令和４年第４回教育委員会会議録
■会議名 令和４年第４回忠岡町教育委員会定例会
■日 時

令和４年４月２６日（火）午前１０時から午前１１時１５分

■場 所

忠岡町役場

３階

■出席者 教育委員会委員
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井手
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事務局
教育部長
教育部教育みらい課長
教育部生涯学習課長
教育部理事兼学校教育課長
教育部学校教育課参事
教育部教育みらい課主査

研修室３

正昭
明子
和代
哲也
しづこ
二重
森野
畑中
石本
吉安
園部

幸生
英三
孝昭
秀樹
渉
一輝

■傍聴者数 １名
■会議録署名委員

谷野委員

■議事日程
日程第１ 報告第10号
日程第２ 報告第11号
日程第３ 報告第12号
日程第４ 報告第13号
日程第５ 報告第14号
日程第６ 報告第15号
日程第７ 報告第16号
案件１
案件２
日程第８ 議案第８号
日程第９ 議案第９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
忠岡町教育委員会事務局所属職員の異動について
忠岡町立学校教職員の異動について
令和４年度忠岡町一般会計予算（教育関係）について
忠岡中学校卒業生（第７４期：令和４年３月卒業）進路
状況について
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
令和３年度忠岡町一般会計補正予算（第11号）について
令和４年度忠岡町一般会計補正予算（第１号）について
忠岡町立忠岡中学校生徒指導主事等の任命について
コパンスポーツセンター忠岡の料金改定について
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■会議の内容
富本教育長

ただ今から令和４年第４回忠岡町教育委員会定例会を開催致しま
す。
（

富本教育長

）

「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

午前１０時００分

本日の応召委員は５名で、出席委員は４名であります。
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。
（

富本教育長

開会

傍聴者

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

「異議なし」の声

）

ご異議がないので、谷野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。
小学校の運動会についてですが、今年度は６月４日土曜日に予定さ
れております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の先行き
が見通せない状況であり、各学校の方からも人数制限をしたうえで
開催したい、との申し出がありました。つきましては、大変残念で
はありますが、今年度も教育委員会としての参加は見送ることとし
ましたので、ご報告いたします。
続きまして、皆さまご承知の通り、今年度、大阪府町村教育長会の
会長と近畿ブロック町村教育長会の会長の任を預からせていただい
ておりますが、その関係で、先日も東京での会議に参加してまいり
ました。その際、文科省の幹部の方と話す機会がありまして、様々
な課題があるんですが、その中でもデジタル教科書について、新聞
報道などでもあるように、やっぱり紙の教科書の方が良いのではな
いか、安易にデジタルとするのはどうか、という議論が出てきてお
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り、紙とデジタルの併用など、様々な考えがあるようですが、文科
省としての統一的な見解としては、まだ決まっていないとのことで
した。今後も、最新の情報を現地で入手した際には、その都度ご披
露させて頂きますので、よろしくお願いいたします。
富本教育長

森野課長

富本教育長

森野課長

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。
（

議事日程朗読

）

日程第１・報告第１０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。

畑中課長

生涯学習課から令和４年３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。
３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、(ブックファースト)と(ブックサ
ード)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」等を実施いたしました。また、各
種団体の活動では、少年団育成者連絡協議会及びスポーツ少年団指
導者連絡協議会、青少年指導員協議会、体育協会の「定例会」が開
催されました。
次に、各館の実績報告をいたします。
４ページ～5 ページは児童館について、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、３月の延べ出席
人数は２２０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 254 人、自習室は延べ 79 人、キッ
ズクラブは延べ 210 人、親サロン等家庭支援教室は 8 人、児童教室
は延べ 220 人、となっております。
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。
７団体の申し込み中、一般申し込みは１件、収納した使用料は
43,280 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。
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３月の利用延べ人数は 5,141 人、運営日数は 25 日間、１日平均の利
用者数 202.8 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 3 名出席、単発講座はご覧
のように 4 タイトル、計 60 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・大学生なし、一般 1７人、あすなろ未来塾は小学生３
日間で 80 名、中学生３日間で 9 名、計 89 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 62 団体の活動について、公民館部に延べ 269 人、
働く婦人の家部に延べ 742 人、その他 25 人、計 1,036 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。申込件数４２件、利用人数は公民館部に延べ２３１人、働く婦
人の家部に 268 人、計 519 人、有料貸出は 9 件となり、106,120 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 18 日間、貸出冊数 3,095 冊、貸出人数 962 人、
となり、1 日の平均貸出冊数は 171.9 冊、平均貸出人数は 53.4 人、
一人当たりの貸出冊数 3.2 冊となりました。
説明は以上です。
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１０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

「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１１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。

森野課長

（

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。

森野課長

１９ページをお願いします。
東忠岡保育所、４月の行事です。
１日（金）入園式
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１８日から２２日 個人懇談会
２２日（金）避難訓練
１９日（火）、２０日（水）身体測定
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、４月の行事です。
８日（金）令和４年度進級式、ＰＴＡ委員選出
９日（土）令和４年度入園式、ＰＴＡ委員選出
１２日（火）から１４日（木）家庭訪問
２６日（火）避難訓練
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（木）入学式
８日（金）始業式・赴任式
１２日（火）２年生から６年生 給食開始
１３日（水）任命式・対面式
１９日（火）６年生 全国学力・学習状況調査、５年生
ウォッチ、３・４年生 ＣＲＴ（忠岡町標準学力検査）
２０日（水）１年生 給食開始
２２日（金）授業参観、ＰＴＡ総会
２５日（月）から２８日（木）家庭訪問
２２ページをお願いします。
東忠岡小学校
７日（木）入学式
８日（金）始業式
１２日（火）２年生から６年生 給食開始
１９日（火）６年生 全国学力・学習状況調査、５年生
ウォッチ、３・４年生 ＣＲＴ（忠岡町標準学力検査）
２０日（水）１年生 給食開始
２２日（金）授業参観、ＰＴＡ総会
２５日（月）から２８日（木）家庭訪問
２３ページをお願いします。
忠岡中学校
８日（金）始業式・着任式
１１日（月）から２１日（木）定期面接
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すくすく

すくすく

２２日（金）から２８日（木）家庭訪問
１９日（火）３年生 全国学力・学習状況調査
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。

安明職務代 忠岡小学校には、スクールカウンセラーの紹介が掲載されています
理
が、東忠岡小学校にはスクールカウンセラーは配置されていないの
ですか。
石本理事

両小学校にスクールカウンセラーは配置しております。今回、忠岡
小学校のカウンセラーの先生が代わられたので、学校だよりに掲載
しております。

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１１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

森野課長

「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３・報告第１２号「忠岡町教育委員会事務局所属職員の
異動について」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

２７、２８ページを読み上げ。

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・報告第１２号「忠岡町教育
委員会事務局所属職員の異動について」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

森野課長

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４・報告第１３号「忠岡町立学校教職員の異動について」
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。

石本理事

３１ページを読み上げ。

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 異動について、広範囲に渡っていると思いますが、その辺りはいか
理
がでしょうか。
石本理事

異動につきましては、地区内異動（泉北３市１町）と地区外異動が
ございます。積極的に地区外異動を行うことで、他市町村の良いと
ころを入れていければと考えております。

谷野委員

新任の先生が中学校に３人、小学校に２人入られています。期待し
ておりますので、よろしくお願いいたします。

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４・報告第１３号「忠岡
町立学校教職員の異動について」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

「異議なし」の声

）

森野課長

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５・報告第１４号「令和４年度忠岡町一般会計予算（教
育関係）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。
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二重部長

３５ページをお願いします。令和４年度の教育関係予算につきまし
て、概要をご報告いたします。今年度につきましては、下段の歳出
をご覧ください。児童福祉費において、こども園の整備が本格的に
始まるということで、大きく増加しております。それに伴い、歳入
についても国庫支出金や町債といった関連項目において、増加して
おります。それ以外では、歳出の２行目、教育総務費におきまして、
適応指導教室指導員の報酬、校務支援システムの使用料が増加とな
っております。このあたりにつきましては、昨年度の総合教育会議
において、委員皆様から町長に要望をして頂いて実現したところで
あり、誠にありがとうございました。なお、別冊として予算書の抜
粋版を添付しておりますので、後ほどご高覧ください。説明は以上
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。

富本教育長

適応指導教室の現在の状況について、報告をお願いします。

石本理事

適応指導教室につきましては、年度が代わった時点で再度、学校と
保護者において相談をしてもらったうえで、申し込み、通室となり
ます。令和４年度については、現時点で中学生２名が通室しており
ます。

富本教育長

適応指導教室の最終目標は学校復帰ですので、年度が代わった時点
で、再度、希望を出して頂く、という制度にしており、必ず学校を
通して、適応指導教室に申し込みをして頂く、という制度となって
おります。家庭から直接適応指導教室と話をするのではなく、学校
を通してとなっております。学校を通して進めることで、学校復帰
に繋がる、と考えております。

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５・報告第１４号「令和４
年度忠岡町一般会計予算（教育関係）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

「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６・報告第１５号「忠岡中学校卒業生（第７４期：令和
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４年３月卒業）進路状況について」を議題と致します。事務局より
議案の朗読を願います。
森野課長

（

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

３９ページを読み上げ。

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６・報告第１５号「忠岡中学校卒
業生（第７４期：令和４年３月卒業）進路状況について」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

「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７・報告第１６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。

森野課長

（

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。

森野課長

４３ページをお願いします。
案件１、令和３年度の補正予算、第１１号について、ご説明いたし
ます。
今回の補正予算は、１つは保育士さんや留守家庭児童学級の指導員
の賃金が低いということで、全国的に賃金アップ、いわゆる処遇改
善をするように、との通知が国から出されました。率としては給料
の３％、月額で言いますと９千円程度の処遇改善となります。
処遇改善に係る経費のうち、半年分は国が全額を補助する、という
制度であります。この制度を活用して、公立の幼稚園・保育所・留
守家庭児童学級に勤務されている会計年度任用職員、いわゆる臨時
職員さんについて、３％以上の処遇改善となるように計算をしてそ
の分を補正予算として計上しております。
また、民間のこども園（チューリップ保育園、ピープル忠岡チャイ
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ルドスクール）については、正規職員も含めた処遇改善を実施し、
補正予算の計上をしております。
なお、公立の正規職員、我々の同僚である公務員の給料については、
国の人事院勧告により決まっていることと、他の職種とのバランス
などを考慮し、今回の処遇改善の対象外となっております。
もう１点は、コロナの臨時交付金の追加に伴う、小中学校での感染
症対策としての備品、消耗品の購入であります。それぞれ、議案書
の４９ページと５０ページに計上しております。ちなみに、これら
の経費については、４６ページに掲載しております、繰越明許費と
して翌年度（令和４年度）に繰り越しております。
これは、町の予算については、会計年度独立の原則、ということで
令和３年度の予算は令和３年度中に執行しなければならない、決ま
りとなっておりますが、今回のように、追加で計上した場合など、
年度内に執行できない場合は、４６ページにあります、繰越明許費
として設定することで、翌年度（令和４年度）に繰り越すことが出
来ます。なので、これらの経費については、令和４年度において執
行することとなります。
次に、案件２、令和４年度の補正予算第１号について、ご説明いた
します。
５３ページをお願いします。
今回の補正予算も、コロナの臨時交付金が更に追加交付されること
に伴う補正予算であります。
５６ページをお願いします。忠岡小学校旧館の教室の床の改修工事
を実施、図書館に日よけとして抗菌加工のロールスクリーンを設置、
文化会館のトイレに非接触型の水道栓を設置する予定としておりま
す。次に５７ページをお願いします。保育所・幼稚園の感染予防対
策の遊具購入、またＩＣＴ関連備品というのは、こども園化に併せ
て、園への出入りなどにセキュリティカードを導入することで、安
全面と出欠者の管理なども一元的に行えるようになることから、保
育士の負担軽減につながることを期待して、導入するものです。
説明は以上です。
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７・報告第１６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

森野課長

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８・議案第８号「忠岡町立忠岡中学校生徒指導主事等の
任命について」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。

石本理事

忠岡町立忠岡中学校生徒指導主事等の任命についてご説明いたしま
す。６２ページをご覧ください。
下段（参考）「忠岡町立小学校及び中学校の管理運営規則」（一部抜
粋）の第６条に、生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭のうちか
ら校長の意見を聴いて教育委員会が命ずるとなっております。上段
が、学校長からの推薦書でございます。
６１ページにお戻りください。
生徒指導主事 教諭 中川原 美香（なかがわら みか）
発令日
令和４年４月１日付
進路指導主事
教諭 和田 吉生（わだ よしお）
発令日
令和４年４月１日付
以上、２名を、それぞれ、生徒指導主事、進路指導主事に任命した
いと存じますので、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８・議案第８号「忠岡町立忠岡中
学校生徒指導主事等の任命について」を原案のとおり決定すること
にご異議ございませんか。
（

富本教育長

森野課長

「異議なし」の声

）

ご異議がないようですので、原案のとおりに決します。
次に日程第９・議案第９号「コパンスポーツセンター忠岡の料金改
定について」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
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）

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。

畑中課長

６５ページをお願いします。
コパンスポーツセンター忠岡より、令和４年６月から定期会員の料
金について、月額５５０円の値上げの要望が出ております。その内
容は６５ページに掲載しているとおりです。よろしくご審議の程お
願いいたします。

二重部長

補足説明をさせて頂きます。実は、昨年も同じような要望が出てお
りました。昨年は、コロナ禍において、館自体を閉館して頂いたり
という対応もあり、利用状況が良くなかった、ということがありま
した。それでも何とか頑張って頂き、昨年度は値上げをすることな
く持ちこたえて頂いたところですが、令和４年度において、再度値
上げの要望が出て参りました。町としては、現状を勘案して、値上
げについては、致し方無いと考えております。しかしながら、料金
を上げるということですので、コパンには、細かいところも含め、
改善できる部分は改善するように、との条件をお願いしているとこ
ろでありますので、よろしくご理解の程お願いいたします。

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９・議案第９号「コパンスポーツ
センター忠岡の料金改定について」を原案のとおり決定することに
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。
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５回教育委員会定例会議の日程について
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