
令和３年 第９回 多治見市教育委員会会議録 

（要点筆記） 

開催日時  令和３年８月 23日（月） 午後２時 25分 開議 

 

 

開催場所  多治見市役所駅北庁舎 ４階第３会議室 

 

出席委員 

教育長        渡邉哲郎 

教育長職務代理者   中澤香代 

委  員       大嶽和好 

委  員       加藤智章 

委  員       木下貴子 

        

欠席委員  なし 

 

教育委員会事務局・その他の機関の長等出欠表 

あらかじめ出席要請した管理職員 

出

欠 
補職名 氏名 

欠席 

理由 
 

出

欠 
補職名 氏名 

欠席 

理由 

出 副教育長 高橋光弘   出 教育推進課主幹 矢野隆彦  

出 教育次長 林 伸彦   出 

食育推進課長兼食

育センター場長 

兼養正小学校近接

校対応調理場長兼

昭和小学校近接校

対応調理場長 

水野浩則  

出 教育指導監 丸山 近   出 
課長（放課後児童健全

育成調整担当） 勝見祐子  

出 
教育総務課長兼文化

財保護センター所長 
河地孝彦       

出 教育研究所長 久野智治       

上表欠席職員の代理出席者：なし 

説明のため出席した者  ：教育総務課 課長代理 長谷部 茂 

教育推進課 課長代理 山田直子 

教育推進課 総括主査 南谷美和 

教育推進課 総括主査 田中 智 

教育相談室 課長代理 吉川卓男 

会議の傍聴人      ：なし 

会議を早退した者    ：なし 

会議の公開、非公開   ：一部非公開  
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付議番号 案  件  名 所管課 結果 

報第 14号 

令和２年度多治見市一般会計歳入歳出決算の

認定のうち教育に関する事務に係る部分につ

いて 

教育総務課 

教育推進課 

食育推進課 

教育研究所 

原案承認 

報第 15号 

令和３年度多治見市一般会計補正予算（第５

号）のうち教育に関する事務に係る部分につ

いて 

教育総務課 

教育推進課 

教育研究所 

原案承認 

報第 16号 
多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条

例の一部を改正するについて 
子ども支援課 原案承認 

報第 17号 多治見市教育委員会委員の任命について 教育総務課 原案承認 

報第 18号 

令和２(2020)年度多治見市教育委員会の事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価に関す

る報告書について 

教育推進課 原案承認 

報第 19号 

多治見市放課後児童支援員キャリアアップ処

遇改善事業補助金交付要綱の一部改正につい

て 

教育推進課 原案承認 

報第 20号 
多治見市児童生徒インターネット環境整備助

成金交付要綱を制定するについて 
教育推進課 原案承認 
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開  会  午後２時 25分 渡邉教育長が本日の委員会会議の開会を宣言 

議  事 

渡邉教育長 日程第１、本会議の公開又は非公開の決定について、事務局に説明を求め

る。 

事務局 本日の会議については、報第 17 号 多治見市教育委員会委員の任命について

は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第７項の「人事・その

他の事件」に該当するため、多治見市教育委員会会議規則第 10 条の規定によ

り非公開と決定することについて、審議願う。 

渡邉教育長 事務局の説明のとおり、報第 17 号 多治見市教育委員会委員の任命について

は、非公開と決定することについて、異議はないか。 

各委員 異議なし。 

渡邉教育長 異議がないので、報第 17 号 多治見市教育委員会委員の任命については、非

公開と決定する。 

  

 報第 14号 公開 

渡邉教育長 令和２年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定のうち教育に関する事務に

係る部分について、事務局に説明を求める。 

河地教育総務課長

兼文化財保護セン

ター所長 

（報第 14 号 令和２年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定のうち教育に

関する事務に係る部分について、資料により説明。） 

渡邉教育長 何か質問はないか。 

中澤委員 表記中で「〇」と「●」の違いは何か。 

 「●」は、令和元年度中にできなかった事業について、令和２年度に繰り越

した事業である。 

加藤委員 南姫地域では一貫教育としてどのようなことを行っているのか。 

高橋副教育長 例えば、中学校の体育祭を地域と共同で行っている。 

渡邉教育長 姫校区は、笠原校区をモデルに研究を行っている 

木下委員 ＩＣＴの関係で、タブレット端末については、ひとり１台の配布は完了して

いるか。 

河地教育総務課長

兼文化財保護セン

ター所長 

全ての児童生徒に対して、配布が完了しており、使える状態になっている。 

木下委員 教室のディスプレイの設置状況はどのようか。 

河地教育総務課長

兼文化財保護セン

ター所長 

昨年度までに小中学校の普通教室に全て配備が完了している。今年度は特別

教室について、各学校１台の配備を予定している。 

渡邉教育長 他に質問はないか。 

各委員 なし。 

渡邉教育長 質問がないので、「異議なし」として報第 14号を原案どおり承認してよいか。 
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各委員 異議なし。 

渡邉教育長 では、報第 14 号 令和２年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定のうち教

育に関する事務に係る部分について、原案どおり承認することとする。 

  

 報第 15号 公開 

渡邉教育長 令和３年度多治見市一般会計補正予算（第５号）のうち教育に関する事務に

係る部分について、事務局に説明を求める。 

 （報第 15 号 令和３年度多治見市一般会計補正予算（第５号）のうち教育に

関する事務に係る部分について、資料により説明。） 

渡邉教育長 何か質問はないか。 

木下委員 著作物を資料として配布することについて、どのように行っているか。 

久野教育研究所

長 

今までは教科書をコピーして配布することを行っており、著作権上もそれは

認められていた。タブレットが配布されたことで、資料配布が効率的になっ

た。今まではインターネット経由でそのようなことをする場合は、ひとつひ

とつ許諾を取る必要があったが、法改正でその必要はなくなった。 

中澤委員 インターネット検索の制限はどのようか。 

久野教育研究所

長 

初めから、閲覧しない方が良いサイトと考えられるものについては、閲覧で

きないようにしているが、学校現場からの意見を聴いて、その都度対応して

いる。 

渡邉教育長 他に質問はないか。 

各委員 なし。 

渡邉教育長 質問がないので、「異議なし」として報第 15号を原案どおり承認してよいか。 

各委員 異議なし。 

渡邉教育長 では、報第 15 号 令和３年度多治見市一般会計補正予算（第５号）のうち教

育に関する事務に係る部分について、原案どおり承認することとする。 

  

 報第 16号 公開 

渡邉教育長 多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて、

事務局に説明を求める。 

勝見課長（放課

後児童健全育成

調整担当） 

（報第 16 号 多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

るについて、資料により説明。） 

渡邉教育長 何か質問はないか。 

各委員 なし。 

渡邉教育長 質問がないので、「異議なし」として報第 16号を原案どおり承認してよいか。 

各委員 異議なし。 

渡邉教育長 では、報第 16 号 多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改
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正するについて、原案どおり承認することとする。 

  

 報第 17号 非公開 

  

 報第 18号 公開 

渡邉教育長 令和２(2020)年度多治見市教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価に関する報告書について、事務局に説明を求める。 

林教育次長 

山田課長代理 

（報第 18 号 令和２(2020)年度多治見市教育委員会の事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価に関する報告書について、資料により説明。） 

渡邉教育長 何か質問はないか。 

中澤委員 スクールサポートスタッフは、現場にとってはありがたい存在だと思うが、

何か現場から意見は上がってきているか。 

高橋副教育長 消毒作業や、タブレット端末の更新時のラベル貼り等も手伝ってもらってお

り、助かっているという意見がある。 

中澤委員 スクールサポートスタッフの勤務体系はどのようか。 

山田課長代理 所属する学校が決まっていて、毎日３時間、週５日間が基本の勤務体系であ

る。 

渡邉教育長 他に質問はないか。 

各委員 なし。 

渡邉教育長 質問がないので、「異議なし」として報第 18号を原案どおり承認してよいか。 

各委員 異議なし。 

渡邉教育長 では、報第 18 号 令和２(2020)年度多治見市教育委員会の事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価に関する報告書について、原案どおり承認すること

とする。 

  

 報第 19号 公開 

渡邉教育長 多治見市放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付要綱の一

部改正について、事務局に説明を求める。 

林教育次長 

 

（報第 19 号 多治見市放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金

交付要綱の一部改正について、資料により説明。） 

渡邉教育長 何か質問はないか。 

各委員 なし。 

渡邉教育長 質問がないので、「異議なし」として報第 19号を原案どおり承認してよいか。 

各委員 異議なし。 

渡邉教育長 では、報第 19 号 多治見市放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補

助金交付要綱の一部改正について、原案どおり承認することとする。 
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 報第 20号 公開 

渡邉教育長 多治見市児童生徒インターネット環境整備助成金交付要綱を制定するについ

て、事務局に説明を求める。 

林教育次長 （報第 20 号 多治見市児童生徒インターネット環境整備助成金交付要綱を制

定するについて、資料により説明。） 

渡邉教育長 何か質問はないか。 

木下委員 対象となる世帯はどれくらいか。また、申請手続きはどのようか。 

南谷総括主査 対象となる世帯はおよそ 50 世帯と考えている。学校を通じて制度の内容を周

知している。 

中澤委員 不交付になるのは、どのような場合が想定されるか。来年の新入生の対応は

どのようか。 

南谷総括主査 申請者が別世帯の祖母の名前になっている場合等が想定される。新１年生に

も申請してもらえるような制度になっている。 

渡邉教育長 他に質問はないか。 

各委員 なし。 

渡邉教育長 質問がないので、「異議なし」として報第 20号を原案どおり承認してよいか。 

各委員 異議なし。 

渡邉教育長 では、報第 20 号 多治見市児童生徒インターネット環境整備助成金交付要綱

を制定するについて、原案どおり承認することとする。 

  

渡邉教育長 それでは、教育委員会会議の令和３年 12 月定例会の開催日程について調整す

る。 

渡邉教育長 令和３年 12月 21日（火）とする。 

渡邉教育長 これにて令和３年第９回教育委員会会議を閉会とする。 

閉  会 午後３時２０分 

 

令和３年第９回多治見市教育委員会会議の顛末をここに記し、会議録を作成した。 

 

令和３年８月 23日 

 

 多治見市教育委員会事務局 教育総務課 

 

 


