泉南市教育委員会令和２年第８回定例会会議録

（１）日時・場所
令和２年８月 25 日（火）
午後３時 00 分 開会
午後３時 52 分
泉南市役所 大会議室において

閉会

（２）教育委員会出席者
古川
片木
薮内
栁澤
太田

聖登
哲男
進
泰志
淳子

教育長
教育委員会委員（教育長職務代理者）
教育委員会委員
教育委員会委員
教育委員会委員

（３）事務局出席者の職氏名
岡田 直樹
教育部長
阪上
桐岡
高山
石橋
山口
西村
岩崎
奥田
若林

浩之
秀明
智史
広和
雅美
信子
誠
好幸
ルミ子

教育部参与
教育総務課長
生涯学習課長
教育部参事（人権・ＷＭＧ担当）
教育部参事（青少年センター館長）
文化振興課長
指導課長
人権国際教育課長
人権国際教育課主幹（人権教育・幼稚園担当）

（４）休憩・遅刻等について

（５）会議録署名者の氏名
古川 聖登
片木 哲男

- 1 -

泉南市教育委員会

令和２年第８回定例会

議事日程

令和２年８月 25 日（火）午後３時 00 分 開会
泉南市役所 大会議室
日程番号

議案等の番号

件
開

名

会

日程第１

会議録の承認

日程第２

会議録署名者の指名

日程第３

報告第１号

教育長報告

日程第４

報告第２号

事務局報告
（１）泉南市ＪＥＴサポートボランティア登録及び活動要
綱の制定について
（２）令和２年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第４号）
（教育委員会所管分）について

日程第５

議案第１号

動産の買入れについて

日程第６

議案第２号

令和２年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第５号）（教
育委員会所管分）について
その他
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午後３時 00 分開会

すべきものではありませんが、今回は校長の代

○古川教育長 ただいまから、泉南市教育委員
会令和２年第８回定例会を開催いたします。
出席者は過半数であり、定足数に達しておりま
すので、会議は適法に成立いたしました。
これより、日程に入ります。
日程第１、会議録の承認についてお諮りいた
します。令和２年第７回定例会会議録は、既に
案として委員の皆様に配付しており、確認をい
ただいておりますので、原案のとおり承認する

表にも事前に御相談した上で、教育委員会から
一律に方針を出させていただいた次第でござ
います。
なお、修学旅行に代わる学習活動につきまし
ては、学校において府内の施設における宿泊学
習や日帰り施設見学などを御検討いただいて
おります。いずれも何らかのリスクが存在しま
すが、リスクの重なりを避け、最小限にするこ
とが実施の前提になることは言うまでもあり

ことに御異議ございませんか。
全員異議なしと認めます。
よって、令和２年第７回定例会会議録は承認
することに決定いたしました。
次に、日程第２、会議録署名者の指名を行い
ます。本日の会議録署名者は、教育委員会会議
規則第 12 条により、教育長のほかに教育長に
おいて片木委員を指名いたします。

ません。本日に至るまで市内の児童生徒に感染
者が出ていないことは、学校関係者の尽力のた
まものと私ども教育委員会事務局も心から感
謝しているところです。これからも感染症との
戦いは続くと思います。さらに気を引き締めて
取り組んでまいりたいと考えております。
また去る８月 21 日の金曜日に大阪府都市教
育長協議会がございました。大阪府や国への要

次に、日程第３、報告第１号、教育長報告を
議題といたします。
教育長報告に入ります前に、前回教育委員会
の会議を体調不良から欠席いたしまして御迷
惑と御心配をおかけしました。大変申し訳ござ
いません。体調管理に私自身さらに気をつけて
まいりたいと思います。
報告に入りますが、激動の令和２年度の１学

望事項の取りまとめを現在進めておるところ
でございます。教室が 40 人学級だと大変密に
なります。そして、特別支援学級の子ども達と
一緒に学ぶ機会も多くございますので、40 人学
級の見直しをして、30 人にしてくれという形で
要望をつくっておるところです。教員や事務職
員の増員やＧＩＧＡスクールのためのランニ
ングコストの支援なども同様に盛り込んでい
るところです。今後もしっかりと国や大阪府へ

期、そして短い夏季休業を経て２学期が始まっ
ております。そして、いまだコロナ禍が収まら
ない中、先日御連絡いたしましたように、私は
全小中学校に対し今年度予定されている修学
旅行の中止を要請いたしました。この文書は、
後ほど改めてお配りします。その理由は、修学
旅行は感染症に関して幾つものリスクが重な
っているからです。他市では、大阪モデルの警
戒レベルが赤になったら中止するというとこ

要望を行っていきたいと考えております。
教育長報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、御質問・御意見等は
ございませんか。
よろしいでしょうか。
ないようですので、以上で本報告を終了いた
します。
次に日程第４、報告第２号、事務局報告を議
題といたします。奥田人権国際教育課長から、

ろもあるようですが、私は早めに手を打つほう
がよいと判断しました。もとより学校における
教育学習活動は、校長の御判断でお決めになる
べきものであり、行政側から実施や中止を指示

泉南市ＪＥＴサポートボランティア登録及び
活動要綱の制定について、報告をお願いします。
奥田人権国際教育課長。
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○奥田人権国際教育課長 失礼します。ＪＥＴ

りますので、教育委員会としましては、昨年度

プログラムのサポートボランティア登録及び
活動要綱についてです。その前にＪＥＴプログ
ラムにつきまして、今の現状についてお話をさ
せていただきたいと思います。
今年度は、27 名のＪＥＴプログラムのメンバ
ーであるＡＬＴ、ＣＩＲ、ＳＥＡを配置する予
定にしておりましたが、このコロナ禍の中で現
状１名も来日できていないという状況になっ
ております。もともと４月には、各中学校にＡ

まで本市で活用しておりました株式会社リン
ク・インタラックという派遣会社からＡＬＴを
派遣してもらえないかということで、ことし９
月１日から翌年３月 31 日までの７か月間、１
名は確保することができましたので、現在契約
作業に取りかかっているところです。あと残り
の２名につきましても何とか人を探したいと
思っています。ですので、ＡＬＴと今後入って
きてもらえるかもしれないＪＥＴのＡＬＴと

ＬＴとして８名の外国の方、内訳は、アメリカ
から３名、イギリスから３名、オーストラリア
とカナダから１名ずつを配置する予定でした。
それから教育委員会内にＣＩＲという国際交
流員を３名、ペルーと中国とアイルランドから
配置する予定になっておりました。この合計 11
名につきましては、ことしの２月時点でどの方
が来られるということが分かっておりました

合わせて、配置していきたいと思っております。
現状については以上です。
本日の報告第２号事務局報告（１）に上げて
おりますのは、その泉南市ＪＥＴプログラムサ
ポートボランティア登録及び活動要綱です。Ｊ
ＥＴメンバーが日本に来たときに、生活面で
様々な苦労が、困ることがあるのではないかと
いうことで、そのときにＪＥＴメンバーを助け

ので、メールやスカイプを使って直接面談のや
り取りをさせていただいております。ただ、こ
のコロナ禍の状況が世界的になかなか好転せ
ず、日本に入国できる状態のめどが立っていな
いという状況もありますので、現在は最小限の
やり取りにとどめておるところです。
それから夏来日ということで、この９月に合
計 16 名のＡＬＴ、特に小学校に配置する 12 名
のＡＬＴとＳＥＡというスポーツに特化した

ていただく市民の方をボランティアで募集し
たいということを考えております。そのための
活動要綱となっております。
基本的には資料の４ページ目にあります「泉
南市ＪＥＴサポートボランティア申込用紙」を
提出いただきまして、ボランティアサポートメ
ンバーに登録していただきます。次に、５ペー
ジにあります「ＪＥＴサポートボランティア紹
介依頼書」にて、ＪＥＴメンバーから困りごと

指導員が３名来る予定だったんですけれども、
こちらについてはまだどなたが来るかという
ことも報告がない状態ですので、全くめどが立
っていないということになっております。今、
国から通知が来ておりますのは、この夏来日の
16 名につきましては、９月 30 日までに入国す
るめどが立たない場合には、今年度中は配置し
ないということが決められております。
それから４月来日予定であった 11 名につき

があるのでボランティアをお願いしたいとい
うことの依頼を受けます。サポーターは６ペー
ジにあります「ＪＥＴサポートボランティア活
動計画書兼報告書」を教育委員会に提出し、活
動に当たります。無償のボランティアという形
でお願いしたいと考えております。そのための
要綱を作成しましたので今回報告させていた
だきます。
以上です。

ましては、それ以降入国できる状況になった時
点で、順次入国し、配置していくということに
なります。そうなってきますと、ＡＬＴの配置
が今年度中はなかなか難しいという状況があ

○古川教育長 ただいまの報告に対し、御質
問・御意見等はございませんか。
薮内委員。
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○薮内委員 現在の状況では難しいかと思う
んですけれども、このボランティアは実際いつ
頃から募集されるのですか。

○古川教育長 奥田人権国際教育課長。

○奥田人権国際教育課長 実は、このボランテ
ィアについては、この４月から広報で「ようこ
そＪＥＴへ」というページを毎月掲載させてい

○奥田人権国際教育課長 まず要綱の御説明
が遅くなった件につきましては、私どものほう
が要綱の作成に手間取りまして、前回の会議に
間に合いませんでした。申し訳ございませんで
した。
今回の活用の方法につきましては、おっしゃ
るとおりで、個別の案件ごとにやっていただく

ただいており、そちらのほうで毎回ボランティ
アを募集していますという文言を入れさせて
もらっています。この要綱ができるに当たりま
して、この８月の広報でそのことを出させても
らっておりまして、そこからは大々的にボラン
ティアを募集するということにしております。
まだＪＥＴが来るめどが立っていないので、
いつから仕事があるか分かりませんけれども

ということになります。ホストファミリーのよ
うな形をとりますと過度な負担がかかる可能
性もございますし、今回ＣＩＲという日本語が
堪能な外国人の方々が来られますので、その
方々とのコミュニティーも大事にしたいとい
うのもあります。どんな活動をするのかこちら
もその都度把握したいということで、こういう
形態をとらせてもらっています。

○古川教育長 奥田人権国際教育課長。

ということは断って募集しています。現在４名
の方から問合せをいただいておりますので、今
回作成しました要綱をその方々に提示させて
いただきまして、正式に登録していただくとい
う形を取ろうと思っております
以上です。
○古川教育長 ほかにございませんか。
片木委員。

以上です。
○古川教育長 ほかにございますか。
よろしければ次に、桐岡教育総務課長から、
令和２年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第
４号）（教育委員会所管分）について、報告を
お願いします。
桐岡教育総務課長。

○片木委員 今回の要綱ですけれども、今月の
広報８月号に既に載っておりましたが、我々の
教育委員会の定例会で報告がありませんでし
たので、まず定例会で報告いただいて、その後
広報に出していただくほうが順序としてはよ
かったのかなという気がいたします。
それから質問なのですが、このサポーターと
は、ホストファミリーのような感じのようなも

○桐岡教育総務課長 それでは報告第２号、事
務局報告（２）令和２年度大阪府泉南市一般会
計補正予算（第４号）（教育委員会所管分）に
ついて、説明させていただきます。
一般会計補正予算（第４号）につきましては、
新型コロナウイルス対策の第３弾として８月
４日付で議会の議決を経ることなく決定した
予算となるため、本定例会で報告するものでご
ざいます。

のではなく、個別の案件ごとにお願いし、それ
が終わったらまた別の方がボランティアをさ
れると、そういうふうに理解してよろしいでし
ょうか。

まず１ページに総括、２ページ、３ページに
その詳細となります歳入と歳出を記載してお
ります。
まず１ページをごらんください。
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１番、総括といたしまして、教育総務課、歳

座・動画配信事業に伴う需用費及び備品購入費

入が０円、歳出が 1,530 万 1,000 円。生涯学習
課、歳入が 533 万 5,000 円、歳出が 632 万円。
文化振興課が歳入歳出ともに０円。指導課、歳
入が 200 万円、歳出が 4,235 万 7,000 円。人権
国際教育課、歳入歳出ともに０円。教育委員会
の合計が歳入が 733 万 5,000 円、歳出が 6,397
万 8,000 円となっております。
その内訳といたしまして、２ページをごらん
ください。

を計上するものでございまして、具体的には青
少年センターの消毒液、それから動画編集用の
パソコン、ソフトウエア、撮影用カメラの購入
を予定しているものでございます。
同じく生涯学習課、社会教育費、留守家庭児
童会費、新型コロナウイルス感染症対策事業と
して 533 万 5,000 円。概要といたしましては、
新型コロナウイルス感染症拡大防止策に伴う
需用費及び備品購入費を計上するものでござ

２番、歳入につきまして、生涯学習課、国庫
補助金、教育費国庫補助金ということで、補正
の額が 378 万 6,000 円。その概要といたしまし
ては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
分として、子ども・子育て支援交付金を増額す
るものでございます。
同じく生涯学習課、府補助金、教育費府補助
金、154 万 9,000 円。概要は同じく新型コロナ

います。具体的には消毒用のアルコール、ノー
タッチディスペンサー、手洗い用の自動水栓化、
それから大型サーキュレーターの購入を予定
しております。
３ページをごらんください。指導課、教育総
務費、指導費、新型コロナウイルス感染症対策
事業として 4,035 万 7,000 円。概要といたしま
しては、中学校３年生に対する民間外部テスト

ウイルス感染症拡大防止対策として新設され
た新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交
付金を受けるため、新規計上するものでござい
ます。
指導課、府補助金、教育費府補助金、補正額
が 200 万円。こちらも新型コロナウイルス感染
症緊急包括支援補助金及び教育支援体制整備
事業費の補助金を合わせて新規計上するもの
でございます。

の実施経費、それと幼稚園児の学びを保障する
ための教材等購入に係る需用費及び大型モニ
ター、タブレット端末用ケース、幼稚園校務用
パソコン購入に係る備品購入費を計上するも
のでございます。
最後です。指導課、幼稚園費、教育振興費、
学校園管理運営事業として 200 万円。概要とい
たしましては、預かり保育実施のための新型コ
ロナウイルス感染症対策用、幼児教育の質の向

続きまして３番、歳出でございますけれども、
まず教育総務課、小学校費、学校給食センター
費、新型コロナウイルス感染症対策事業として
補正額が 1,530 万 1,000 円。概要といたしまし
ては、小学校において給食を配膳する子どもた
ちの間隔を確保して衛生環境を向上させるた
めに、各教室で使用する配膳台、これを 130 台
購入するために必要な備品購入費を新規計上
するものでございます。

上のための緊急環境整備に伴う備品購入とい
うことで、具体的には２つの園で使用しますス
ライドテント、目隠し用のカット、ベッド等の
購入を予定するものでございます。
令和２年度の一般会計補正予算（第４号）の
説明につきましては、以上でございます。

続きまして、生涯学習課、社会教育費、青少
年センター費、新型コロナウイルス感染症対策
事業として 98 万 5,000 円。これは新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止及びオンライン講

の歳入があります。これは府からの補助金が出
ているのですが、それがそっくり幼稚園の運営
事業になっているということです。府から 200
万円来ておりまして、100 万円ずつ幼稚園で新

○古川教育長 補足します。１ページの総括の
表をごらんいただきますと、指導課に 200 万円
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型コロナウイルス対策品が買えたということ
でございます。
同様に生涯学習課で、国庫補助金と府補助金
合わせて 533 万 5,000 円がありまして、こちら
についても新型コロナウイルス関係で、青少年
センターや留守家庭児童会などの備品購入費
等の原資になっています。
そのほか国からの補助金を活用しておりま
す。特に３ページ目にあります指導課の新型コ
ロナウイルス対策として中学校３年生用の民
間外部テスト、幼稚園児の学びの保障のための
教材、大型モニターです。普通教室に設置する
大型モニターについてですが、65 型ですからか
なり大きいモニターになりますけれども、タブ
レットの画面が映し出せるような形で使って
もらえるように購入いたします。それからタブ
レット端末用ケース、幼稚園の校務用パソコン
の購入費も認めていただきました。これで

○古川教育長 ちなみに幼稚園も２台ぐらい
入るんですよね。
岩崎指導課長。
○岩崎指導課長 幼稚園も全ての教室ではな
いですが、今購入に向けて検討しているところ
です。
○古川教育長 ほかにございませんか。
片木委員。
○片木委員 これは、前回お話がありましたＧ
ＩＧＡスクール構想関係の国からの交付金が
さらに加算されたということですか。
○古川教育長 今回のＧＩＧＡスクール関連
の補正予算につきましては、新型コロナウイル

4,000 万円ぐらい。
ですから、本当に前回報告させていただいた
分も含めまして、たくさんの備品などが学校園
に配られることになりました。
これは議会を経ずに専決で決まった分とい
うことでございます。
ただいまの報告に対し、御質問・御意見等は
ございませんでしょうか。
片木委員。

ス対策費ということになっております。一つの
考え方として、リモートで家と学校をつなぐと
きに子どもたちの顔を映し出すみたいなイメ
ージでも活用できるものだと思います。

○片木委員 大型モニターについてですけれ
ども、これは普通教室、全教室に入れていただ
くということですか。

○太田委員 ３番の歳出の生涯学習課のとこ
ろなんですけれども、先ほどオンライン講座と
動画配信事業に伴ってパソコンの購入という
ふうにおっしゃっていたと思うのですが、もう
少し具体的に、例えば今まで使っていたものが
古いので、新しい性能が備わったものを購入す
る、そういったことでしょうか。

○古川教育長 岩崎指導課長。
○岩崎指導課長 委員がおっしゃるように、普
通教室全てに入れる予定です。ただし、例えば
もう既に泉南中学校であるとかスライドプロ
ジェクター等が映し出せて、もう学習で十分そ
の効果を活用できている学校については、そこ
は除いてということで予定しております。

○片木委員 分かりました。
○古川教育長 ほかにございますか。
太田委員。

○古川教育長 山口教育部参事。
○山口教育部参事（青少年センター館長） オ
ンライン講座等の話なんですが、現在青少年セ
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ンターで保有しておりますパソコンというの

動産の買入れ契約締結に当たり、地方教育行

は、ＳＧＬＡＮと言いまして、個人情報を取り
扱うもので外部のインターネットに関しては
かなり制限を受けている仕様になっておりま
す。実際、私たちのパソコンではオンライン講
座をすることができません。また、ＹｏｕＴｕ
ｂｅのアカウントを作成しましたが、それも緊
急事態でしたので職員の私物を使って苦肉の
策で上げたような事態でしたので、外部のイン
ターネットにつながるパソコンを購入すると

政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定
に基づく教育委員会の意見聴取のため、提案す
るものでございます。
２ページをお開きください。
これは小中学校児童生徒の一人一台のタブ
レットの購入についてです。２ページに書いて
いますように、現在契約の相手方、それから契
約金額、仮契約日につきましては、まだ決定し
ていないということで空けております。去る８

いった内容でございます。
あとオンライン講座というのは、こういう３
密を避けないといけない状態ですので、一同に
会するのが難しければ、講師はこちらにいて、
受講者にはお家から受講いただく、例えば人数
を絞って実際に会場に来ていただく方もいれ
ば、家で受講を希望する方、人数制限によって
会場に入ることのできない方にはオンライン

月 14 日に一般競争入札の公告を行いました。
そして、今週末８月 28 日の金曜日が一般競争
入札の締切りということになってございます。
本日８月 25 日ということで、相手方、金額、
契約日等が決まり次第、そこに入れて議会の議
決を経る予定にしてございます。
３ページをごらんください。
動産買入仮契約の締結の経過といたしまし

で受けていただくなど、様々なパターンを考え
ております。今後こういう状態が続くのでした
らそういった講座もやってみたいということ
で検討しております
以上です。

て、教育用タブレット端末 4,988 台、附属品一
式としてキーボード、ソフトウエアでございま
す。契約期間は、本契約締結日から令和３年３
月 25 日までということで、入札日につきまし
ては８月 28 日ということでございます。
４ページをごらんください。
落札金額、それから入札に当たっての業者名
の一覧表、予定価格については、決まり次第記
載します。

○古川教育長 太田委員。
○太田委員 よく分かりました。聞かせていた
だいてよかったです。ありがとうございます。
○古川教育長 そのほかに御質問等はござい
ますか。
よろしければ、以上で本報告を終了いたしま
す。
次に日程第５、議案第１号、動産の買入れに
ついてを議題といたします。本議案の説明を岩
崎指導課長からお願いします。

５ページにつきましては、関係法令を参考に
つけております。
私から以上でございます。
○古川教育長 ただいまの説明に対し、御質
問・御意見等はございませんか。
今回ＧＩＧＡスクール関係の予算は認めて
いただきましたので、いよいよ契約に入るとい
う準備でございます。

岩崎指導課長。

岡田教育部長。

○岩崎指導課長 失礼いたします。議案第１号、 ○岡田教育部長 失礼します。数字が入ってお
動産の買入れにつきましてを御説明します。
りませんので大変恐縮でございます。補足の説
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明ということで、現在、一般競争入札をお願い

んか。

しております仕様としましては、小学校 3,184
台、中学校 1,650 台、教職員用 154 台、トータ
ル 4,988 台。予算額としましたら２億四、五千
万だったかと思われます。ただその内容、金額
については未定です。今の見通しですとこれが
スムーズに進みますと、教職員用が 11 月１日
をめどに納品していただけるのではないか、そ
れから児童・生徒用は納品が２回に分かれます。
小学校６年生、中学校３年生向けということで

全員異議なしと認めます。
よって、議案第１号は承認することに決定い
たしました。
次に、日程第６、議案第２号、令和２年度大
阪府泉南市一般会計補正予算（第５号）（教育
委員会所管分）についてを議題といたします。
本議案の説明を桐岡教育総務課長からお願い
します。
桐岡教育総務課長。

想定していますけれども、この部分が 1,100 台
ほどが 12 月１日、残りの 3,700 台余りが１月
１日以降という想定で動いております。これら
に関する仕様書につきましては、冒頭ありまし
たけれども、告示しておりますのでインターネ
ット上で今見られる状態になっておるのです
が、本来本日お示しするべきだったかと思って
おります。申し訳ありません。

○桐岡教育総務課長 議案第２号、令和２年度
大阪府泉南市一般会計補正予算（第５号）（教
育委員会所管分）について、説明させていただ
きます。
令和２年度大阪府泉南市一般会計補正予算
（第５号）を要求するに当たりまして、地方教
育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の

端末につきましては、Ａｐｐｌｅ社のｉＰａ
ｄを選定しております。仕様については、見て
はいけないようなサイトがあった場合、フィル
タリングすることとか、例えばゲームであると
か、そういったアプリを勝手にインストールで
きないようにする、そういう機能制限をするよ
うな設定を行うためのシステムも含んで今回
の入札に入れてございます。
教育支援、事業支援を行うためのソフト、例

規定に基づく教育委員会の意見聴取のため、本
案を提案するものでございまして、この案につ
きましてはこれから９月議会へ提案していく
ものとなります。
２ページをごらんください。まず総括でござ
いますけれども、教育総務課、歳入歳出ともに
０円。生涯学習課、歳入が０円、歳出が 945 万
3,000 円。文化振興課、歳入歳出ともに０円。
指導課につきましては、歳入が０円、歳出が 17

として挙げておりますのがベネッセ社のミラ
イシードという機能を盛り込むという形にし
ておりますので、今回これらが入りますと恐ら
く安定してある程度現場でも安心して使って
いただけるようなものになっているかと思っ
ておりますので、よろしくお願いいたします。
○古川教育長 ただいまの補足も含めまして、
御質問・御意見等はございませんでしょうか。

万円。人権国際教育課、歳入がマイナス 521 万
3,000 円。歳出がマイナス 3,160 万 9,000 円。
合計が、歳入がマイナス 521 万 3,000 円。歳出
の合計がマイナス 2,198 万 6,000 円となってお
ります。
その詳細につきましては３ページになりま
す。
まず２番、歳入でございます。人権国際教育
課、府支出金、委託金、教育費委託金、補正額

ないようでございますので、以上で質問・意
見等を終了し、議案第１号を採決いたします。
お諮りいたします。
本議案を承認することに御異議ございませ

が 25 万 1,000 円。これは人権教育研究推進事
業実施に伴う委託金を受けるために、今回新規
計上するものでございます。
続きまして、同じく人権国際教育課、諸収入、
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雑入、補正額がマイナス 546 万 4,000 円。これ

教育総務費、指導費、ＪＥＴプログラム事業と

はＪＥＴ事業の住宅借上に係る家賃徴収金収
入をＪＥＴプログラムのメンバーが来日でき
ていないということで減額するものでござい
ます。
続きまして３番、歳出でございます。一番上
から生涯学習課、社会教育費、成人教育費、生
涯学習推進事業として補正額がマイナス 13 万
8,000 円。これは新型コロナウイルス感染症拡
大防止策として混声、女声合唱団の活動を自粛

して６万円。こちらは英語講師派遣に係る委託
料の増額、それと住宅借上に係る使用料及び賃
借料の減額、その両方を相殺するものでござい
ます。
最後、人権国際教育課、教育総務費、人権教
育推進費、人権教育推進事業として 25 万 1,000
円。人権教育研究推進事業実施に伴う講師への
報償費、旅費、需用費、これらをまとめて計上
するものでございます。

したことに伴って、本来支払うべき報償費、指
導謝礼でございますけれども、これを減額する
ものでございます。
それから同じく生涯学習課、社会教育費、青
少年教育費、成人記念祭開催事業、補正額が 56
万 7,000 円。こちらは新型コロナウイルス感染
症拡大防止策を講じ、成人記念祭を開催するに
当たって必要な、報償費、公演謝礼、需用費、

議案第２号については以上でございます。甚
だ簡単ではございますけれども、御審議のほど
よろしくお願いいたします。

委託料、使用料及び賃借料、会場借上料でござ
います。これらを増額計上するものでございま
す。
同じく生涯学習課、雑支出、返還金、国支出
金・府支出金返還金事業として、902 万 4,000
円。こちらのほうは、概算払いとして既に受領
していました令和元年度子ども・子育て支援交
付金を精算して、その余剰が発生した分につい
て返還金を計上するものでございます。
続きまして、指導課、雑支出、返還金、国支
出金・府支出金返還金事業として 17 万円。こ
ちらも概算払いとして既に受領していました
令和元年度子ども・子育て支援交付金を精算し
て、その余剰金が発生した分について返還金を
計上するものでございます。
人権国際教育課、教育総務費、事務局費、人
件費事業といたしまして、
マイナス 3,192 万円。
こちらはＪＥＴプログラム会計年度任用職員

○古川教育長 今の説明の中で歳出の３つ目
の子ども・子育て支援交付金の精算について、
もう少し詳しく具体的に伝えていただけませ
んでしょうか。
高山生涯学習課長。
○高山生涯学習課長 前年度の予算取りのと
きに留守家庭児童会の指導員、そういう方たち
のレベルアップということで少し多めに予算
を計上して要求しておりました。実際令和元年
度、新しい指導員という方のそういったレベル
アップの研修について、思っていた以上に行く
人がいなかったため、これだけの余剰金が出た
ということで返還ということにさせていただ
きました。
以上です。
○古川教育長 岩崎指導課長。
○岩崎指導課長 指導課につきましての子ど
も・子育て支援交付金につきましては、幼稚園
で行っています預かり保育の補助としていた

が来日できていないため、４月に任用予定の 11
だいていました。その預かり保育の子どもたち
名、それから９月に任用予定の 16 名、その合
の利用状況によって、今回昨年度の分の返還金
計 27 人分の報酬を減額するものでございます。 が生じたものであるということでございます。
４ページをごらんください。人権国際教育課、
以上でございます。
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ールを進めるということでは伝わっているか
○古川教育長 ありがとうございました。以上
の説明も含めまして、御質問・御意見等はござ
いませんでしょうか。
ＪＥＴプログラムは、とりあえず使わない見
込みの部分だけ一旦戻すという手続をするも
のです。
よろしいでしょうか。
それではないようですので、以上で質問・意
見等を終了し、議案第２号を採決いたします。

と思うんですけれども、その内容、詳細につい
て細かいところというのは現在組み立てなが
らやっておりますので、細かい周知というのは
まだできていないというところが現状です。
今後、今回の調達が流れに乗りましたら学校
を通じてお知らせしていく形になろうかと思
っております。
以上です。

お諮りいたします。
本議案を承認することに御異議ございませ
んか。
全員異議なしと認めます。
よって、議案第２号は承認することに決定い
たしました。
次に、その他といたしまして、これまでの議
案のほかに御質問・御意見等はございませんか。

○古川教育長 奥田人権教育課長。

太田委員。

○奥田人権国際教育課長 ２点目の英語教育
のほうですけれども、本年度から小学校５年生、
６年生は、外国語という教科になって週２時間
の外国語の授業、主に英語の授業を行うように
なっています。３年生、４年生につきましては、
外国語の時間ということで週１時間程度の外

○太田委員 ２点ありまして、１点目が先ほど
タブレットのことをおっしゃっていたと思う
んですけれども、これは泉南市民の方には周知
はしていたのでしょうか。
それと２点目が、私も詳しくは知らなくて申
し訳ないですけれども、今年度から新学習指導
要領が始まっているということで、英語の教科

国語に触れる時間をつくるようになっており
ます。
本市につきましては、４月からＪＥＴプログ
ラムを活用してＡＬＴを大量に入れる予定に
していましたので、そのＡＬＴと市内の先生方
が一緒に授業ができるようにということで、市
独自の「ＯＮＥ ＳＥＮＮＡＮ」というチーム
を立ち上げまして、教材を作っておりましたの
で、その教材を先に学校にお渡ししております。

化というのが始まっているというふうにお伺
いしているんですけれども、ＡＬＴの先生がな
かなかいらっしゃらないので、先生は現在どん
な感じで授業をされているのでしょうか。分か
るは範囲で構わないので教えていただきたい
と思います。

その教材で担任の先生方に何とか頑張って授
業をしていただいているという状況になって
います。９月１日からは、先ほど言いました１
名のＡＬＴに、主に小学校に順次巡回していた
だきます。
以上です。

○古川教育長 岡田教育部長。

○古川教育長 タブレットはほかの予算で購
入するのも含めて、この間ピクトグラムつきの

○岡田教育部長 失礼します。１点目のタブレ
ットの件でございますけれども、市民の皆様へ
周知というところなんですけれども、国から予
算を頂戴して行わせていただくＧＩＧＡスク

資料をお渡ししたかと思います。あれを
Facebook に掲載しまして、それが今のところ唯
一の周知です。ホームページ上はそこが中心に
なると思います。また実際に購入の段階になっ
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たら、また周知に力を入れていきたいと思いま

ンザも流行したり、第３波が来るということも

す。
太田委員。

考えますと、やはり薮内委員がおっしゃるよう
に、家に持って帰るということをしっかりと意
識した活用ということを学校に考えていただ
○太田委員 タブレットだったらいいかなと
くことが重要だと思っております。
思っている人、関心がある人は多いと思うので、
薮内委員。
こういう計画もあるということが分かればい
いかなと思います。
○薮内委員 それに関しまして、御家庭にイン
ターネット環境が整っていたらいいんですけ
○古川教育長 分かりました。そのあたりしっ
れども、仮に整っていない環境の御家庭があっ
かりと広報に力をさらに入れてまいります。
ほかにございませんか。
薮内委員。

たら、そういう場合はどうされるのですか。

○薮内委員 タブレットなんですけれども、生
徒個人の家に持ち帰りはできるのですか。

○岩崎指導課長 本市で購入しようとするタ
ブレットは、通信ができる機能を備えておりま
すのでインターネット環境が整っていない御
家庭でも使用可能です。ただし、使い放題にし

○古川教育長 岩崎指導課長。

○古川教育長 岩崎指導課長。
○岩崎指導課長 子どもたちはタブレットを
家に持ち帰ることができます。端末自体がＬＴ
Ｅ回線ということで、いわゆる端末自体と通信
ができる機材になりますので、家庭での活用方
法を子どもたちと十分学んだうえで、家庭での
学習でも使っていただきたいというふうに考
えているところです。

ていますと１か月に使用できるデータ量は限
りがあります。何をするために御家庭に持ち帰
ってもらうのかということを十分子どもたち
と確認した上で、時には調べ学習でネットにつ
なげていただく、動画は頻繁に見ないとか、そ
ういったルールを確認したうえで、子どもたち
に学習道具として使っていただけるような仕
組みをつくっていこうというふうに考えてい
ます。御家庭にインターネット環境が整ってい

○古川教育長 ＧＩＧＡスクール構想自体は
学校でいかに活用するかという構想だったわ
けですが、コロナ禍の中、学びの保障がなかな
か難しいということになって、家で使うという
ことも含めて国から力を入れていただいてお
りますので、家に持って帰る頻度については学
校の御方針によると思いますけれども、何回か
持ち帰って宿題をしたり、少しずつ御家庭で使
用するようなこともやっていけたらと思って

ないから活用できないということはないよう
な端末となっております。
以上でございます。

います。
第２波が本当に来てしまいました。先日専門
家がもう第２波ですとはっきりおっしゃいま
したよね。これからまた寒くなってインフルエ

これまでの報告・議案のほかに御質問・御意
見等はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
ないようでしたら、次回泉南市教育委員会令

○古川教育長 ほかに何かございますでしょ
うか。
よろしいですか。
それでは、以上で本日の日程は全て終了いた
しました。
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和２年第９回定例会の日程についてお諮りし
たいと思います。原則第２火曜日ということで
すので９月８日になりますが、日程について桐
岡教育総務課長から提案をお願いします。
桐岡教育総務課長。
○桐岡教育総務課長 ９月につきましては、議
会の日程が入ってきますので、９月 18 日の金
曜日、
９月 24 日の木曜日、
９月 25 日の金曜日、
この３日間で調整したいと思います。また、そ
の前に学校訪問を予定しておりますので、14 時
に集合していただいて１時間、西信達小学校を
見ていただきたいと考えております。
（日程調整）
○古川教育長 それでは、次回の教育委員会定
例会の開催日時は、令和２年９月 24 日の木曜
日 15 時といたします。14 時から学校訪問の予
定で 15 時から定例会の予定とさせていただき
ます。
以上をもちまして、泉南市教育委員会令和２
年第８回定例会を閉会いたします。
ありがとうございました。

署 名 （

）

（

）
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