
令和４年第１回東員町教育委員会会議録 

東員町教育委員会 

 

１ 開    会 令和４年１月２７日（木） 午前 ９時３０分 

 

２ 閉    会 令和４年１月２７日（木） 午前１１時０５分 

 

３ 場    所 東員町総合文化センター 第１研修室 

 

４ 出  席  者 教育長 岡野 讓治 

          教育委員（職務代理者）  向山 節雄 

教育委員         三貫納 幸 

          教育委員         木村 陽一 

 教育委員 松宮 あけみ 

  ＜事 務 局＞ 事務局長 西村 隆嘉 

 教育総務課長 佐藤 光広 

          学校教育課長 日置 貴久 

 社会教育課長 田中 豊 

社会教育課課長補佐 仲田 大介 

学校教育課主査 髙田 佳和 

教育総務課課長補佐    吉田 尚生 

 教育総務課主幹 山中 剛 

 

５ 会 議 事 項  別紙のとおり 



（別紙）会議事項 

 

１ 開会の辞 

（事務局長） 

ただ今から、令和４年第１回東員町教育委員会を開会いたします。 

それでは、教育長に進行をお願いいたします。 

 

２ 前回会議録の確認 

（教育長） 

    前回会議録の確認をお願いいたします。確認いただきましたら、会議

終了後に署名をしていただきます。 

 

 （各委員） 

    ＜会議録を承認＞ 

 

３ 事務報告、事務計画 

（教育長） 

    事務報告、事務計画について説明します。 

＜以下資料により説明＞ 

     

４ 議  事 

報告第１号 令和４年度の幼稚園・保育園の入園について 

（教育長） 

報告第１号、令和４年度の幼稚園・保育園の入園について、事務局の

説明を求めます。 

 

（学校教育課長） 

報告第１号、令和４年度の幼稚園・保育園の入園について説明します。 

＜以下、報告第１号資料により説明＞ 

 

（事務局長） 

   条例改正して定員を増やし、最終的に待機児童は何名の見込みですか。  

 

（学校教育課長） 

   ０歳が２名、１歳が９名、２歳が１名、合計１２名です。 

 



（教育長） 

   教育委員会の定員に関する方針はどうですか。 

 

（学校教育課長） 

   待機児童０というのを基本においております。ただし、現在は施設に

余裕がなく、保育園籍が増加しており、受け入れることにより保育士

不足が発生し、正規職員が賄っている現状です。今後については空い

ている施設も少しあり、園と協議しながら保育士の確保のこともあり

ますが、待機児童０を目指していきたいと考えております。 

 

（教育長） 

   定員に関する方針を変更しますか。 

 

（学校教育課長） 

   待機児童０は目標として堅持します、総合戦略でも計画しています。 

 

（教育長） 

   それならば増設するとか、民間委託を積極的に行っていくか、それが

できなければ方針を変更して東員町は待機児童を出しますと宣言しな

ければならない。 

 

（委員） 

   認可定員より少ない保育園に入園してもらうことはできるのですか。 

 

（学校教育課長） 

０歳、１歳、２歳はできます。既に行っておりこういう状況です。３

歳、４歳、５歳は優先して、できるだけ校区に入園します。 

 

（教育長） 

   数年前から私立が作られる話もあり折衝しています。 

 

（学校教育課長） 

私立が認可保育所となれば委託料を支払わなければならない。そうな

れば、３歳以上児も含めて案内していくことで、０歳、１歳、２歳に

おける待機児童が０となる状況を作っていきたいと思います。 

 



（委員） 

   不本意かもしれませんが、待機児童０と掲げるのに物理的に無理とな

れば、添えない場合もあるというようなニュアンスを変える形でいく

ことも視野に入れなければいけない段階だと思います。 

 

（教育長） 

桑名市、いなべ市は待機児童が０ということで広域的なことも打診

しています。報告資料は令和４年１月７日現在で、今後も異動はあり、

できる限り待機児童を出さないようにしていきたいと思います。 

それでは次に議事に入ります。 

 

議案第１号 東員町ガールスカウト活動事業補助金交付要綱の制定について 

議案第２号 東員町無形民俗文化財保護事業補助金交付要綱の制定について  

（教育長） 

議案第１号、東員町ガールスカウト活動事業補助金交付要綱の制定に

ついて、議案第２号、東員町無形民俗文化財保護事業補助金交付要綱

の制定について、事務局の説明を求めます。 

 

（社会教育課課長補佐） 

議案第１号、東員町ガールスカウト活動事業補助金交付要綱の制定に

ついて、議案第２号、東員町無形民俗文化財保護事業補助金交付要綱

の制定について、一括して説明します。 

前回の教育委員会において承認いただきました議案第３１号、東員町

教育関係補助金等交付要綱の一部改正について、ガールスカウト活動

補助金と文化財保護団体補助金を要綱から削除し、新たにそれぞれ補

助金交付要綱を制定するものでございます。 

 

（委員） 

   ガールスカウト活動事業と東員町無形民俗文化財保護事業の補助金は

年間どれくらいですか。 

 

（社会教育課課長補佐） 

ガールスカウト活動事業については５万円、東員町無形民俗文化財保

護事業については大社祭が８０万円、六把野獅子舞が１０万円の補助

金を保存団体に支出しています。 

 



（教育長） 

他に何かご意見等ございますか。なければ議案第１号並びに議案第２

号を承認してよろしいか。 

 

（各委員） 

異議なし。 

 

５ その他 

 ・後援について 

（教育長） 

後援について、事務局の説明を求めます。 

 

（社会教育課長） 

後援第１号、三重県立いなべ総合学園高等学校吹奏楽部第１６回定期

演奏会、後援第２号、第４８回 みえけん人形劇フェスティバルいな

べ会場、後援第３号、第２９回春の文協まつり、後援第４号、子ども

向け講演会について説明します。 

 

＜以下、後援第１号、第２号、第３号及び第４号資料により説明＞ 

 

後援第１号から第４号までを許可したいと考えておりますのでよろし

くお願いいたします。 

 

（教育長） 

教育委員会として後援を許可してよろしいでしょうか。  

 

（各委員） 

異議なし。 

 

 ・いじめ問題調査委員会の経過報告について 

（教育長） 

いじめ問題調査委員会の経過報告について、事務局の説明を求めます。 

 

 

 

 



（学校教育課主査） 

令和３年１２月、令和４年１月に児童、保護者及び学校関係者に対し、

東員町いじめ問題調査委員会の調査委員による聞き取りが行われまし

た。１月２８日に東員町いじめ問題調査委員会を開催し、今後の調査

について協議されます。３月末の時点で中間報告をとりまとめ、保護

者に説明される予定となっています。 

 

・新型コロナウィルス感染状況等について 

（教育長） 

新型コロナウィルス感染状況等について、事務局の説明を求めます。 

 

（学校教育課長） 

令和４年１月２６日現在での小中学校における新型コロナウィルス感

染状況等について報告します。 

＜以下、資料により説明＞ 

 

（教育長） 

教育委員会では３つの方針を立てており、１つ目は二中の感染拡大を

これ以上拡げないこと。２つ目は他園・校において学校内感染、園内

感染を拡げないこと。家庭内感染が発生しており、これを園、学校へ

持ち込まないようにすること。３つ目は教職員の感染を防ぐこと。具

体的な対応として、情報共有と指導の徹底を図るため、毎日、園長と

校長とでオンライン会議を開催しています。情報共有していく中で、

感染不安で休んでいる子どもたちが５５名おり、どう学びを保障して

いくかが課題となっています。 

 

（学校教育課長） 

現在、二中の１、２年生において学年閉鎖が続いており、オンライン

授業を行っています。また、すべてではありませんが、感染不安で休

んでいる子どもたちが自宅から授業に参加できるようタブレット端末

を活用しています。 

 

・諸課題について 

（教育長） 

諸課題について、事務局の説明を求めます。 

 



（事務局長） 

諸課題についてですが、現在、教育委員会において抱えている課題を

課毎に列挙しました。今日、直ちにこれを解決するということではな

く現状報告を申し上げますので、ご意見いただければ参考とさせてい

ただきます。 

 

（教育総務課長） 

教育総務課における３点の諸課題についてご説明申し上げます。 

＜以下、諸課題（１）働き方改革の実現、（２）東員第一中学校移転

事業、（３）ＧＩＧＡスクール構想の実現 について説明＞ 

 

（委員） 

 働き方改革の実現について、教職員が働きやすい環境作りが教育行

政において重要である。学校自身も変わらないといけないが、教職員

が精神的に安心できるような職場環境にしていただきたい。ドイツで

は、授業は午前中のみで午後からの部活動は地域の方がやっており、

教師は授業に集中し午後からは教材研究をしている。そんな教育がで

きれば理想的である。 

 

（事務局長） 

ありがとうございます。ＧＩＧＡスクール構想の実現については、

第６波が到来し、オンライン授業をやらなければならない状況となり、

先生方に頑張っていただき取り組んでいただきました。 

 

（委員） 

 ＧＩＧＡスクール構想は本当にスタートできるのかという思いでし

たが、この状況となり速やかに対応できたことをうれしく思います。

一方で、先生方は熱心に取り組んでいただいているが、全部の先生が

上手く対応できているかどうか、戸惑いを感じている先生もいると新

聞で読み、先生方の中で温度差はありますか。 

 

（教育総務課長） 

先日、教職員に対してアンケート調査を行いました。先生の中でも

なじめず、タブレット端末の活用があまりできていない方もいます。 

 

 



（委員） 

 数字に表れるものとして、時間外勤務は他の市町村に比べて少なく

優秀ではありますが、見えない部分で不安を感じている方もいると思

います。 

 

（教育総務課長） 

アンケート結果では、ＩＣＴ支援員を上手く活用している先生とそ

うでない先生の差があり、すべての先生がタブレット端末を活用した

授業ができるようにしていくことが今後の課題です。 

 

（学校教育課長） 

 コロナで休校となり、また、感染不安もあり、アンケートを行った

ときはタブレット端末を活用しづらい先生も、今の状況におかれてや

らなければならないという使命感により意識が高くなったと思います。 

 

（事務局長） 

他にいかがですか。 

 

（委員） 

 ＧＩＧＡスクール構想については子どもたちにとって非常によく、

これからデジタル時代になっていく中で、タブレットやパソコンに触

れることにより、これからの未来に普及してくるデジタルトランスフ

ォーメーションの時代を迎える中で、東員町の子どもたちはデジタル

に強くなる教育をしてもらえるのは本当にありがたいと思っています。

また、当初の見込みよりモバイルルーターの貸し出し数も少なく、私

は以前に、Ｗｉ-Ｆｉ環境は電気や水道と同じになるのではないかと言

いましたが、保護者の方にご理解いただけたのかと思います。 

 

（教育総務課長） 

モバイルルーターの貸し出し数については見込みより少なく、皆さ

ん意識が高く必要性を感じており、自分で準備されたということです。 

 

（事務局長） 

他にいかがですか。 

 

 



（委員） 

    確実に準備を進めていただいていると思いました。教師は真面目なの

で、他人の仕事を邪魔しないようにとか、自分で何かを作り上げない

といけないとか思う方がおり、その方たちが教材をプールしたり、自

分が持っているものをオープンにしてみんなで使うと時間の短縮に繋

がると思います。また、苦手意識のある方は、ＩＣＴ支援員やできる

先生に教えていただき、必ず全員で取り組もうという意識で徐々にレ

ベルを上げていくようなシステムを創り上げることが自分たちを助け、

さらには子どもたちへも還っていくのではないかと思います。 

 

（事務局長） 

やはり学校現場でも、先生同士で特に若く長けた方に聞くことで進ん

でいるようです。 

 

（学校教育課長） 

    若い先生は習得するのが早い分、先をいく方が各校にいて、さらにＩ

ＣＴ支援員がいることで上手く回ってきていると実感しています。  

また、教材はプールしていく、長けている先生は先へ進めていく、そ

して、ＩＣＴ支援員が事業提案をして、みんなが伝える方法を進めて

いる状況でございますので、今後に期待したいと思います。  

 

（事務局長） 

ご意見ありがとうございました。次回に引き続きたいと思います。 

 

・次回定例教育委員会日程について 

（教育長） 

次回、東員町教育委員会について、令和４年２月２８日（月）午前１

０時３０分から開催することとしてよろしいか。 

 

（委員） 

異議なし。 

 

６ 閉会の辞 

（事務局長） 

これをもちまして、令和４年第１回東員町教育委員会を閉会いたしま

す。 


