令和３年第１２回教育委員会会議録
■会議名 令和３年第１２回忠岡町教育委員会定例会
■日 時

令和３年１２月２２日（水）午前１０時００分から午前１１時１５分

■場 所

忠岡町役場

３階

■出席者 教育委員会委員
教育長
富本
教育長職務代理者 安明
委員
井手
委員
新田
委員
谷野
委員
竹林
事務局
教育部長
教育部生涯学習課長
教育部教育みらい課長
教育部理事兼学校教育課長
教育部学校教育課参事
教育部学校教育課参事

研修室２

正昭
明子
和代
哲也
しづこ
正訓
二重
小林
石栗

幸生
和子
健史

石本
三好
吉安

秀樹
泰隆
渉

■傍聴者数 なし
■会議録署名委員

竹林委員

■議事日程
日程第１ 報告第３４号
日程第２ 報告第３５号
日程第３ 報告第３６号
案件１
案件２
日程第４ 議案第１６号
日程第５ 議案第１７号
その他

行事等報告について
町立各学校園保育所行事について
令和３年第４回忠岡町議会定例会議案教育委員会
関係事項について
専決処分の承認を求めることについて
（令和３年度忠岡町一般会計補正予算（第５号））
令和３年度忠岡町一般会計補正予算（第７号）について
令和４年忠岡町教育委員及び教育委員会関係諸行事に
ついて
令和４年度全国学力・学習状況調査への参加について
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◼ 会議の内容
富本教育長 ただ今から令和３年第１２回忠岡町教育委員会定例会を開催致しま
す。
（
富本教育長

開会

午前１０時００分

）

本日の応召委員は５名で、出席委員は同数であります。
従いまして委員会は成立しております。
なお、本日傍聴の申し出はございません。
本日の会議録署名委員を会議規則第１６条第３項の規定により、教
育長の指名として、ご異議ございませんか。
（

「異議なし」の声ある場合

）

富本教育長

ご異議がないので、竹林委員にお願いいたします。
教育長の報告の前に事務局から報告がありますので、事務局よろし
くお願いします。

石栗課長

安明職務代理におかれましては、長年にわたり本町教育行政に携わ
られ、功績が特に顕著であるとして、大阪府教育委員会から令和３
年度文化の日表彰を受賞されましたので、富本教育長から表彰状の
手交をお願いします。

富本教育長

次に、教育長の報告をさせていただきます。
今回は非常に嬉しい報告をさせて頂きます。
忠岡中学校の生徒が大阪法務局と人権擁護委員会が主催している人
権作文コンテストにおいて、約２万３千の応募があった中で１４点
が選ばれる優秀賞を受賞いたしました。
小学校では、ライオンズクラブ主催の第３４回国際平和ポスターコ
ンテストにおいて、和歌山県も含めた応募総数約４万３千の中の１
２点が選ばれる最優秀賞に東忠岡小学校の生徒が選ばれました。
本町の小学校、中学校の子ども達は非常に頑張っております。詳細
は、１月号の広報誌に掲載されますので、よろしくお願いします。
それでは議事に入ります。
議事日程を事務局より朗読願います。
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石栗課長
富本教育長

石栗課長

（

議事日程朗読

）

日程第１・報告第３４号「行事等報告について」を議題と致します。
事務局より議案の朗読を願います。
（

議案朗読

）

富本教育長

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。

小林課長

生涯学習課から 11 月分の社会教育行事について報告いたします。
大阪府によるコロナ対策としての「府民等への要請」は、緩和され
た状態のまま、11 月末日まで継続いたしました。
平日運営を 1 時間短縮しておりましたスポーツセンターは、11 月 1
日以降、ようやく本来の規定通りとなった次第です。
３ページをお願いいたします。
11 月実施の町主催行事はご覧の通りで、文化協会主催の文化祭は昨
年同様、作品展のみとし、11 月 3 日に表彰式を行い、町長賞、教育
長賞、議長賞、文化協会長賞を選出いたしました。詳細は 12 月広報
に掲載しております。
児童館では子育て支援施策である「のびのびサロン」
「子育て親サロ
ン」
「おもちゃの病院」を実施、保健センターの健診時を活用した「ブ
ックスタート事業」は、ブックファーストとブックサードを実施し
ております。
このほか、各種団体の活動として、「少年団育成者連絡協議会」「子
ども会育成者協議会」
「PTA 協議会」
「青少年指導員協議会」の定例会
等が開催されました。
４ページ～５ページは児童館の報告でございます。
まず、児童教室でございますが、ご覧のスケジュールにて実施、11
月の延べ出席人数は 149 人となっております。
５ページは、児童館利用状況でございます。
のびのび広場は延べ 160 人、自習室は延べ 46 人、キッズクラブは延
べ 330 人、親サロン等は 17 人、児童教室は延べ 149 人、となってお
ります。
また、児童館内のびのび広場に設置の大型遊具について、児童館創
設以来の継続使用により経年劣化がみられて参りました。
ちょうど、折よく、
「ライフスポーツ財団」による「子ども活動支援
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補助金」が募集されておりましたので、申請し、５０万円分の遊具
購入が承認された次第です。
入荷次第、入れ替えを行い、広報にも掲載して参ります。
補助金の補正については、12 月議会にて議決済です。
続きまして、６ページ、ふれあいホールの使用状況でございます。
９団体の申し込み中、一般申し込みは３件、収納した使用料は
61,165 円 となっております。
７ページは、コパンスポーツセンター忠岡の利用状況でございます。
11 月の利用延べ人数は 5,790 人、運営日数は 25 日間、１日平均の
利用者数 231.6 人、これは、先月よりも若干増加となっており、平
日夜間が通常運営となったことから利用復活された方々の影響によ
るものかと、感じているところです。
なお、12 月議会では、コロナ対策の交付金活用の補正案件に、緊急
事態宣言期間の運営休止に伴う補助経費として、スポーツセンター
への運営支援事業補助金 280 万円を計上し、議決されたところです。
事務進捗が整い次第、給付して参ります。
続きまして、文化会館についてご報告いたします。
８ページから 9 ページは、講座等の利用状況です。
定期講座の「日本語読み書き教室」には 2 名出席、単発講座として
「自分の足で立ち続けることができるため体力づくり」に 8 名、
「絵
本はきずな～絵本を読んであげましょう～」に 11 名、「ジェンダー
平等って何？」に 19 名、参加されました。
「女性の悩み電話相談」は相談件数がございませんでした。
自習室利用は小学生なし、中学生７人、高・大学生 5 人、一般 19 人、
あすなろ未来塾は小学生 3 日間で 121 名、中学生 3 日間で 35 名、計
156 人の講習室利用、となっております。
また、文化祭作品展におきましては、団体からは１０５点の作品と、
町内園児の作品、町内小学校児童の作品を館内で展示するとともに、
一般審査の応募作品は６３点、芳名録への記帳数は 575 となってお
ります。
１０ページから１２ページは、文化会館クラブの活動状況です。
登録数６１クラブの活動について、公民館部に延べ 303 人、働く婦
人の家部に延べ 655 人、その他 21 人、計 979 人となっております。
１３ページから１４ページは、文化会館一般利用の状況です。
公民館部に延べ 169 人、働く婦人の家部に 230 人、計 399 人の利用
がございました。
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なお、そのうち、有料貸出は１２件、8200 円を収納しております。
今後の報告にはこの内容も追加して参ります。
最後に図書館利用の状況です。15 ページをご覧ください。
開館日数 17 日間、貸出冊数 2936 冊、貸出人数 874 人、となり、1 日
の平均貸出冊数は 172.7 冊、平均貸出人数は 51.4 人、一人当たりの
貸出冊数 3.4 冊となりました。
報告は以上ですが、各施設の年末の休館スケジュールを申し上げま
す。
児童館・文化会館・図書館は、１２月２７日(月)～１月４日(火)ま
で休館、スポーツセンターは、12 月 30 日(木)～1 月 4 日(火)まで休
館でございます。12 月広報にも掲載しておりますのでご確認くださ
い。報告は以上です。
富本教育長

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。
ご質疑がないようですので、日程第１・報告第３４号「行事等報告
について」を報告どおり承認することにご異議ございませんか。
（

富本教育長

石栗課長

「異議なし」の声

）

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。
次に日程第２・報告第３５号「町立各学校園保育所行事について」
を議題と致します。事務局より議案の朗読を願います。
（

議案朗読

）

富本教育長

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。

石栗課長

１９ページをお願いします。
東忠岡保育所、１２月の行事です。
１１日（土）３歳児から５歳児の発表会
１５日（水）誕生会
１７日（金）不審者侵入時を想定した避難訓練
２４日（金）クリスマス会を予定
２８日（火）令和３年保育終了
なお、新年は１月４日（火）から保育開始
保育所は以上です。
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２０ページをお願いします。
東忠岡幼稚園、１１月の行事です。
８日（水）令和４年度新入園児健康診断
１４日（火）年長ウォークラリー
１５日（水）から２３日（木）個人懇談会
１７日（金）年中・年長ウォークラリー
２０日（月）不審者侵入時を想定した避難訓練
２１日（火）お楽しみ会
２２日（水）誕生会
２４日（金）２学期終業式
３学期始業式は令和４年１月 11 日（火）
幼稚園は以上です。
石本理事

小学校、中学校についてご説明いたします。
２１ページをお願いします。
忠岡小学校
２０日（月）から２２日（水）個人懇談会
２３日（木）給食最終日
２４日（金）終業式
３学期始業式は令和４年１月７日（金）
２２ページをお願いします。
東忠岡小学校
６日（月）から１０日（金）読書週間
１７日（金）から２２日（水）個人懇談会
２４日（金）終業式
３学期始業式は令和４年１月７日（金）
２３ページをお願いします。
忠岡中学校
２日（木）３年生第３回学力診断テスト
８日（水）９日（木）保護者対象のオープンスクール
１７日（金）から２２日（水）進路懇談、三者懇談
２４日（金）終業式
３学期始業式は令和４年１月７日（金）
以上でございます。

富本教育長

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。
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安明職務代 案件とは直接関係はないのですが、先ほどから学校がとても落ち着
理
いている、と聞きまして、現場の先生方がとても頑張ってくれてい
るのだと思いますが、知り合いに学校の先生をされている方がいる
のですが、朝８時くらいに家を出て、帰宅は夜の９時くらいという
ことを聞いています。先生達も心も体も元気でいられるということ
が子ども達にも影響を与えると思いますので、先生方が働きやすい
環境を是非とも作ってあげて欲しい。
石本理事

学校においては、チームとして様々な課題に取り組んでおり、働き
方改革についても取り組んでおりますので、ご理解の程、よろしく
お願いします。

新田委員

東忠岡小学校の行事予定の中にエベッサ出前授業というのがありま
すが、どういったものですか。

石本理事

毎年、サッカーやバスケットボールなどの出前授業について応募を
して、当選したらプロのチームが来校して教えてくれる、というも
のがあり、今回、東小で当選したために出前授業を行って頂いたと
ころです。

井出委員

中学校で８日、９日に保護者対象のオープンスクールが開催されて
いますが、どの程度の参加だったのですか。

石本理事

正確な人数は把握しておりませんが、大勢の保護者が参加してくだ
さったと聞いております。
小学校においても、今後、保護者限定で実施するかどうかを検討し
ているところです。

富本教育長

他に何かございませんか。
他に、ご質疑がないようですので、日程第２・報告第３５号「町立
各学校園保育所行事について」を報告どおり承認することにご異議
ございませんか。
（

「異議なし」の声
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）

富本教育長

石栗課長

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。
次に日程第３・報告第３６号「令和３年第４回忠岡町議会定例会議
案教育委員会関係事項について」を議題と致します。事務局より議
案の朗読を願います。
（

議案朗読

）

富本教育長

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。

石栗課長

議案書２７ページをお願いします。
案件１、専決処分の承認を求めることについて（令和３年度忠岡町
一般会計補正予算 第５号）について、教育委員会関係のみ説明し
ます。
議案書３０ページをお願いします。
歳入で、国より新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
が１，１９４万２千円、補助金として入ってきます。
議案書３１ページをお願いします。
歳出で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、先ほ
どの１，１９４万２千円を活用する事業としまして、表の右側の中
段にあります工事請負費で、
『町立小学校トイレ手洗場自動水栓化工
事』で予算額１２７万３千円を補正しております。これは、小学校
トイレの手洗場が蛇口水栓等のため自動水栓とするものです。
議案書３２ページをお願いします。
表右側の補助金で一番下の『スポーツセンター運営支援事業補助金』
で予算額２８０万円を補正しております。これは、第３回の緊急事
態宣言発令に伴う休業要請に応じたコパンスポーツセンター忠岡に
対し、再開後の運営支援として補助するものです。
その他の活用事業につきましては、後程ご高覧ください。
議案書３５ページをお願いします。
案件２ 令和３年度忠岡町一般会計補正予算（第７号）について、
教育委員会関係のみ説明します。
議案書４０ページをお願いします。
地方債の変更です。これは、認定こども園整備事業に係る地方債を、
１億４，４００万円から１億２，４４０万円に減額するものです。
内容としまして、国の補助金が多くなったことにより変更するもの
です。
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議案書４１ページをお願いします。
歳入で、国庫支出金で、民生費国庫補助金の右側の説明で、次世代
育成支援対策施設整備交付金で７３万４千円の追加は、認定こども
園整備工事に係る補助金です。
教育費国庫補助金で、学校保健特別対策事業費補助金で小学校１５
万円、中学校で７万５千円は、新型頃のウイルス感染症対策で購入
する消耗品等に対する補助金です。
また、その下の学校施設環境改善交付金２，０９９万円は、認定こ
ども園整備工事に係る補助金です。
４２ページをお願いします。
諸収入の雑入で、ライフスポーツ財団子ども活動支援補助金５０万
円、これは児童館で大型遊具等の購入に係る補助金です。前年度子
どものための教育・保育給付費国庫負担金で８４６万６千円、同府
費負担金で４５２万円は令和２年度分の負担金です。
その下の表、町債で民生債は先ほどご説明させて頂きました、認定
こども園整備事業に係る地方債の減額です。
４３ページをお願いします。
民生費 児童福祉総務費で３９７万６千円の返還金は、前年度子ど
も・子育て支援交付金国庫補助金精算返還金等で、前年度に超過し
て頂いた補助金の返還や、新型コロナウイルス感染症対策により研
修等の自粛を行ったことによる不用額等の返還金です。
その次の、児童福祉施設費で１，９７２万４千円の減額は、給料で
８６０万１千円の減額です。
４４ページをお願いします。
職員手当等で６１７万２千円の減額、共済費で４９５万１千円の減
額で、これは職員異動等による減額です。
認定こども園整備費につきましては、先ほどご説明させて頂きまし
た、認定こども園整備事業に係る地方債の減額および、国からの補
助金の充当による変更です。
４５ページをお願いします。
教育費 教育総務費 事務局費で２０５万９千円の増額は、給料で
９０万７千円の増額、職員手当等で１１３万４千円の増額、共済費
で１万８千円の増額で、これは職員異動等による増額です。
４６ページをお願いします。
小学校費 学校管理費で感染症対策消耗品代３０万円の増額、この
分の２分の１の１５万円は国から補助金があります。
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教育振興費で社会科副読本「ただおか」作成業務委託料６８万円の
減額および、学校給食費で学校給食調理業務委託料７００万円の減
額は、入札による減額です。
中学校費、学校管理費で感染症対策消耗品代１５万円の増額、この
分の２分の１の７万５千円は国から補助金があります。
学校給食費で学校給食調理業務委託料４００万円の減額は、入札に
よる減額です。
４７ページをお願いします。
幼稚園費で５１６万２千円の減額は、給料で３０６万２千円の減額、
職員手当等で１６９万８千円の減額、共済費で１１３万８千円の減
額で、これは職員異動等による減額および、前年度子どものための
教育・保育給付費府費負担金精算返還金等７３万６千円の増額によ
るものです。
４８ページをお願いします。
社会教育費、社会教育総務費で６４万８千円の減額は、給料で１１
万２千円の減額、職員手当等で１９万円の減額、共済費で４千円の
増額で、これは職員異動等による減額および、伝統文化継承事業補
助金３５万円の減額によるものです。
児童館費で施設備品等購入費５０万円の増額、これは児童館で大型
遊具等を購入するものです。なお、この財源につきましては、歳入
でライフスポーツ財団子ども活動支援補助金として５０万円を計上
しております。
４９ページをお願いします。
保健体育費、社会体育費で５６万６千円の減額は、新型コロナウイ
ルス感染症対策により町民体育大会等を中止したことによる減額で
す。
報告については以上のとおりでございます。
富本教育長

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。

谷野委員

ライフの補助金を活用した児童館の遊具購入について、どのような
経緯か、教えてください。

小林課長

児童館の職員が、スポーツ推進委員を兼任しており、そちらはライ
フ財団の補助金を活用したことがあったこと、また、コロナ禍にお
いてライフ財団が市町村向けの補助金を創設したことから、申請を
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行ったところ、採択されました。児童館の遊具については、開館当
初に導入後、２０年以上そのままで、老朽化もしていたところであ
りますので、事務局としても渡りに船でございました。設置後は、
広報誌にも掲載する予定ですので、ご確認ください。
富本教育長

他に何かございませんか。
他に、ご質疑がないようですので、日程第３・報告第３６号「令和
３年第４回忠岡町議会定例会議案教育委員会関係事項について」を
報告どおり承認することにご異議ございませんか。
（

富本教育長

石栗課長

「異議なし」の声

）

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。
次に日程第４・議案第１６号「令和４年忠岡町教育委員及び教育委
員会関係諸行事について」を議題と致します。事務局より議案の朗
読を願います。
（

議案朗読

）

富本教育長

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。

二重部長

５５ページをお願いします。
欄外にありますように、あくまでも現時点での予定です。今後の状
況によっては、中止等になることもございますので、ご了承くださ
い。直近ですが、１月１０日の成人式につきましては、今年と同様
に２部制で実施し、主催者、来賓ともに人数を絞っての開催としま
すので、教育委員からは職務代理者のみの出席となります。１月２
４日に総合教育会議を開催する予定です。３月のマラソン大会につ
いては、今年も残念ながら中止となります。小学校・中学校、幼稚
園・保育所・こども園の卒業式、卒園式については記載のとおりと
なっております。４月以降の予定については、記載のとおりですが、
冒頭申し上げたとおり、あくまでも現時点での予定となっておりま
すので、よろしくお願いします。

富本教育長

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。
ご質疑がないようですので、日程第４・議案第１６号「令和４年忠
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岡町教育委員及び教育委員会関係諸行事について」を原案のとおり
承認することにご異議ございませんか。
（
富本教育長

「異議なし」の声

）

ご異議がないようですので、原案のとおり承認することに決します。
次に日程第５・議案第１７号「令和４年度全国学力・学習状況調査
への参加について」を議題と致します。事務局より議案の朗読を願
います。

石栗課長

（

議案朗読

）

富本教育長

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。

石本理事

令和４年度全国学力・学習状況調査への参加について説明させてい
ただきます。
本議案は、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教
育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ること等を目的として
実施する全国学力・学習状況調査の来年度の実施について、本町の
参加の承認を得るものです。
資料として、令和４年度の実施要領をお配りさせていただいており
ますので、お願いいたします。
調査の概要について説明します。次年度、実施予定の全国学力・学
習状況調査については、今年度と同様に小学校第６学年、中学校第
３学年の児童生徒を対象に実施されます。調査事項ですが、児童生
徒に対する調査と学校に対する質問紙調査に分かれております。児
童生徒に対する調査では、教科に関する調査と質問紙調査がありま
す。教科に関する調査では、小学校調査では、国語、算数及び理科、
中学校調査は、国語、数学及び理科とします。次年度は、今年度と
の違いとして、４年ごとに実施されます理科の調査があります。調
査問題につきましては、今年度同様、知識・活用を一体的に問う問
題となっております。
調査実施日につきましては、２ページの「５．調査実施日等」に記
載のとおり、４月 19 日（火）となっております。
なお、これらの調査結果の取扱いに関する配慮事項については、今
年度と同様の形となります。
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本調査に参加し、その結果を活用して本町の小・中学校の学力向上
につながるよう、取り組みの成果と課題を検証し、今後の授業改善
につなげたいと考えております。
つきましては、令和４年４月 19 日（火）に実施予定の本調査への参
加について承認いただきますよう、ご審議の程、よろしくお願いい
たします。
富本教育長

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。
ご質疑がないようですので、日程第５・議案第１７号「令和４年度
全国学力・学習状況調査への参加について」を原案のとおり承認す
ることにご異議ございませんか。
（

「異議なし」の声

）

富本教育長

ご異議がないようですので、原案のとおり承認することに決します。
以上で、本日提出されました議案はすべて終了致しました。

富本教育長

続きまして、その他に入ります。
以下の内容を報告して終了。
１．
２．
３．

忠岡町教育委員会後援名義の使用許可について
令和３年第４回忠岡町議会定例会一般質問教育委員会関係事
項について
令和４年第１回教育委員会定例会議の日程について
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