令和４年第１回教育委員会会議録
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■傍聴者数 １名
■会議録署名委員

井手委員

■議事日程
日程第１ 報告第１号
日程第２ 報告第２号
日程第３ 議案第１号
日程第４ 議案第２号
案件１

行事等報告について
町立各学校園保育所行事について
教育長の臨時代理事項について
令和４年第１回忠岡町議会定例会議案教育委員会関係
事項について
忠岡町基金条例の一部改正について

その他
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■会議の内容
富本教育長

ただ今から令和４年第１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９時３０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。
次に議事に入ります前に、本日傍聴の申し出があります。
傍聴を許可することとしてよろしいでしょうか。
（

「異議なし」の声

）

ご異議がないので、傍聴される方の入室を許可することといたしま
す。
（
富本教育長

１名入室）

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。
（

富本教育長

傍聴者

「異議なし」の声

）

ご異議がないので、井手委員にお願いいたします。
次に、教育長の報告をさせていただきます。
本日は、令和４年の第１回目ということで、初顔合わせということ
で、今年もどうぞよろしくお願いいたします。前回の教育委員会会
議でも申し上げましたが、町内の子ども達、文武両道と言いましょ
うか、文の部門でも何万という応募の中から１位になるなどの活躍
をしております。これも各学校が落ち着いて、先生方が教育活動に
熱心に取り組んでこられた成果ではないか、と考えている。これか
らも教育委員皆様のご理解・ご協力をお願いします。
本日は、定例会の後、総合教育会議の開催を予定しております。そ
ちらの方も、よろしくお願いいたします。
なお、本日、午後から予定していた、大阪府市町村教育委員会研修
会ですが、コロナの感染急拡大に伴いまして、オンライン開催とな
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ったところです。なお、後日、資料や動画についても配布される、
ということですので、教育委員皆様のご参加については、ご遠慮願
う、ということとなりましたので、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。
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１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 12 月分の社会教育行事について報告いたします。
３ページをお願いいたします。
12 月実施の町主催行事はご覧の通りで、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、ブックセカンドとブックファー
ストを、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」を実施いたしました。クリスマスイ
ベントといたしましては、
「忠岡すこやかネット」の皆様と共に「ユ
メナリエ イルミネーション点灯式」を行い、１月広報にも掲載いた
しました。このほか、図書館の除籍図書約 2,000 冊の無料譲渡を文
化会館ロビーで実施し、実用書やリクエストに対応するため複冊購
入していた小説等、自由に持ち帰っていただきました。
各種団体の活動として、
「青少年指導員協議会」の定例会等が開催さ
れました。なお、コロナ禍を重視し、年末パトロールは、昨年同様、
実施に至っておりません。
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、12
月の延べ出席人数は 195 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 167 人、自習室は延べ 95 人、キッズクラブは延
べ 250 人、親サロン等は 16 人、児童教室は延べ 195 人、となってお
ります。
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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。
４団体の申し込み中、社会強雨幾団体以外の一般申し込みは２件、
収納した使用料は 89,540 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。
12 月の利用延べ人数は 5,239 人、運営日数は 25 日間、１日平均の
利用者数 209.6 人となっております。
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 7 名出席、単発講座はご覧
のように６タイトル、計 78 名の参加となりました。
「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・中学生なし、高校・大学生 13 人、一般 14 人、あ
すなろ未来塾は小学生 4 日間で 158 名、中学生 4 日間で 32 名、計
190 人の講習室利用となっております。
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。
登録クラブ 61 団体の活動について、公民館部に延べ 303 人、働く婦
人の家部に延べ 735 人、その他 24 人、計 1,062 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 148 人、働く婦人の家部に 297 人、計 445 人の利用
がございました。なお、そのうち、有料貸出は 16 件、91,000 円を収
納しております。
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 19 日間、貸出冊数 3,092 冊、貸出人数 901 人、となり、1
日の平均貸出冊数は 162.7 冊、平均貸出人数は 47.4 人、一人当たり
の貸出冊数 3.4 冊となりました。なお、年末年始の休館期間中は、
通常２週間の貸出期間を３週間に延長しております。
報告は以上です。
なお、お手元に、先日開催いたしました「成人式」にて、青年団か
ら新成人の皆様にお配りした記念品、消毒用ミニスプレーをご配布
しております。お持ち帰りください。
富本教育長

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。
何かございませんか。
成人式の状況について、報告願います。
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小林課長

令和４年の成人式について、報告します。対象者は２１３人で、参
加者数は１６７人となっており、７８％の参加率となっております。
天気も良く、暖かくて、３月並みの気温であったことが何よりだっ
たと思います。１部、２部ともに穏やかに終わることが出来、成人
式らしい式典となったように感じております。新成人も集中して話
を聞いておられたように感じました。
４月以降、成人の年齢が引き下げられることとなりますが、大阪府
内の市町村では、ほとんどが今まで通り２０歳での式典を継続され
ると聞いておりますが、最終的には教育委員会において決定するべ
きものでありますので、改めて委員皆様のご意見をお伺いさせてい
ただきますので、よろしくお願いいたします。

富本教育長

他に、ご質疑がないようですので、日程第１・報告第１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２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、１月の行事です。
４日（火）保育始め
４日から３１日 正月遊び
１２日（水）誕生会
１４日（金）地震を想定した避難訓練
１７日から２０日を保育参観の予定としておりましたが、新型コロ
ナウイルス感染症感染拡大防止のため中止となりました。
保育所は以上です。
２０ページをお願いします。
東忠岡幼稚園、１月の行事です。
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４日（火）預かり保育開始
１１日（火）３学期始業式
１９日（水）誕生会
２０日（木）地震を想定した避難訓練
２９日に生活発表会を予定しておりましたが、新型コロナウイルス
感染症感染拡大防止のため延期としております。
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
７日（金）始業式
１１日（火）給食開始
１７日（月）不審者侵入を想定した避難訓練
１７日（月）から２１日（金）まで、家庭学習がんばり週間
１９日（水）に予定していた６年生の校外学習については、現下の
コロナ禍を勘案し、中止となりました。
２５日から２７日までを予定していた保護者向けの授業参観週間に
ついても中止となりました。
２２ページをお願いします。
東忠岡小学校
７日（金）始業式
１１日（火）から１４日（金）読書週間
１７日（月）から２１日（金）家庭チャレンジ週間
１７日（月）地震を想定した避難訓練
２４日（月）５年生の車いす体験
３１日（月）なわとび大会
２３ページをお願いします。
忠岡中学校
７日（金）始業式
１３日（木）３年生第４回学力診断テスト
１・２年生チャレンジテスト
２５日（火）小学校６年生の保護者説明会は中止となりました。
２６日（水）から２８日（金）卒業テスト
３１日（月）３年生特別選抜進路懇談
以上でございます。
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富本教育長

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。

安明職務代 忠岡小学校の家庭学習がんばり週間と、東忠岡小学校の家庭チャレ
理
ンジ週間というのは同じような内容なのでしょうか。
石本理事

内容につきましては、若干違う部分もありますが、基本的には家庭
学習の定着を図る、という観点から早寝早起き、朝食を食べるなど
の基本的な部分を、出来るだけ同じ時期にする、ということで両校
同時に行っているものであります。

富本教育長

他に何かございませんか。

谷野委員

全国的にコロナの感染急拡大となっているところですが、町内の学
校の状況については、どうでしょうか。

石本理事

学校の出席状況については、日頃から学校とも情報共有を図ってお
ります。また、こういう時期ですので、保護者の判断で登校を控え
るということもあり、欠席が多くなる日もございます。しかしなが
ら、各学校においては感染拡大防止のために日々努力はしており、
今のところは学級閉鎖等についてはしていない、という状況であり
ます。

富本教育長

他に、ご質疑がないようですので、日程第２・報告第２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。
（

富本教育長

石栗課長
富本教育長

「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３・議案第１号「教育長の臨時代理事項について」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

）

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。
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石栗課長

教職員の人事異動につきましては、大阪府教育委員会の人事と市町
村教育委員会の人事ともに深い関わりがあることから、事前の事務
作業等につきましても急な対応や処理を求められるところでござい
ます。また、決定時期につきましても発令予定日の直前にならない
とわからないという場合もございますので、タイミングよく教育委
員会を開くことができませんので、あらかじめ議案として上程させ
ていただいて、事前に教育委員会のご承認をいただきたいと思いま
すので、よろしくご承認のほど、お願い致します。

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３・議案第１号「教育長の臨時
代理事項について」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

石栗課長

「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４・議案第２号「令和４年第１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

現在、教育委員会の所管している奨学資金積立金基金につきまして
は、高等学校への就学の希望があるにもかかわらず、経済的理由に
より奨学資金の貸与がなければ入学・在学が困難と認められる者の
奨学資金貸付金として基金に積み立てているものでありますが、こ
こ２０年以上貸与の実績がありません。これまでの奨学資金の貸与
金限定ではなく、子ども達の教育・保育の振興、充実に資する様々
な経費にも充当できるようにするため、教育振興基金として新たに
創設するものです。

富本教育長

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。
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富本教育長

皆さまご承知の通り、高校の授業料が実質無償化されたことで、借
り手がいない状況が続いており、基金だけをそのまま何十年と引っ
張って来た、というところです。もっと有意義に活用できるように
出来ないか、ということで、今回名称を変える提案をさせて頂いた
ところです。もちろん、奨学資金としても継続出来るような制度設
計としており、間口を広げるという趣旨で考えておりますので、よ
ろしくお願いいたします。

富本教育長

ご質疑がないようですので、日程第４・議案第２号「令和４年第１
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。
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。
傍聴者は、ご退室をお願いいたします。

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．忠岡町教育委員会後援名義の使用許可について
２．令和４年第２回教育委員会定例会議の日程について
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