
碧南市教育委員会５月定例会議事日程表 

令和３年５月２７日（木） 

                        午後２時～  

                        碧南市役所 ５階 教育委員会室 

 
１ 開会の辞 
 
２ 教育長報告 
 
３ 前回会議録の承認について 
 
４ 議  案 

  (1) 報告事項 

  ア 令和３年度教育委員会学校教育課・教育委員学校訪問について   （資料１） 

    （学校教育課） 

  イ 令和３年度６月補正予算（案）について             （資料２） 

    （関係各課） 

 (2) その他 

ア 各課報告 

イ ６月定例会 ６月２４日（木）午後２時より 碧南市役所４階 庁議室 

５ 閉会の辞 
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報告事項ア 令和３年度教育委員会学校教育課・教育委員学校訪問について（学校教育課） 

 

令和３年度 教育委員会学校教育課訪問日及び訪問者 

学 校 訪 問 日 小中学校 教育委員会訪問者・懇談会担当者（懇談会場数） 教育委員訪問 

６月２８日（月） 新川小学校 教育長・課長・藤浦・榊原・家出・永坂【神谷】（７）     

７月 １日（木） 大浜小学校 教育長・課長・藤浦・榊原・家出・永坂（６）  

７月 ５日（月） 中央小学校 教育長・課長・藤浦・榊原・永坂【神谷】（６）  

７月 ８日（木） 日進小学校 教育長・課長・藤浦・榊原・家出・永坂（６）     

７月１２日（月） 鷲塚小学校 教育長・課長・藤浦・榊原・家出・永坂【神谷】（７） 〇 

９月２７日（月） 西端小学校 教育長・課長・藤浦・榊原・家出・永坂（６）  

９月３０日（木） 南 中学校 教育長・課長・藤浦・榊原・家出・永坂【磯貝】（７）  

１０月 ７日（木） 東 中学校 教育長・課長・藤浦・榊原・家出・永坂【磯貝】（７） 〇給食あり 

１０月２８日（木） 棚尾小学校 研究発表会  

１１月 １日（月） 新川中学校 教育長・課長・藤浦・榊原・家出・永坂（６） 〇 

１１月 ４日（木） 中央中学校 教育長・課長・藤浦・榊原・家出・永坂（６）  

１１月１５日（月） 西端中学校 教育長・課長・藤浦・榊原・家出・永坂（６）  

時 程 内 容 

 9:30～ 9:40 学校経営の概要説明(日程説明) 

 9:45～10:30 

 

 

 

公開授業１・２・３（２～４時間目） 

・教育長は自由に参観する。 

・課長は１校時につき、１人（１５分程度）の授業を参観する（合計２人）。 

・課長補佐、指導主事、西三教育主事は、１校時につき、２人から３人の授業を参観す

る。（中学校は１校時を５０分で設定する。） 10:50～11:35 

11:45～12:30 

13:30～15:40  授業懇談 

・課長は２人の授業者に対して、１人につき１５分から２０分、授業参観についての懇

談会を行う。その後、校長と懇談する。 

・課長補佐、指導主事、西三教育主事は、４～５会場に分かれて、授業者１人につき１

５分から２０分、授業参観についての懇談会を行う。 

15:50～16:05 教育長指導講評（１５分程度） 
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                       日程モデル 

    

   

令和３年度 教育委員学校訪問日及び訪問者 

学 校 訪 問 日 小中学校 教育委員会訪問者 

７月１２日（月） 
鷲塚小学校 

（給食なし） 
伊藤委員・高橋委員・池田委員・教育長・教育部長・庶務課長 

１０月 ７日（木） 
東中学校 

(給食あり) 

伊藤委員・高橋委員・池田委員・委員・教育長・教育部長・庶

務課長 

１１月 １日（月） 
新川中学校 

(給食なし) 

伊藤委員・高橋委員・池田委員・委員・教育長・教育部長・庶

務課長 

 

時 程 内   容 

 9:30～ 

9:40 
学校経営の概要説明(日程説明) 

 9:45～

10:30 

 

公開授業１・２・３ 

（中学校は１校時を５０分で設定する。） 

 

※教育委員スケジュール（給食あり）  ※教育委員スケジュール（給食なし） 

10:30     教育委員来校       9:30     教育委員来校 

 10:40～10:50 教育委員への概要説明   9:35～ 9:45 教育委員への概要説明 

 10:50～12:30 教育委員公開授業参観   9:45～11:35 教育委員公開授業参観 

 12:30～13:00 給食          11:35～12:05 教育委員との懇談 

13:00～13:30 教育委員との懇談            ※四役同席 

        ※四役同席      12:05     教育委員退校 

13:30     教育委員退校 

 

10:50～

11:35 

11:45～

12:30 

13:30～

15:40 
授業懇談 

15:50～

16:05 
指導講評 



資料２
　報告事項イ　令和年３度６月補正予算（案）について（関係各課）

【６月補正】
歳入
（庶務課） 単位：千円

款項目 名称 補正前額 補正要求額 補正後額 補正理由

14款2項5目 教育費国庫補助金 27,293 8,400 35,693
感染症対策等の学校教育活動
継続支援費補助金（小中学
校）

計 27,293 8,400 35,693

歳出
（庶務課） 単位：千円

款項目 名称 補正前額 補正要求額 補正後額 補正理由

10款2項1目

新川小学校～西端小学校
小学校管理配分事業（臨時
事業）

0 2,340 2,340

新川小　２００　　中央小　６９５
大浜小　２７２　　棚尾小　１００
日進小　２９２　　鷲塚小　４８１
西端小　３００

10款2項1目
小学校管理費臨時事業（庶
務課分）

29,090 8,060 37,150
感染症対策・学びの保障のため
　消耗品　　３，１９４
　備品費　　４，８６６

10款3項1目

新川中学校～西端中学校
中学校管理配分事業（臨時
事業）

0 1,698 1,698
新川中　１８７　　中央中　３４６
南中　　４００　　　東中　６００
西端中　１６５

10款3項1目
中学校管理費臨時事業（庶
務課分）

38,421 4,702 43,123
感染症対策・学びの保障のため
　消耗品　　２，１０４
　備品費　　２，５９８

計 67,511 16,800 84,311

歳出
（生涯学習課） 単位：千円

款項目 名称 補正前額 補正要求額 補正後額 補正理由

10款5項7目 市民図書館費臨時事業 84 1,108 1,192

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、図書館本館にWi-fi環境を整備
し、資料検索等を利用者の持ち込ん
だ端末等で可能にすることで、対
人・対物の接触を減らす。

10款5項7目
電子図書館システム導入事
業

0 22,553 22,553

新型コロナウイルス感染拡大防止、
また図書館サービスのデジタル化推
進のため、電子図書館システムを導
入する。

計 84 23,661 23,745
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