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第２６号議案

専決処分の承認について（併任発令）

第２７号議案

大村市社会教育委員の委嘱について

第２８号議案

専決処分の承認について（招致外国語指導助手任用規則の一部改正）

《協議・報告事項》
（１）大村市教育委員会の管理に属する公の施設の使用料の減免及び返還の基準に関
する規則の一部を改正する規則について
（２）「第２次大村市子ども読書活動推進計画」の策定について
（３）学校における新型コロナウイルス感染拡大防止について
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４

議事録

教育長

渡邊委員

ただいまから、令和２年４月の教育委員会定例会を開会いたします。
嶋崎委員から欠席の連絡があっておりますが、本日の会議は、定足数
に達しております。
会議に先立ちまして、委員の皆様にお諮りいたします。
職務代理者についてですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第１３条第２項の規定により、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠
けたときに、その職務を務める教育長の職務代理者は、あらかじめ教育委
員のなかから教育長が指名することとなっています。新教育委員会制度に
なってからそのようになっております。以前は、教育委員長は互選によっ
て選ばれておりました。職務代理者は教育長の指名となっておりますの
で、私のほうから指名させていただきます。
佐古委員には平成３０年１０月から職務代理者をお願いしておりまし
た。私としましては、委員の皆さんに是非１回は経験していただきたいと
考えています。今年度は長年務めていただいております、渡邊委員にお願
いしたいと思っております。渡邊委員、いかがでしょうか。
務めさせていただきます。

教育長

渡邊委員、よろしくお願いいたします。
職務代理者となった場合、事務手続き等については、教育次長、それか
ら教育政策監もおりますので、支障のないように出来ると思います。事務
関係につきましては、我々教育委員会で全力を挙げて行っていきます。そ
れでは職務代理者については、渡邊委員にお願いしたいと思います。よろ
しくお願いいたします。
次に工場設置審議会の委員についての推薦依頼があっておりますが、い
かがいたしましょうか。現在、佐古委員にお願いしております。よろしけ
れば引き続きお願いしたいと思っております。
佐古委員、昨年度は開催されましたでしょうか。

佐古委員

ありませんでした。規模の大きい工場が設置される時に開催されるそう
ですので。

教育長

それでは引き続き、佐古委員にお願いすることでよろしいでしょうか。

全委員

はい。

教育長

それでは、佐古委員に工場設置審議会の委員をお願いします。令和２年
度の委員の皆様の役割分担は、渡邊委員に職務代理者、中嶋委員に民生委
員推薦会、嶋崎委員は今のところありません、前田委員に教委連の理事を
お願いすることとなります。よろしくお願いいたします。

教育長

議事日程１、前回会議録の承認を議題といたします。原案のとおり会議
録を承認することとしてよろしいでしょうか。

全委員

はい。

教育長

御異議ありませんので、承認することといたします。
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教育長

続きまして、議事日程２、教育長報告を行います。
前回、３月１１日水曜日の３月定例会以降でございますが、ほとんどの
行事が中止、延期になっております。３月１８日水曜日には新型コロナウ
イルス感染症対策本部会議が開催されました。これについては、県内でコ
ロナ感染者が１４名出ておりますけれども、それに付随したいろんな対策
や連携について話し合いました。それから、教育委員会といたしましては
３月２３日月曜日に大村市新型コロナウイルス感染症学校対策協議会を開
催しております。メンバーとしまして、医師会の代表、大村・東彼薬剤師
会の代表、それから各幼稚園、小学校、中学校、高校までの校長会の代
表、福祉保健部、こども未来部の部長等が一堂に会し、新学期が始まる前
に学校を再開をできるかどうか、専門的な知見を得たところです。薬剤師
会からは次亜塩素酸水の効能と使い方、対角線上で開ける換気の問題な
ど。学校再開に向けてのこうしたところを注意したほうがいいといったも
のでした。年度初めに行います子どもたちの健康診断について、医師会を
中心とした見解を述べられて、結果的に９月に延ばして子どもたちの健康
診断を行うことになりました。文科省からも法的には４月に実施しなけれ
ばならないが、今年は柔軟にとらえて、健康診断を実施するということ
で、これは９月以降、児童生徒の個々の健康診断については医師会の再度
お願いするということになりました。この委員会は新学期になってまた開
催するということで意義はありませんでした。
一つずつリスクを少なくして、三つの密それからいろんなリスク対策、
エチケットマスク、手洗いの励行、それから、消毒液ですね。そういうも
のを揃えることで、再開は可能であるということで、専門会議で御承認い
ただいて、新学期に向けてスタートしたところでございます。それについ
ては後ほど、学校教育課から報告があると思いますのでよろしくお願いい
たします。それから、３月２３日月曜日は、臨時教育委員会を開催いたし
ました。以上でございます。
各委員から何か報告はございませんか。
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中嶋委員

市町村教委連の監査についてですが、４月３日金曜日１４時から諫早市
役所本館７階で会計監査をして参りました。この時ハプニングがあり、会
計監査は２人ですが、もう一人の方が来られませんでした。それで、事務
局の池田先生が連絡されたのですが、理事会を中止するという連絡がその
時に来ていたので、監査も中止だと思われていたそうで、結局その日はお
見えになりませんでした。その日は私 1 人で監査をいたしまして、令和元
年度の収支決算書、決算資料、市町負担金一覧、出納簿、会計名義通帳、
収支内訳、支出命令書、領収書等を厳しく監査をして参りました。結果的
に、収入が２，３１４，３５６円、支出が１，７５９，１８６円、今年度
の繰越が５５５，１７０円でした。実に見事にまとめておられ、文句のつ
けようがございませんでした。理事会に報告しなければいけないというこ
とになっておりますが、理事会が中止になり、理事の方々にまだ報告はし
ていないということでした。それから、市町村教育委員会連合会総会・合
同研修会が今のところ５月１９日に予定されていますが、まだはっきりし
ていませんね。県の退職校長会も５月中旬に総会が予定されていました
が、これも完全に中止になりました。５月の会議というのは、すべて中止
となっていますので、多分これも流れる可能性があるんじゃないかなと思
っております。それから、１１月５日と６日の五島での研修会については
コロナ次第だと思いますが、一応予定をされています。そういう状況でご
ざいました。以上です。

ありがとうございました。御苦労様でございました。
他の委員から報告はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、議事日程３、第２６号議案を議題とします。
教育長
事務局の説明を求めます。
第２６号議案、専決処分についてでございます。長崎県立長崎図書館職
員に対しての令和２年４月１日付併任発令について、大村市教育委員会教
育長に対する事務委任規則第２条の規定により、別紙のとおり専決処分し
たので、委員会の承認を求めるものでございます。
教育総務課長
ミライｏｎ図書館については、県と市が連携して行う業務を円滑に処理
するため、昨年４月から長崎県立長崎図書館職員に対して併任発令を行っ
ております。令和２年４月１日付け県職員の人事異動に伴いまして、次の
ページの辞令簿にありますように、発令を行ったものでございます。説明
は以上です。御承認のほどよろしくお願いいたします。
ただいま第２６号議案について説明がありましたが、御質問ありません
教育長
か。
中嶋委員
昨年度と人数は変わっているのでしょうか。
先ほど、教育総務課長が申し上げました辞令簿を見ていただきますと、
上のほうが新たに併任する職員でございまして、８人でございます。下の
教育次長
ほうの５人の方が併任を解く方でございます。県立図書館の職員は３人増
員されております。以上でございます。
教育長

教育長
教育次長

参考までに市の職員のほうもお願いします。
市の職員につきましても、４月１日付で１名増員を図ったところでござ
います。

- 4 -

教育長

県が３名、市が１名、合計４名増員されています。１０月から開館しま
したが、かなり大変のようで遅くまで頑張っているようです。県のほうも
了解したうえで増員したということです。県の池松教育長にお会いした時
もそういうふうなことで、増員して運営をうまくいくようにとのことでし
た。他に御質問ございませんか。

全委員

ありません。

教育長

それでは、質疑を終結します。御意見等あればお願いいたします。

教育長

採決します。第２６号議案について、原案のとおり承認することに御異
議ありませんか。

全委員

ありません。

教育長

御異議ありませんので、原案のとおり承認することとします。
続きまして第２７号議案を議題とします。事務局の説明を求めます。

第２７号議案、大村市社会教育委員の委嘱についてでございます。
社会教育法第１５条第 1 項の規定により、大村市社会教育委員の委嘱に
ついて、教育委員会の審議を求めるものでございます。
委員の氏名等は、資料に記載のとおりでございます。大村市社会教育委
員条例第２条第 1 項の規定では、委員は学校教育及び社会教育の関係者、
家庭教育の向上に資する活動を行うもの、学識経験のあるもののうちか
ら、教育委員会が委嘱するとされております。
社会教育課長
今回、学校教育関係者で大村市校長会から推薦をいただいておりました
放虎原小学校の香田公裕委員から退任の申し出がありましたので、その後
任として新たに校長会から推薦をいただきました大村小学校校長中嶋邦治
氏を委員として委嘱するものでございます。
委員の任期は、大村市社会教育委員条例第２条第４項の規定により、欠
員が生じた場合の任期は前任者の残任期間となっているため、令和２年４
月１６日から令和３年５月２３日までとなっております。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
教育長

ただいま第２７号議案について説明がありましたが、御質問ありません
か。

教育長

令和２年度になって校長会の役員が変わっていますが、御存知でしょう
か。校長会の役員について、説明をお願いします。

校長会の長は、先ほど御紹介がありました、大村小学校の中嶋邦治校
学校教育課長 長、副会長は西大村中学校の本多修司校長と三城小学校の一瀬研吾校長、
事務局は旭が丘小学校の角野良介校長です。以上でございます。
教育長

校長会の会長が変わりましたので、社会教育委員を校長会会長に充てて
おられるようですので、交代されるということになります。

教育長

御質問のなければ終結いたします。御意見はございませんか。
それでは採決します。第２７号議案について、原案どおり決定すること
に御異議ありませんか。

全委員

ありません。

教育長

御異議ありませんので原案のとおり決定することととします。
次に、第２８号議案を議題とします。事務局の説明を求めます。
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第２８号議案、専決処分の承認についてでございます。大村市教育委員
会招致外国語指導助手任用規則の一部を改正する規則について、緊急を要
するため大村市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条の規定によ
り、別紙のとおり専決処分したので、委員会の承認を求めるのでございま
す。内容について説明いたします。７ページの新旧対照表を御覧くださ
い。改正の理由としましては、令和２年４月１日から施行されます地方公
務員法の改正により、会計年度任用職員制度が導入されますので、ＡＬＴ
の現行の規則の見直し、修正を行う必要が出てきたということでございま
す。
主な変更点でございますが、第１条ＡＬＴの勤務については、地方公務
員法が適用されることになり、第２条でＡＬＴの身分は会計年度任用職員
となるということです。これは大村市役所のパート職員も会計年度任用職
学校教育課長
員になりますので、身分は同様の扱いをするということになります。次の
ページ、報酬及びその計算についてですが、会計年度任用職員は通常時給
で期末手当等を支給されるところですが、ＡＬＴについては、従来どおり
月給制で、期末手当は支給しないということになっております。第８条
は、通勤手当についてございます。会計年度任用職員は通常通勤手当を支
給されますが、ＡＬＴについては支給されないということを明記しており
ます。資料１４ページをお願いします。第１５条、副業や兼業はこれまで
原則禁止になっておりましたが、会計年度任用職員となるということで、
認められるということになります。全体的にいくつか削除をしております
が、これは会計年度任用職員と同じような扱いだということで、大村市の
規則で定められておりますので、ＡＬＴの特別な規程からは削除したとい
うことになります。説明は以上でございます。
ただいま第２８号議案について説明がありましたが、御質問ありません
か。
渡邊委員
ＡＬＴの兼業については、出来るということになったのですね。
兼業出来るということになりました。例えば、昼間に学校でＡＬＴとし
学校教育課長 て子どもたちと触れ合うＡＬＴとしての業務を行います。夜、例えば英語
の塾などで講師をすることも可能にはなります。
よろしいでしょうか。ＡＬＴの給料の体系についてはクレアという中央
教育長
の組織がございまして、その規程を準用されたもので運用されておりま
す。
教育長

学校教育課長
教育長

服務規程等は大村市の会計年度任用職員に準じて適用するということに
なります。
よろしいでしょうか。

教育長

御質問がありませんので終結しまして、御意見がありましたらお願いい
たします。

教育長

それでは、終結いたします。採決します。第２８号議案について原案の
とおり承認することに御異議ありませんか。

全委員

はい。

教育長

御異議ありませんので、原案のとおり承認することといたします。
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◎自由討論

なし

◎協議報告事項
（１）大村市教育委員会の管理に属する公の施設の使用料の減免及び返還の基準に関
する規則の一部を改正する規則について、社会教育課長から説明があった。
（２）「第２次大村市子ども読書活動推進計画」の策定について、図書館長から説明が
あった。
（３）学校における新型コロナウイルス感染拡大防止について、学校教育課長から説
明があった。
５月定例教育委員会
５月２７日（水） １５時３０分から
これをもちまして令和２年４月教育委員会定例会を終了します。
教育長
１５時３０分
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