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島本町教育委員会 会議録（令和元年第７回 定例会） 

日 時 
令和元年６月６日（月） 

 午前９時３０分～午前１０時３０分 

場 所 島本町役場 地階 第五会議室 

出 席 者 持田教育長、藤田教育委員、西山教育委員、森田教育委員 

岡本部長、安藤次長兼教育総務課長、川畑次長 

（教育総務課）小路主査 

（教育推進課）川口課長 

（子育て支援課）南田課長 

（生涯学習課）奥野課長 

委 員 及 び 

事 務 局 職 員 

欠 席 者 髙岡教育委員 

委 員 

議 題 及 び 

議 事 の 趣 旨 

第２１号議案  島本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について 

第２２号議案  令和元年度教育費補正予算（案）について 

第２３号議案  工事請負契約の締結について 

第１０号報告  島本町立小・中学校結核対策委員会委員の委嘱の臨時代理

について 

議 決 事 項 第２１号議案、第２２号議案、第２３号議案 

教 育 長 の 

報 告 の 要 旨 
別紙議事録のとおり 

そ の 他 傍聴者１名 
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教育長       本日髙岡教育委員から島本町教育委員会会議規則第３条第３項の規

定に基づき、欠席する旨の届出がありましたので、出席者は４名です。 

定足数を満たしておりますので令和元年第７回教育委員会定例会を

開会いたします。 

       お諮りします。会議録署名委員は島本町教育委員会会議規則第１７

条の規定により、藤田教育委員に決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、会議録署名委員は、藤田教育

委員に決定いたしました。 

          よろしくお願いいたします。 

       それでは、第２１号議案「島本町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。事

務局の説明を求めます。 

子育て支援課長   それでは、第２１号議案「島本町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正について」、ご説明申しあげます。 

          資料の１ページをご覧ください。 

          まず、改正理由でございますが、国基準の一部改正に伴って、所要

の改正を行うものでございます。 

          次に、改正内容でございます。主に、４点ございます。 

まず、１点目といたしましては、家庭的保育事業者等による卒園後

の受皿の提供を行う連携施設につきまして、一定の条件の下、当該連

携施設の確保を不要とするものでございます。 

次に、２点目といたしましては、満３歳以上の児童を受け入れてい

る保育所型事業所内保育事業所につきまして、卒園後の受皿の提供を

行う連携施設の確保を不要とするものでございます。 

次に、３点目といたしましては、家庭的保育者の居宅以外の場所で

保育を提供している家庭的保育事業者につきまして、平成２７年４月

１日から５年間は自園調理の原則を適用しないことができることとし

ているところ、その経過措置期間を、自園調理への移行に向けた努力

義務を課しつつ、５年延長し、全体で１０年間とするものでございま

す。 

次に、４点目といたしましては、家庭的保育事業者等につきまして、
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平成２７年４月１日から５年間は連携施設を確保しないことができる

こととしているところ、その経過措置期間を５年延長し、全体で１０

年間とするものでございます。 

その他、文言整理につきましても、併せて行うものでございます。 

最後に、施行期日は、公布の日でございます。 

          以上、大変簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議いただきご可決賜りますよう、お願いいたします。 

教育長       これより本案に対する質疑を行います。質問がある方は挙手をお願

いいたします。 

教育委員      本改正は、国基準が一部改正されたということに伴う改正で間違い

ないでしょうか。内容について、家庭的保育事業者による卒園後の受

け皿の提供とありますが、もう少し詳しくご説明いただきたいと思い

ます。 

子育て支援課長   今回の改正の元になりました国基準の改正といいますのが、省令の

改正でございまして、もともと家庭的保育事業等の事業者においては、

連携施設の確保が必須となっているところですが、これを今回の改正

でも、一部規制緩和なり、経過措置期間の延長を行うものです。３点

目の、家庭的保育者の居宅以外の場所で保育を提供している家庭的保

育事業者が、今回対象となりますけれども、昨年の改正では、家庭的

保育者の居宅で保育を提供している家庭的保育事業者を対象とする同

様の改正が行われております。今回はさらにその対象を拡張するもの

です。 

          また、卒園後の受け皿について、小規模保育事業所を含みます家庭

的保育事業者は、０～２歳児が入所対象となるため、卒園は３歳児に

なるときということですが、その際に行き先を確保することが必須と

なっていますが、これについての一定の規制緩和が今回図られたもの

でございます。 

教育委員      第４７条第２項に、町長が適当と認めるものについては、卒園後の

受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とするもの、とありますが、

この文言の意味は、現在提供を行う連携施設があるので不要というこ

とですか。 

子育て支援課長   ここで書かれております満３歳以上の児童を受け入れている保育所
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型事業所内保育事業所といいますのが、利用定員が２０名以上の事業

所内保育事業所、保育所型と呼んで類型化されているわけですけれど

も、こちらにつきましては、事故の施設におきまして３歳以上の子ど

もに、保育の提供が可能ということで、通常のいわゆる認可保育所等

への連携が不要とするという内容でございます。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

  第２２号議案「令和元年度教育費補正予算(案)について」を議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

次長兼教育総務課長  それでは令和元年度教育費補正予算(案)につきまして、ご説明申し

あげます。資料をご覧ください。 

          １ページ目の歳出でございます。款）教育費、項）小学校費、目）

学校管理費の３，５００万５，０００円の増額につきましては、第三

小学校施設整備に伴うものでございます。 

島本町内の町立学校につきましては、第三小学校以外の耐震工事は

全て終了しており、残すは第三小学校の３つある棟のうちの、Ａ棟の

みが未耐震という形になっております。これまでの事業の概要と経緯

としまして、平成２１年度に行った耐震診断の結果に基づき、Ｂ棟と

Ｃ棟の耐震補強工事を行い、Ａ棟については建替えをするということ

で、事業を進めております。特に平成２６年度に基本構想を策定し、

その後、平成２７年度にパブリックコメントを行った後に、Ａ棟につ

いては建替え、Ｂ棟、Ｃ棟については耐震補強を行うということで進

めております。この基本構想の段階では、第三小学校の耐震化と併せ

てグラウンドに第四保育所を併設で整備をするという計画でしたが、
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平成２８年度に実施設計を行った際に、条件等勘案したところ、第四

保育所を学校の敷地内で整備をするというのは困難であるということ

で、第三小学校のみの整備ということになりました。平成２９年度に

入りましてＢ棟とＣ棟の耐震補強を行っております。その後、平成３

０年度から今現時点で、当初は、仮設校舎はなしで整備をするという

形で計画はしておりましたが、実施設計を経たのちに、教育環境を考

慮した結果、仮設校舎を設置しＡ棟を建替えるということで事業を進

めているところでございます。今回６月の定例会議のほうに、仮設校

舎の賃借料と、Ａ棟の建替えに伴う工事費、それに伴う工事監理費の

算出をいたしまして、予算計上してまいりますので、今回議案として

提出させていただいたところでございます。主な整備内容については、

今現在のＡ棟の反対側である道路側のほうへ移っていくような形での

建替えとなります。この建替えの内容ですが、給食室、図工室、保健

室、家庭科室、音楽室などの特別教室になっております。Ｂ棟、Ｃ棟

は、通常の教室と学童や支援教室があるものでございます。運用とし

ては、通常の授業については仮設校舎で授業を受けていただき、特別

教室を利用する際は、現在のＡ棟を通過し授業を受けに行っていただ

くよう、現在学校とは調整しております。給食につきましては、今現

在Ａ棟１階が給食室になっており、調理したものを仮設校舎のほうへ

運搬すると、子供たちの運搬の負担や、雨天時の対応などがあること

から、現在の校舎の中で食べていただくということで、学校と調整し

ております。当然給食時間中、工事は中断しながら進めていく方向で

考えているところです。 

 予算要求額といたしまして、歳入のほうは国の交付金を１億６，２

００万円の見込んでおり、事業としては３か年度かけて実施していく

ことになりますので、Ａ棟の建替えとして１６億４，２３０万円、工

事管理費として３，１８９万２,０００円、仮設校舎のリース料として

３億９，２５９万円、仮設校舎の設置に伴う電話の設置やＩＣＴ対応

用のＬＡＮケーブルの設置等が３２０万円、総予算としては２０億６，

９９８万２，０００円の予算を計上させていただく予定をしておりま

す。平成３０年度予算額は、国の交付金事務の関係上、前倒しで予算

案をあげたものでございまして、実際の工事内容等については、工事



6 

 

請負費として２，５９６万１,０００円、工事監理業務委託料として５

８４万４,０００円、電話やＩＣＴ対応として３２０万という形の予算

で、今回の補正予算としては、３，５００万５，０００円の予算計上

しております。 

今後は、当初予算として、令和２年度に約１６億、令和３年度に約

３億円という金額を計上する形になります。今後の工程については、

今回６月議会で、補正予算を計上させていただいて、可決された後に

Ａ棟建替の工事業者を決めてまいります。それから仮設校舎について

も、同時並行でリース業者を決定し、今年度中に設置をしていくとい

う流れで考えております。Ａ棟の建替工事については、金額が大きい

ため議会の契約同意が必要となりますので、これは１２月議会に契約

同意の議案を出させていただきたいと考えております。子供たちには、

令和２年度の新学期から仮設校舎のほうで授業を受けていただき、Ａ

棟の建設工事を令和２年中に一定の目途をつけたいと考えております。

その後、新Ａ棟建設後は、現Ａ棟の解体に着手し、解体後の外構工事

を含めて、令和３年度の一学期末までに完了させたいと思っておりま

して、最終的に児童が新しい校舎で全ての授業を受けていただくのは、

令和３年度の２学期からということで現在考えております。時期は業

者等決まった後にはなると思いますが、恐らく２学期のかかりぐらい

に、仮設校舎を解体していくという作業になるかなというふうに今の

ところは予定をさせていただいております。繰り返しになりますが、

この工程については当然、これから２、３年かけてやっていく事業に

なりますので、随時見直し等は入ってくるかと思いますが、大まかな

流れとしては、学期の区切などを大きな区切りとして工事を進めたい

なというふうに思っております。以上が第三小学校の施設整備事業の

ご説明となります。先ほど申した今回補正予算であげさせていただく

のは役務費の通信運搬料の電話使用料３０万、工事監理業務委託料５

８４万４,０００円、工事請負費２，８８６万１,０００円の合計３，

５００万５，０００円の予算計上となっております。また、債務負担

行為につきましては、令和３年度までの長期事業になりますので、そ

こまでの予算を組ませていただいているものでございます。 

          それでは２ページのほうをご覧ください。歳入の国庫支出金、国庫
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補助金、民生費国庫補助金、児童福祉費補助金、７３５万４,０００円

の増額につきましては、幼児教育保育の無償化の実施に伴うシステム

改修費用に対する補助金を見込んでおります。 

 それからその下の府支出金の府補助金、民生費府補助金、児童福祉

費補助金、１，２７３万３,０００円の増額につきましては、民間小規

模保育事業所整備事業に対する補助金を見込んでいるものでございま

す。 

          続きまして３ページをご覧ください。歳出でございます。目）児童

福祉総務費の７３５万４,０００円、それからその下の児童措置費の１，

４３２万５,０００円の増額補正につきましては、先ほど歳入でご説明

したものの支出分の見込額となっております。それから最下段の児童

福祉施設費の５，５５９万円の支出につきましては、ふれあいセンタ

ーへ第四保育所を移動させるための費用となっており、内訳といたし

ましては、消耗品費、必要な消耗品の購入として消耗品費が２０３万

３,０００円、それから警備業務の委託料として７３４万円、それから

システム使用料として４万４,０００円、それから備品購入費として、

２９６万５,０００円、改修費用として工事請負費、4，３２０万８，

０００円、合計７，７２６万９，０００円の歳出の増額補正となって

おります。 

          以上簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろ

しくご審議いただきご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

教育長       これより本案に対する質疑を行います。質問のある方は挙手をお願

いします。 

教育委員      第三小学校について、給食はＢ棟とＣ棟で食べるということでよろ

しかったですか。また、保護者の方への説明会や資料配布の時期が決

まっていましたら、教えていただければと思います。 

次長兼教育総務課長  給食につきましては、現在のＢ棟、Ｃ棟の教室で食べていただくと

いうことで予定をしております。 

保護者の方への説明ですが、現在、方法や時期を学校と相談させて

いただいているところです。ある程度説明できる内容がそろった段階

で、保護者の方が集まれる場所やタイミングを見計らってご説明させ

ていただくのが良いかと考えております。また、まずお便りを先に出
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させていただくという方法も考えております。今現在、時期は明確に

決めきれてないところはありますが、できるだけ情報発信というのは

積極的にさせていただきたいと考えております。 

教育委員      保護者の方から、施設の整備についてはどうなったのかというよう

なお声をいただいていますので、できるだけ早くご説明いただければ

と思っております。 

運動場のところに仮設校舎を設置するにあたっては、運動会はどの

ように実施するご予定でしょうか。 

教育委員      保護者への周知について、平成３０年１２月２１日に文書にて、令

和３年８月を目途に工事の完成を目指していきたいという今後のスケ

ジュールを、学校を通じて配布させていただきました。その際にも詳

細等については、今後随時お知らせさせていただきますということで、

ご案内させていただいておりますので、できるだけ我々も情報提供に

は務めてまいりたいというふうに考えております。 

また、運動会については、グラウンドの半分が仮設校舎で埋まるこ

とから、別の場所での実施とならざるをえないかと学校と話はさせて

いただいております。特に仮設校舎については、今年度中に設置をし

ていきますので、来年度については、年度当初からグラウンドは半分

という形になってしまいますので、スケジュールどおりにいけば、令

和２年度と令和３年度は、別の場所で実施することになるかと思って

います。令和３年度は運動会を秋に実施するという方法もあるかもし

れませんが、その場合、解体工事が９月までかかる予定ですので、工

事の進捗具合によっては間に合うかどうかがわからない部分もあるこ

とから、今のところは令和２年度と令和３年度については、別の場所

で運動会をやっていただくというのが現実的だと考えているところで

ございます。 

教育委員      債務負担行為の教育費の町立第三小学校施設整備事業に係る当該年

度以降の支出予定額１６億５,０００万について、工事に係る予算の一

部を先に債務負担で計上するということですか。 

また、この予算要求額は相当なものだと思いますが、この金額の内

訳をもう少し詳しくご説明いただけたらと思います。 

次長兼教育総務課長  議案資料１ページの下の債務負担行為のこの金額の内訳でございま
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すが、上段の第三小学校施設整備事業が、工事請負費と工事監理業務

委託料の合計額となっております。下段の仮設校舎賃借料というのが、

仮設校舎のリース料となっております。 

Ａ棟の建替工事請負費と工事監理業務委託料の合計額が総工事費で、

すでに平成３０年度に債務負担行為を行った２，４０３万９，０００

円を除いた額が、１６億５,０１５万３,０００円の金額になっており

ますので、２つの債務負担行為額を合計して、１６億７，４１９万２,

０００円が３か年度の事業費という形になります。なお、電話とＩＣ

Ｔ対応の費用は今年度中に実施いたしますので、債務負担行為額から

は除いております。債務負担は長期間にわたって事業をやるうちの支

出の分という意味合いを考えていただいたら、Ａ棟の建替工事分、Ａ

棟の建替工事管理業務分、それから仮設校舎賃借料の１６カ月分の債

務負担行為を組んでいるという予算になっております。 

          この事業については、委員のご心配のとおりかなり大きい金額の事

業費となりますことから、我々としましても種々検討させていただき

ましたが、必要なものや工法等も考えると、今現在予算にあげさせて

いただいている約１６億４,０００万円程度ぐらいは、どうしてもかか

ってまいります。また、当初、仮設校舎はない方向で考えていました

が工法としてコンクリート造になってまいりますと、大きな音が工事

期間中に発生することから、仮設校舎を別で設置をして授業を受けて

いただかないと支障が出るであろうという結論にいたりましたので、

仮設校舎の費用をあげさせていただいております。この仮設校舎の大

きさ、教室数、用途機能などを勘案していくと、約４億円近い仮設校

舎の費用というのが、今回出てきておりますので、現予算の段階にお

いては、これ以上経費を切り詰めるのは困難であるということで今回

予算案を計上させていただいている状況です。 

教育委員      冒頭のお話の中で、Ａ棟と仮校舎の解体工事費というのは、今後令

和２年度か３年度の予算に組み込むということですか。それともすで

に組み込まれているのですか。 

次長兼教育総務課長  仮設校舎の解体費用については、仮設校舎の賃借料の中に含まれて

おり、現在のＡ棟の解体工事費用については、Ａ棟の建替工事費用に

含まれております。そのため、改めてこの解体工事費を別で予算計上
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するということは考えておりません。解体工事の上で何か想定外のこ

とがあり、今の予算では対応できないということがない限りは、現工

事の建替工事費用と賃借料の中でそれぞれやっていただくということ

を今我々としては考えております。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。これより本案

に対しての討論を行います。 

教育委員      本事業については、予算額も大きいことですし、それなりに結果を

報告していただきつつ、子供たちに影響が余りないような工事方法で

進めていっていただきたいなと思います。 

教育委員      工事について説明される際に、可能であれば、資料だけではなくて、

本格的に工事が入っていく前の段階では、担任の先生から参観や懇談

の際に、一言かけていただくなどしていただくと保護者の方にとって

は、すごく入りやすい内容なんじゃないかなと思っておりますので、

検討いただければなと思います。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので可決することと決定いたしまし

た。 

それでは第１０号報告「島本町立小・中学校結核対策委員会委員の

委嘱の臨時代理について」を議題といたします。事務局の説明を求め

ます。 

次長兼教育総務課長  それでは島本町立小・中学校結核対策委員会委員の委嘱の臨時代理

につきまして、ご説明申しあげます。 
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          島本町立小・中学校結核対策委員会につきましては、町立小・中学

校における結核対策の充実をはかるために実地をする機関でございま

す。主に町立小・中学校における結核検診の実施の状況及び、結果を

把握し、精密検査の対象となる児童生徒の管理方針を検討しておりま

す。今回令和元年度精密検査の対象となる児童生徒の選定にあたりま

して、会議を開催する必要がありますことから、委員の委嘱を行うも

のでございます。本来ではあれば、事前に議案として提出すべきとこ

ろでございましたが、推薦手続等がおくれ、暇がなかったことから、

今回臨時代理とさせていただいておるところでございます。よろしく

ご承認いただきますよう、お願い申しあげます。 

          委員につきましては、参考資料として、委員名簿を添付させていた

だいておりますので、そちらをご覧ください。また委員の任命につき

ましては、そのさらに次のページに参考として添付しております規則

の抜粋のほうをご覧いただきまして、第２条の委員の構成については、

規則に基づき選定をさせていただいておるところでございます。まず

結核の専門家、または呼吸器系疾患の医師といたしましては、栗山隆

信医師を、また町立小・中学校の学校医、または高槻市医師会が推薦

するものといたしまして、中小路隆裕医師を、高槻市医師会からご推

薦をいただいております。また大阪府茨木保健所の長、または長が推

薦するものといたしまして、西田信子参事兼地域保健課長をご推薦い

ただいております。また町立小・中学校長といたしましては、第一小

学校の頼田校長が、また町立小・中学校の養護教諭といたしましては、

第二中学校の竹原先生が今年度の担当となっております。任期につき

ましては、同規則第３条の規定に基づき、令和２年３月３１日まで、

本年度までとなっております。以上簡単ではございますが、ご説明を

終わらせていただきます。よろしくご承認いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

教育長       ただいまの報告についてご質問、ご意見等はございませんでしょう

か。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

次長兼教育総務課長  当初ご案内させていただいておりました議案につきましては、この
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３件でございましたが、追加で１件議案をお願いしたいと思っており

ますので、今から資料のほうを配布させていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。 

（資料配布） 

次長兼教育総務課長  第２３号議案「工事請負契約の締結について」、ご説明申しあげます。

資料の１ページをご覧ください。今回工事請負契約の締結について、

工事概要としまして、町立第一小学校給食室改修工事でございます。

内容につきましては、給食室の改修工事ということで、第四小学校で

調理した給食を、第一小学校のほうで受け入れ、それを第一小学校の

児童に提供するというための、受け入れのための改修工事内容となっ

ております。工期につきましては、議会の議決日から令和元年の９月

３０日までとなっております。契約金額につきましては、５，７９９

万６，０００円で、契約業者は所在地が大阪市平野区瓜破東６丁目２

－６の株式会社ヘイワ代表取締役西野貴司でございます。契約方法は

指名競争入札で、契約保証金は履行保証証券の納付をいただく予定と

しておりますので島本町財務規則第１１７条第１号により免除とさせ

ていただいております。 

          続きまして資料の２ページをご覧ください。横長の図面になってお

りまして、斜線部が現在の給食室で、ちょうど正門から入ってすぐ正

面の場所で今現在給食を作っていますが、引き続きここで、受け入れ

態勢をとっていくということで計画をしております。各階改修平面図

の３階建てのうちの１階部分が給食室になっており、そこからリフト

で各階の配膳室に配膳していきますが、配膳に使用する代車が従来の

ものよりも大きくなることから、配膳室の出入口の間口を少し広げさ

せていただきます。続きまして４ページのほうをご覧ください。給食

室のほうの改修内容になっております。下が既存の平面図ということ

で、今現在の形状になっておりまして、上が改修の平面図ということ

で、１階の給食室で受け入れたものを、それぞれリフトで配膳室に配

膳し、児童が給食を食べた後に、食器等が返ってきたものを洗う洗浄

室があるという形状になっております。５ページの工程表をご覧くだ

さい。今回、予定価格が５，０００万円を超えておりますので、議会

で契約同意の議決が必要となりますが、契約同意を６月に可決いただ
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きましたら、工事の準備として１学期の間、準備を進めさせていただ

きたいと思っております。当然今現在もこの給食室では、給食調理を

行っておりますので、工事に取りかかるのは夏休みに入ってからとい

う形になりますので、工事については２学期が始まる８月の２６日ま

でに完了を目指してまいりたいと考えております。工程として９月い

っぱいまでを示していますが、外構の工事や書類作成を行う期間とし

て９月末までとさせていただいております。給食が２学期から提供で

きるように、遅れのないように、我々としても万全の準備をして、取

り組んでまいりたいというふうに考えております。 

          以上簡単ではございますが、ご説明を終わらせていただきます。よ

ろしく御審議いただき、ご可決賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

教育長       それではこれより本案に対する質疑を行います。質問のある方は挙

手をお願いします。 

教育委員      第一小学校の給食室の改修工事につきましては、今回は契約額が確

定した報告ということでよろしかったですか。 

次長兼教育総務課長  はい、第一小学校の給食室の改修工事の予算につきましては、当初

予算で計上をさせていただいております。この工事につきましては、

指名競争入札で入札をさせていただき、落札業者が決定しましたので、

契約には議会の議決が要するため、今回この教育委員会のほうにお諮

りをさせていただいているということでございます。 

教育委員      落札金額が当初予算額を少し上回ったということでよろしいでしょ

うか。 

次長兼教育総務課長  予算の中で入札の執行ということをやっていきますので、当初予算

よりも契約金額は下がった形にはなっております。 

教育委員      工事車両についてなんですけども、工事車両の出入り口もあるかと

思いますが、工事は夏休みの期間にはなると思いますが、水泳などで

多分水泳指導の期間は子供たちも出入りするかと思いますので、大き

な車両が来ると、かなり道も狭くなってしまうと思いますので、気を

つけていただきたいと思います。 

次長兼教育総務課長  委員がご懸念の点については、我々も同じようにしっかりと対策し

ていかなければならないと思っております。今回、議会で議決をいた
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だいて、工事業者が確定いたしました後に、業者と学校と打ち合わせ

をさせていただいて、当然安全管理には十分気をつけて工事のほうは

進めたいと思っております。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長      ご異議がないようでございますので可決することと決定いたしまし

た。以上をもちまして本日の議案、議事は、全て終了いたしました。

これをもちまして令和元年第７回教育委員会定例会を閉会いたします。 

 


