
平成 30年 第 12回 多治見市教育委員会会議録 

（要点筆記） 

開催日時  平成 30年 11月 14日（水） 午後２時 00分 開議 

 

 

開催場所  多治見市役所駅北庁舎 ４階災害対策本部室 

 

出席委員 

教育長        渡辺哲郎 

教育長職務代理者   木下貴子 

委  員       中澤香代 

委  員       前田市朗 

委  員       大嶽和好 

 

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 鈴木稔朗   出 
大畑調理場長兼

共栄調理場長 
谷口幹夫  

出 教育次長 木股一郎   欠 
放課後児童健全育成

事業調整担当課長 
伊藤香代 

別会議の

ため。 

出 
教育総務課長兼文化

財保護センター所長 
佐藤秀樹       

出 教育推進課主幹 東山学史       

出 教育研究所長 熊﨑健一       

上表欠席職員の代理出席者：なし 

説明のため出席した者  ：大前教育推進課課長代理 

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   ：公開 
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付議事件

付議番号 案　　　件　　　名 所管課 結　果

議第65号
多治見市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一
部を改正するについて

人事課 原案承認

議第66号
多治見市職員の給与に関する条例等の一部を改正す
るについて

人事課 原案承認

議第67号
平成30年度多治見市一般会計補正予算（第３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 原案承認

議第68号
平成30年度多治見市一般会計補正予算（第４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 原案承認
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開  会  午後２時 00分 教育長が本日の委員会会議の開会を宣言 

議  事 

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、公開することについて、審議願う。 

教育長 事務局の説明のとおり公開とすることに異議はないか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議がないので、公開とすることに決する。 

  

 議第 65号 公開 

教育長 それでは、日程第２、議第 65 号 多治見市常勤の特別職職員の給与に関する

条例の一部を改正するについて、事務局に説明を求める。 

佐藤教育総務課長 多治見市常勤の特別職職員の給与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。 

教育長 他に質問はあるか。なければ「異議なし」として、原案どおり承認してよい

か。 

各委員 よい。 

教育長 では、議第 65 号 多治見市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改

正するについて、原案どおり承認することとする。 

  

 議第 66号 公開 

教育長 それでは、日程第３、議第 66 号 多治見市職員の給与に関する条例等の一部

を改正するについて、事務局に説明を求める。 

佐藤教育総務課長 多治見市職員の給与に関する条例等の一部を改正するについて、資料により

説明。 

教育長 何か質問はあるか。 

前田委員 任期付研究員の条例改正があるが、任期付研究員はいるのか。 

佐藤教育総務課長 現在はいない。任期付研究員の想定は、陶磁器意匠研究所の研究員である。 

木下委員 人事院勧告に基づく対応は毎年、行っているのか。 

佐藤教育総務課長 給与について、民間と較差があるときに対応している。人事院勧告により給

料を増額する年もあれば、減額となる年もある。 

教育長 他に質問はあるか。なければ「異議なし」として、原案どおり承認してよい

か。 

各委員 よい。 

教育長 では、議第 66 号 多治見市職員の給与に関する条例等の一部を改正するにつ

いて、原案どおり承認することとする。 
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 議第 67号 公開 

教育長 それでは、日程第４、議第 67 号 平成 30 年度多治見市一般会計補正予算

（第３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。 

佐藤教育総務課長 平成 30 年度多治見市一般会計補正予算（第３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。 

教育長 何か質問はあるか。 

前田委員 エアコン設置について、幼稚園・保育園はどうなっているか。 

佐藤教育総務課長 保育園は、平成 30 年度内に設置する予定である。幼稚園は 12 月議会で工事

予算を計上している。 

中澤委員 プレハブ校舎をどうするのか。 

佐藤教育総務課長 プレハブの教室はエアコンを設置している。 

中澤委員 小泉小学校の建替えに伴うプレハブ校舎のエアコンはどうなるか。 

佐藤教育総務課長 プレハブ校舎はレンタルであり、エアコンも含まれる。プレハブ校舎のエア

コンはレンタルが終了すれば、返還することになる。 

前田委員 エアコンの熱源はどうなるか。冬場も使うのか。何か有資格者を置く必要が

あるか。 

佐藤教育総務課長 全てガスの予定である。半分は都市ガス、半分はＬＰガスになる。エアコン

は冬場も使うことになるが、現在、学校ではＦＦ暖房機を使っている。この

暖房機が壊れたら、エアコンを使うことになる。特定の有資格者を置く必要

はない。 

木下委員 学童にエアコンは設置されているか。 

佐藤教育総務課長 設置されている。 

中澤委員 一部の学童でエアコンの調子が悪いと聞くが現状はどうか。 

佐藤教育総務課長 必要に応じて修理などの対応をしている。 

教育長 他に質問はあるか。なければ「異議なし」として、原案どおり承認してよい

か。 

各委員 よい。 

教育長 では、議第 67 号 平成 30 年度多治見市一般会計補正予算（第３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。 

  

 議第 68号 公開 

教育長 それでは、日程第５、議第 68 号 平成 30 年度多治見市一般会計補正予算

（第４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。 

佐藤教育総務課長 平成 30 年度多治見市一般会計補正予算（第４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。 

教育長 何か質問はあるか。 
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木下委員 特別支援教室の備品購入とあるが、備品はどのような物があるか。 

佐藤教育総務課長 机、オルガンなど必要に応じて購入している。 

中澤委員 中学校の特別支援教室は以前からあったか。 

鈴木副教育長 以前からある。 

中澤委員 特別支援教室の人数は増加しているか。 

鈴木副教育長 増加している。 

中澤委員 債務負担行為でＡＬＴの予算があるが、ＡＬＴは何人か。 

大前教育推進課課

長代理 

合計９人となる。 

中澤委員 ＡＬＴは固定の学校を担当するのか。 

大前教育推進課課

長代理 

固定の学校を担当する。 

教育長 他に質問はあるか。なければ「異議なし」として、原案どおり承認してよい

か。 

各委員 よい。 

教育長 では、議第 68 号 平成 30 年度多治見市一般会計補正予算（第４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。 

  

教育長 それでは、教育委員会会議の４月の開催日程について図る。 

教育長 ４月 24日（水）とする。 

教育長 これにて平成 30年第 12回教育委員会会議を閉会とする。 

  

閉  会 午後３時 00分 

  

  

  

  

  

  

 

 


