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 令和２年８月教育委員会会議録 

 

【会議に付すべき事件】 

  議案第 ８号  令和元年度熊取町教育委員会活動の点検及び評価について 

  議案第 ９号  図書館協議会委員の任命について 

  報告第１１号  青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告について 

 

【その他】 

《８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 

《６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 

 

  日   時   令和２年８月６日（木）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 

 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         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 

 生涯学習推進課生涯学習参事       堀口 卓也 

 図書館長                原田 貴子 

 書記                  南條  剛 
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──────────────────────────────────────── 

 

開会  午後５時００分 

 

勘六野教育長    それでは、ただいまから令和２年８月教育委員会定例会を開催いた

します。 

          本日署名委員は土屋委員を指名いたしますので、よろしくお願いし

ます。 

          まず、議案書１ページ、議案第８号「令和元年度熊取町教育委員会

活動の点検及び評価について」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      議案第８号「令和元年度熊取町教育委員会活動の点検及び評価につ

いて」ご説明申し上げます。 

          事前配付の議案書１ページをご覧いただきたいと思います。 

          本件は、令和元年度に実施した教育委員会活動について、令和２年

度熊取町教育委員会の点検・評価報告書（令和元年度事業対象）を基

に点検及び評価を行うものでございます。 

          提案理由でございます。 

          地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定に

より、教育委員会はその権限に属する事務について自己点検及び評価

を行い、議会に報告することが義務づけられているため提案をするも

のでございます。 

          なお、本報告書の取りまとめに当たりましては、６月２５日及び７

月１６日の２日間、教育委員会評価委員会を開催し、大野委員及び岸

本委員の両委員により専門的知見からのご助言をいただくとともに、

その点検及び評価の結果を６５ページに掲載をしておりますが、熊取

町教育委員会活動の点検及び評価に対する意見書という形でご提出を

いただいております。 

          また、議会への提出でございますが、本日ご承認いただけた後は、

速やかに９月定例町議会におきまして報告を行いたいと考えておりま

す。 

          以上で議案第８号の説明を終わりたいと思います。 

          原案どおりご承諾賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

          以上でございます。 
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勘六野教育長    ただいま説明いただきましたが、その内容につきまして、何かご質

問、ご異議ございましたらお受けしたいと思います。いかがでしょう

か。 

          前に教育委員さんの意見も伺ったものは訂正してあるというように

思いますが、その辺を中心に見ていただいて、何か気づかれたことが

ありましたら、ご意見よろしくお願いしたいと思います。 

          これ、前回から変わったところというのは、すぐ言えますか。 

 

松浪課長      前回の教育委員会のときに、変更点は説明させていただいておりま

すので。そこから増えた点といいますか、評価委員さんからの意見書

の部分が今回増えているというところでございます。 

 

勘六野教育長    ６５ページに２名の評価委員会の委員の方々からご意見を頂戴して

おります。ここは若干前と変わっているし、増えた部分もありますよ

ね。それを見ていただいて、このままで、承認していただけるかどう

かというのを見ていただけますか。 

 

梶山職務代理    少しよろしいですか。 

 

勘六野教育長    はい。 

 

梶山職務代理    これは、この点検評価の内容についての意見ですね。 

 

勘六野教育長    そうですね。 

 

梶山職務代理    この２番目のコロナ対策でのオンライン対応に関しては、これはこ

の内容に関しておっしゃっていることなんですかね。 

 

勘六野教育長    そうです。これ、去年の３月にはもう既に休校に入っていたという

ことから、ちょっとの期間ですけれどもこういう意見があって、それ

を入れておきましょうかということで入れております。 

 

梶山職務代理    ああ、そういうことですか。 

 

松浪課長      これは大野委員からのご指導、ご助言がありまして、保護者への説
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明会であったりとか、進路説明会とかオンラインで実施しているとい

う学校もあると聞いておる中で、できるだけ熊取町についても一定の

保護者とのやり取りでオンライン対応が可能になるように進めていっ

てほしいというふうなご提案がございました。 

 

梶山職務代理    それは、評価報告書のどこに対応するかとかいうのはあるんですか。 

 

松浪課長      対応するとしたら、今、熊取町もＧＩＧＡスクール構想をはじめと

するＩＣＴ整備の取り組みを載せている部分かと。 

 

梶山職務代理    そこに対応すると考えたらいい。 

 

松浪課長      はい議案書の１３ページで教育ＩＣＴ環境の整備というところで、

今取り組んでいる事業の内容については説明していると。関連すると

したらそこになるかと思います。 

 

勘六野教育長    よろしいですか。 

 

梶山職務代理    はい。 

 

勘六野教育長    他に質問ございませんか。 

          では、議案第８号「令和元年度熊取町教育委員会活動の点検及び評

価について」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８号「令和元年度熊取町教育委員会活動の点検及び評価につ

いて」承認とします。 

          これは町長のところに報告をして、また先ほどご覧いただきました

ように議会で報告ということになると思います。 

          次に、当日配付の議案書７２ページ、議案第９号「図書館協議会委

員の任命について」につきまして、事務局から説明をお願いします。 

          原田館長。 

 

原田図書館長    当日配付分の７２ページをご覧ください。 

          議案第９号「図書館協議会委員の任命について」でございます。 
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          図書館法第１５条の規定による下記の図書館協議会委員の任命につ

いて、事務委任規則第２条の規定により議決を求めるものでございま

す。 

          図書館協議会委員は、学校教育関係者２名、社会教育関係者４名、

家庭教育の向上に資する活動を行う者１名、学識経験者３名の１０名

で構成しています。 

          今回は、社会教育関係者のうち、公募委員２名が変更となり、その

他の委員は再任とさせていただきます。 

          新たな委員となる公募委員のうち、中塚葉子氏は図書館で実施して

いる親子でリトミックの講師として長年図書館と関わりがあり、図書

館と協働した新しい試みなどを企画されております。 

          もう一人の井上雅香氏は、食育アドバイザーや心理カウンセラーと

して図書館で健康講座などを開催いただいたといった関わりがありま

す。 

          お二方とも図書館をよく利用されていて、イベントなどにもご参加

いただいている方ですので、活発なご意見を頂戴できるものと思って

おります。 

          図書館協議会委員の任期は、令和２年９月１日から令和４年８月

３１日の２年間となります。 

          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。 

          以上です。 

 

勘六野教育長    ありがとうございます。 

          ただいま説明がありましたように２名の委員が入れ替わっていると

いうことですが、この体制につきまして、ご質問、あるいはご意見ご

ざいませんでしょうか。 

          ありませんか。 

          では、議案第９号「図書館協議会委員の任命について」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９号「図書館協議会委員の任命について」承認とします。 

          では、その次、当日配付の続き、議案書７３ページ、報告第１１号

「青少年問題協議会委員委嘱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。 
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          堀口参事。 

 

堀口参事      それでは、報告第１１号「青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報

告について」ご説明を申し上げます。 

          議案書当日配付分の７３ページをご覧ください。 

          青少年問題協議会規則第３条第２項の規定による青少年問題協議会

委員の委嘱につきまして、事務委任規則第４条の規定によりまして専

決処分をいたしましたので、報告させていただき、承認を求めるもの

でございます。 

          記載のとおり、４名の方に委嘱をさせていただいております。 

          まず、村田和子委員、学識経験者、熊取町社会教育委員会議長でご

ざいます。 

          次に、佐々木康之委員、学識経験者、熊取町小・中学校ＰＴＡ連絡

協議会代表、熊取北小学校ＰＴＡ会長でございます。 

          次に、阪上晃史委員、学識経験者、熊取町青年団団長でございます。 

          最後に、北本雅朗委員、学識経験者、熊取町スポーツ少年団本部長

でございます。 

          委嘱期間につきましては、青少年問題協議会規則第４条第１項の規

定により、前任者の残任期間となりまして、令和３年３月３１日まで

でございます。 

          これらの各団体の代表の方々につきましては、コロナウイルスの影

響により会議等が開催できない等により決定が遅れまして、本日の専

決処分報告となったものでございます。 

          以上、報告第１１号「青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告に

ついて」の説明でございます。 

          ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

勘六野教育長    ありがとうございます。 

          ただいま説明がありましたが、ご質問ございませんか。 

          では、報告第１１号「青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告に

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１１号「青少年問題協議会委員委嘱の専決処分報告につい

て」承認とします。 
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          以上３件で本日の会議に付された議案が終了いたしました。 

          ほかに何か議案として提案するものはございますでしょうか。 

          ないようですので、令和２年８月の教育委員会定例会の審議は終了

いたします。 

 

（その他 報告事項） 

 

勘六野教育長    続きまして、各方面からの報告事項に入ります。 

          順次、報告をお願いいたします。 

          吉田統括理事。 

 

吉田統括理事    『小・中学校行事予定Ｐ．７４より説明』 

 

勘六野教育長    何かご質問ございませんか。 

 

松井委員      修学旅行は、２泊３日でですか。 

 

吉田統括理事    中学校は２泊３日、小学校は１泊２日、実際に全国的に見て２泊を

１泊にするというふうなところは、もう実際あるみたいですけれども、

現段階では２泊３日で考えております。 

 

勘六野教育長    ほか、ございませんか。 

          吉田統括、この行事予定表の中の南中学校の８月３１日は、これは

なしですね。 

 

吉田統括理事    はい。すみません、なくなります。事前注意は、本来、次の日が行

く予定になるんですけれども、もう延期になるのでなしになります。

すみません。 

 

勘六野教育長    ほかございませんか、質問は。 

          では、そのほかの説明をお願いいたします。 

          立石課長。 

 

立石課長      『生涯学習推進課事業予定Ｐ．６７～Ｐ．６８より説明』 

 

勘六野教育長    ただいまの説明でご質問はございませんか。 
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          ありませんか。 

          では、そのほか、何か説明ありますか。 

          原田館長。 

 

原田図書館長    『図書館事業予定Ｐ．６９より説明』 

 

勘六野教育長    ただいまの説明でご質問はございませんか。 

          ないですか。 

          では、そのほかに何か報告事項ありますか。 

 

原田図書館長    すみません。追加になりますが、図書館、８月１日から学習コーナ

ーを一部再開しております。１５席の席があるのですが、半分の８席

で、１個飛ばしで使っていただくというふうなやり方で再開しており

ます。以上です。 

 

勘六野教育長    ほかに何かありますか。 

          ないようでしたら、これで定例会終了したいと思います。 

          どうもご苦労さまでございました。 

 

閉会 午後５時２３分 

 

 


