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長洲町教育委員会会議録 

 

会議録 平成３０年度 第３回 長洲町教育委員会会議 

招集年月日 平成３０年５月２５日（金）午後２時 

招集場所 長洲町役場 ３階中会議室 

出席者 委員会 教育長 戸越政幸、教育長職務代理者 坂本裕文、 

田中伏美委員、隈部壽命委員、徳田美津子委員 

事務局 学校教育課 学校教育課長 松林智之 

生涯学習課 生涯学習課課長補佐 荒木 功 

欠席者 なし 

職務説明責任者 松林 学校教育課長 

会議録作成者 松林 学校教育課長を指名 

 

日程番号 事件番号 事 件 内 容 

第 １ 
 

議事日程について 

第 ２ 
 

会議録署名委員の指名について 

第 ３ 議案第１１号 
社会教育関係各種委員の委嘱について 

（生涯学習課） 

第 ４ 議案第１２号 
長洲町学校 ICT教育推進委員会設置要綱の制定につ 

いて           （学校教育課） 

第 ５ 議案第１３号 

長洲町放課後事業「フレンズ」長洲町放課後子供教 

室推進事業の教育活動サポーターの委嘱について 

（学校教育課） 

第 ６ 報告第 ３号 生徒指導について【非公開】（学校教育課） 

第 ７ 報告第 ４号 事故発生報告について      （学校教育課） 

第 ８ 報告第 ５号 平成３０年５月校長会について  （学校教育課） 
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開会（午後 2時 00分） 

 

（事務局） 

皆さまこんにちは。ただいまから、第 3回長洲町教育委員会議を開催いたします。な 

お、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 13条第 1項に基づき、会議の議事 

進行を教育長にお願いします。 

（戸越 教育長） 

はい、皆さまおはようございます。本日は、出席委員が定数に達しておりますので、 

この会議が成立することを報告します。 

  あらかじめ、お諮りします会議の議題は、事前に通知したとおりでよろしいでしょう 

か。なお、日程番号第 6、報告第 3号の「生徒指導について」は、個人情報が含まれます 

ので、非公開としますがよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

（戸越 教育長） 

日程番号第 1、議事日程について、本日 1 日間とします。よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

（戸越 教育長） 

日程番号第 2、会議録署名委員の指名について、徳田委員を指名します。 

（徳田 委員） 

はい、お受けいたします。 

（戸越 教育長） 

日程番号第 3、議案第 11 号「社会教育関係各種委員の委嘱について」事務局から説明 

をお願いします。 

（議案第 11 号 生涯学習課課長補佐説明） 

（戸越 教育長） 

今の件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

（隈部 委員） 

未来館運営委員会の委員は、教育委員が 1 名選出され、昨年度は私が受けております

が、今年度はどうされますか。 

（荒木 生涯学習課課長補佐） 

引き続いて、隈部委員にお願いしたいと思っております。 

（田中 委員） 

  公民館運営審議会は年に何回ほど開催されていますか。 

（荒木 生涯学習課課長補佐） 

  年に 2 回開催しています。予算も 2 回分でございます。 

（戸越 教育長） 

他にありませんか。それでは、承認でよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 
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（戸越教育長） 

この件につきましては、承認いたします。では、次に行きます。 

日程番号第 4 号 議案第 12 号について事務局から説明をお願いします。 

（議案第 12 号 学校教育課長 説明） 

（戸越 教育長） 

今の件について、ご質問、ご意見はありませんか。 

（坂本 職務代理者） 

  学校では、情報教育の担当者会というのが以前はあっていたが、今もあるのですか。 

（松林 学校教育課長） 

  校務分掌で情報教育の担当者が位置づけられていますので、現在もあるようです。 

（坂本 職務代理者） 

  その担当者がこの委員に充ててあるのですか。 

（松林 学校教育課長） 

  担当の先生も一部委員に含まれておりますが、情報教育の担当の先生が情報機器に詳 

しい方ではないようですので、学校によって、詳しい先生を数名出していただき、委員 

としているところもあります。 

（坂本 職務代理者） 

  現場にいた時も、担当が詳しい先生とは限っていなかったので、詳しい先生が委員に 

なられることで、現場は活発になるのではと思っている。 

 最終的には目指すところは、来年度以降からの整備計画と予算になってくるのでしょ 

うか。 

（松林 学校教育課長） 

 計画と予算になってきます。現在、各学校の予算で、必要な機器を整備しております 

が、足並みをそろえて、目指す目標に基づいて、計画的に導入して整備していきたいと 

考えております。 

（戸越 教育長） 

  他にありませんか。 

（異議なしの声あり） 

（戸越 教育長） 

この件につきましては、承認いたします。では、次に行きます。 

日程番号第 5 号 議案第 13 号について事務局から説明をお願いします。 

（議案第 13 号 学校教育課長説明） 

（戸越 教育長） 

今の件について、ご質問、ご意見はありませんか。 

  私からですが、2 名がお辞めになられて、もう 1 名は探されているのか。 

（松林 学校教育課長） 

  現在、広報で募集をかけていますが、まだ、問合せがあっておりません。そこで、保 

護者の方に呼びかけをしているところです。 

（坂本 職務代理者） 

  配置的には、4 名が妥当なのでしょうか。 
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（松林 学校教育課長） 

  多い方ほどいいのですが、最低 4 名が必要と思っています。 

（徳田 委員） 

  このサポーターになる条件などはないのですか。 

（松林 学校教育課長） 

  事前に面接を行っています。まず、勤務時間が可能であることや、やる気や情熱とい 

 った、前向きな姿勢などで審査しまして、判断しているとこです。また、提出していた 

だく書類の中には、滞納のない証明書を提出していただき、税金の滞納がないことも条 

件となっております。 

（隈部 委員） 

  滞納のある、なしで教育には関係ないと思うが。 

（松林 学校教育課長） 

  厳しい言い方にはなりますが、社会的責任を果たしていただいている方に教育の現場 

に携わっていただき、ご支援をいただきたいということでもあります。 

（戸越 教育長） 

  他にありませんか。 

（異議なしの声あり） 

（戸越 教育長） 

この件につきましては、承認いたします。では、次に行きます。 

日程番号第 6 号 報告第 3 号について事務局から説明をお願いします。これは、個人 

情報が含まれますので、非公開として取り扱います。 

（報告第 3 号 学校教育課長説明） 

 

－ 報告第 3 号については、個人情報の保護の観点から非公開 － 

 

（戸越 教育長） 

  他にありませんか。 

（なしの声あり） 

（戸越 教育長） 

この件につきましては、終わります。では、次に行きます。日程番号第 7 号 報告第 4 

号について事務局から説明をお願いします。 

（報告第 4 号 学校教育課長説明） 

 

－ 報告第 4 号については、個人情報の保護の観点から非公開 － 

 

（戸越 教育長） 

  他にありませんか。 

（なしの声あり） 

（戸越 教育長） 

この件につきましては、終わります。では、次に行きます。日程番号第 8 号 報告第 5 
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号について事務局から説明をお願いします。 

（報告第 5 号 学校教育課長説明） 

（戸越 教育長） 

今の件について、ご質問、ご意見はありませんか。 

（なしの声あり） 

（戸越 教育長） 

他になければ、これで全ての日程を終了します。平成 30 年度第 3 回教育委員会会議を 

終了します。大変お疲れさまでした。 

 

 

閉会（午後 3 時 48 分） 


