告

について」ご説明いたします。 

          事前配付の議案書１８ページでございます。 

          令和２年６月熊取町議会定例会に上程の令和２年度熊取町一般会計

補正予算（第５号）について。これについては、前回の教育委員会で

説明をさせていただいたんですが、先ほど教育長のほうからもお話が

ありましたとおり、ＧＩＧＡスクール構想の中で１人１台ということ

で、小学校５年生から中学校３年生までのパソコン、端末整備費の経

費も入っている補正予算でございます。 

          それと、今、松藤のほうから説明いたしました令和２年度熊取町一

般会計補正予算（第６号）、ここで小学校１年生から４年生という内

容が含まれていると思うんですけれども、この２つの補正予算につい

て、町議会におきまして慎重なるご審議を賜り、原案どおりご可決い
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ただきましたことを報告いたします。 

          これで１人１台のパソコン端末、予算措置完了しましたので、これ

で契約、１月納入に向けて進めていくというふうに考えております。 

          よろしくお願いいたします。 

 

勘六野教育長    今のところ、１月末にパソコンの本体が入ると。できるだけ前倒し

で入れたいところなんですけれども、そのようになるというような状

況だということです。 

          ご質問ございませんか。 

          では、報告第８号「令和２年６月熊取町議会定例会の結果報告につ

いて」承認としてよろしいか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

勘六野教育長    報告第８号「令和２年６月熊取町議会定例会の結果報告について」

承認とします。 

          続きまして、当日配付の議案書をご覧ください。 

          議案書２８ページ、報告第９号「町議会の議決を経るべき事件の議

案に対する意見の専決処分報告について」につきまして、事務局から

説明をお願いいたします。 

          松浪課長。 

 

松浪課長      それでは、報告第９号「町議会の議決を経るべき事件の議案に対す

る意見の専決処分報告について」ご説明申し上げます。 

          議案書の２８ページでございます。 

          地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、

町長から意見を求められた次の議案については、異議がないものとし

て専決処分したので報告し、承認を求めるものでございます。 

          内容につきましては、令和２年度熊取町一般会計補正予算（第７

号）のうち、教育に関する部分についてでございます。なお、この議

案につきましては、昨日、令和２年７月熊取町議会臨時会に上程され

たものでございます。 

          今回の補正予算の内容につきましては、新型コロナウイルス感染症

が住民生活や地域経済に影響をもたらしている状況を踏まえて、熊取

町独自の緊急生活経済支援を実施するためのものでございます。 

          まず、歳入についてご説明をいたします。 
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          ３１ページ、３２ページをご覧ください。 

          ３２ページをご覧いただいたら分かります。 

          学習支援員配置事業費補助金として１０７万５，０００円を計上し

ております。 

          内容につきましては、小・中学校に学習支援員を配置する経費に対

する補助金で、補助率は５分の３でございます。具体的には、小・中

学校が新型コロナウイルス感染症の影響により本年３月２日から５月

末までの間臨時休業となり、この休業期間中に遅れた学習を限られた

時間で取り戻すために学習支援員を配置し、放課後や長期休業期間の

補充学習への支援及び授業中の個別学習支援を行うというものでござ

います。 

          次に、その下のスクールサポートスタッフ配置事業費補助金として

２４９万８，０００円を計上しております。小・中学校に１名ずつス

クールサポートスタッフという職員を配置する経費に対する補助金で、

補助率は２分の１でございます。具体的な役割については、校舎内の

消毒作業やトイレの清掃作業、あるいは学校再開に伴う教材や保護者

への通知文書等の印刷の作業であったり、その他学級担任等の補助業

務でございます。新型コロナウイルス対策で増加する教職員の業務を

サポートするという目的のものでございます。 

          次に、歳出についてご説明をいたします。 

          ３３ページ、３４ページをご覧いただきたいと思います。 

          教育委員会運営事業の会計年度任用職員報酬１１９万４，０００円、

それとその下の期末手当１１万７，０００円、費用弁償８万円を計上

しております。これにつきましては、学校教育課の業務について、新

型コロナウイルス感染症への対応で事務量が増加しているということ

に対応するため、８月から翌年３月に会計年度任用職員を１名雇用す

るという経費でございます。 

          次に、学習支援等給付金支給事業で、会計年度任用職員報酬５９万

３，０００円、超過勤務手当７４万６，０００円、費用弁償４万円、

消耗品費１５万円、印刷製本費２１万６，０００円、役務費の通信運

搬費が１３４万４，０００円、公金取扱手数料等が５万円、それと学

習支援等給付金５，３００万円を計上しております。これにつきまし

ては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、小・中学校や高等学

校が臨時休業となったことによる休業期間中や学校再開後の児童生徒

の学習活動に要する経費などの保護者負担を軽減するという目的とし

て、小学校１年生から高校３年生に登校する年齢にある者を、１人当
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たり１万円をその扶養している保護者等に給付するというものでござ

います。 

          次に、学習支援員配置事業で、報償費１７９万２，０００円、傷害

保険料２万７，０００円を計上しており、内容は歳入のところで説明

いただいたとおりでございます。 

          次に、スクールサポートスタッフ配置事業で、会計年度任用職員報

酬４５５万３，０００円、それと期末手当４４万４，０００円、費用

弁償６４万円計上しており、内容は、これも歳入のところで説明をさ

せていただいたとおりでございます。 

          次に、小学校維持管理事業の消耗品として１００万円を計上してお

ります。これについては、学校施設の消毒用アルコール製剤や使い捨

て手袋、それとペーパータオルなどの消耗品、また小・中学校の全児

童生徒を対象として、机の上に設置して使用する飛沫防止用のパーテ

ィションを１人１つ購入するというものでございます。 

          また、小学校保健事業で消耗品費６４０万９，０００円計上してお

ります。 

          説明がちょっと重複してしまいますけれども、手指用の消毒用アル

コール洗剤や使い捨て手袋、ペーパータオルなどの消耗品、また先ほ

どの飛沫防止用のパーテーションを購入するものでございます。 

          次に、小学校教育情報化推進事業で、通信運搬費で７０万円を計上

しております。これについては、ＧＩＧＡスクールって、先ほどの端

末整備に併せて、利用する外部インターネット環境への接続のための

回線契約とかの経費でございます。 

          次に、ソフトウエア使用料で、５１万６，０００円を計上しており

ます。これは、新型コロナウイルス感染症拡大による臨時休業など、

緊急時における家庭での学習環境を向上させるために、自宅でインタ

ーネット等を活用して、ドリル教材として学べる学習支援ソフトを導

入する経費でございます。 

          そしたら、次に３５、３６ページをお開きいただきたいと思います。 

          中学校費として、消耗品費６０万円、それとその下で中学校保健事

業消耗品費３５５万５，０００円、それと中学校教育情報化推進事業

の通信運搬費５３万１，０００円、その下でソフトウエア使用料３１

万円を計上しております。内容は、小学校費のところで説明した内容

と同等でございます。 

          続いて、３０ページをお開きいただきたいと思います。 

          ３０ページで、第２表ということで、債務負担行為補正というのを
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提案しております。これについては、小学校地域情報化推進事業と中

学校地域情報化推進事業で計上したＧＩＧＡスクールネットワークの

回線使用料について、令和２年度から令和７年度までの５年間、契約

を行うこととしておりまして、令和３年度以降の支出経費について、

その限度額をあらかじめ定めて担保する必要があります。その処理とし

て、小学校費がスクールネットワーク回線使用料で８６５万５，０００

円、中学校ＧＩＧＡスクールネットワーク回線使用料で７１２万円を

債務負担行為として設定するものでございます。 

          以上で報告第９号の説明を終了したいと思います。 

          よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

勘六野教育長    ただいまの説明の内容が、昨日、臨時会議会で可決いただいたとい

う内容です。 

          教育委員の皆様方、今の中の報告について、ご質問があればお受け

したいと思いますが、いかがですか。 

 

土屋委員      スクールサポートスタッフの早速、先ほど管理職の先生方が非常に

要望された内容かなということで、何人ぐらいの規模になるんですか。 

 

勘六野教育長    松浪課長。 

 

松浪課長      基本的には各学校１名ということで、合計８名の雇用を予定してお

ります。時間帯については、１日、午後１時から午後５時まで４時間

ということで、それで週５日来ていただきたいなというふうに考えて

おります。 

          今の予定では、２学期から採用できればというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

 

土屋委員      分かりました。 

 

勘六野教育長    ほか、ご質問ございますか。 

 

梶山職務代理    ＧＩＧＡスクール構想なんですけれども、この回線なんですが、多

分コンピューターの分だけは、１人１台ずつつなげられるようには作

られてると思うんですけれども、先ほど言いましたような遠隔の授業

とかがもしやられた場合に、十分な対応と言いますかが確保できるん
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でしょうか。それとも、何人かの分だけ今は確保されているところな

のか、もし分かれば教えていただければと思います。 

 

勘六野教育長    松藤参事。 

 

松藤参事      家庭用のモバイルルーターを、今、２００台調達にかかっていると

ころです。今の予定では、７月末には納入していただけるように考え

ておりますので、もし万が一家庭にインターネット等環境がないご家

庭がありましたら貸出しする予定で、今現在はおります。 

 

梶山職務代理    子供たちのほうもなんですけれども、学校側のネットの回線が十分

かという話です。多分調べたりする分には問題ないんですけれども、

配信するときかなりの容量を取りますけれども、そこは大丈夫ですか。 

 

松藤参事      そちらは高速大容量でということで、今、１月２９日、１月末を目

指して校内の環境整備するべく、７月１４日開札ということで、今現

在、入札を行っているところでございます。 

 

勘六野教育長    他に質問はございませんか。 

          では、報告第９号「町議会の議決を経るべき事件の議案に対する意

見の専決処分報告について」承認としてよろしいか。 

 

委員全員      （「はい。」の声） 

 

勘六野教育長    報告第９号「町議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の専

決処分報告について」承認とします。 

          では、次に、当日配付の議案書、この続きの３８ページ、報告第

１０号「令和２年７月熊取町議会臨時会の結果報告について」につき

まして、事務局から説明をお願いいたします。 

          松浪課長。 

 

松浪課長      それでは、報告第１０号「令和２年７月熊取町議会臨時会の結果報

告について」ご説明いたします。 

          議案書３８ページでございます。 

          令和２年７月熊取町議会臨時会に上程の熊取町一般会計補正予算

（第７号）、先ほど説明させていただいた分ですけれども、これにつ
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きましては、昨日、町議会におきまして慎重なご審議を賜り、原案ど

おりご可決いただきましたことを報告いたします。 

          以上でございます。 

 

勘六野教育長    先ほどのは、専決処分したことの報告の承認。これは、議会で承認、

可決いただいたということの報告ですね。 

          よろしいでしょうか。 

 

阪上教育次長    ちょっと教育長、補足で。 

 

勘六野教育長    はい、どうぞ。 

 

阪上教育次長    先ほどの７月の臨時の議会の分で、教育委員会のほうで幾つかコロ

ナ対応ということで予算のほう上げさせてもらっています。これ、町

全体では事業主さん、大阪府とか国の補助制度を活用できへんかった

事業主さんに対する助成金であったりとか、あと、１０万円の特例給

付については、あの時点で生まれている子供さんが対象になっていた

ので、それ以後に出生する方のお母さん、妊婦さんに対しての補助で

あったりとか、そういうふうなものも含めて町のほうでコロナ対策と

いうことで事業のほうを立ててもらったうちの１つが小・中学生、そ

れから高校生世帯に対する子供１人についての１万円給付という事業

であったり、あるいは先ほどの学校に対するいろんな消毒薬の給付で

あったりとかいうふうなものも含めて、熊取町としてコロナ対応で困

っている住民さんに対しての支援ということで、トータル的に制度を

設けさせてもらった部分の教育委員会に関する部分ということでご理

解いただけたらと思います。 

          かなりの金額が上がっているんですけれども、こちらについては国

のほうから一定、人口規模であったりとかというようなことで応じて

市町村に対して交付金という形で下りてきている部分がございまして、

そちらのほうを活用させていただいて、予算のほうを組ませていただ

いたという内容を、ちょっと補足だけさせていただきます。 

          以上です。 

 

勘六野教育長    よろしいでしょうか。 

          では、以上で本日の会議に付された議案が終了いたしました。 

          ほかに何か審議することがございましたらよろしくお願いしたいと
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思います。ないですか。 

          そしたら、令和２年７月の教育委員会の定例会の審議をこれで終了

して、続いて報告事項に入りたいと思います。 

 

（その他報告事項） 

勘六野教育長    順次、事務局から、あれば挙手をお願いいたします。 

          河井参事。 

 

河井参事      『後援名義使用願の承認について（中学校・高等学校進学フェア）

Ｐ．１９より説明』 

 

勘六野教育長    日にちが変わったので、再度お出しいただいたということですけれ

ども、ご質問はございませんか。 

          では、そのほかの報告をお願いいたします。 

          立石課長。 

 

立石課長      『後援名義使用願の承認について（第４０回反核・平和のつどい）

Ｐ．２０より説明』 

 

勘六野教育長    ご質問ございませんか 

          それでは、ほかに報告がありましたらお願いします。 

          吉田統括。 

 

吉田統括理事    『小・中学校行事予定Ｐ．３９より説明』 

 

勘六野教育長    学校行事につきまして、ご質問ございませんか。 

          これ、吉田統括、中間テストはなかったということやね。 

 

吉田統括理事    はい、そういうことです。 

 

勘六野教育長    ご質問ございませんでしょうかね。 

          じゃ、そのほかに報告ありましたらよろしくお願いします。 

          立石課長。 

 

立石課長      『生涯学習推進課事業予定Ｐ．２１～Ｐ．２３より説明』 
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勘六野教育長    ご質問ございませんか。 

          立石課長、ここには書かれていないんですが、７月２３日のこの

小・中学校のソフトバレーは中止ですね。 

 

立石課長      はい。 

 

勘六野教育長    例年、ここの中でもＰＴＡの役をされた方がほとんどなんですけれ

ども、今年は中止ということで。 

          ほかにございませんか。 

          原田館長。 

 

原田図書館長    『図書館行事予定Ｐ．２４より説明』 

 

勘六野教育長    図書館の活動、それから事業の内容についてご質問はございません

か。 

          それでは、そのほかに連絡はございませんでしょうか。 

          報告はもう以上でしょうか。 

          ないようですので、報告事項を終了しまして、これで令和２年７月

の教育委員会定例会を終了したいと思います。 

          どうもご協力ありがとうございました。 

 

閉会 午後５時４０分 

 

  

 


