平成３０年第１回定例教育委員会会議
１ 日

時

平成３０年１月１１日（木曜日）
午後１時３０分～午後３時２０分

２ 場

所

３ 出席委員

富士見市役所 分館３階会議室
教育長 山口 武士
委 員 小野寺 巧
委 員 簑輪 菊雄
委 員 五十嵐 洋太

４ 署名委員

委 員 簑輪 菊雄

５ 説明職員

教 育 部 長 木村久志

鶴瀬公民館長 新 井 益 雄

教 育 部 長 北田裕一

南畑公民館長 山 岸 仁 史

副部長兼教育政策課長事務取扱 林 みどり

水谷公民館長 冨 塚 一 資

生涯学習課長 鳥 海 謙 一

水子貝塚資料館長

加藤秀之

学校教育課長 辻 口 幸 恵

学校給食センター所長

小泉

小中学校連携教育推進担当課長 藤 谷 健 二

教育相談室長事務代理

関口循子

６ 傍聴者

なし

７ 議題及び議事の大要
日程第一 報告事項
（１）平成２９年度の教育行政について
（２）平成３０年度全国学力・学習状況調査について
（３）平成３０年度埼玉県学力・学習状況調査について

その他
（１）平成３０年富士見市成人式典について
（２）第４８回新春縄文マラソンについて
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肇

会議の進行状況
教育長

開会宣言（午後１時３０分）

事務局

前回の会議録朗読

教育長

署名委員に簑輪菊雄委員を選任します。

日程第一 報告事項
（１） 平成２９年度の教育行政について
【説明】
教育政策課長 資料に基づき概要を説明。
各課所室館長 資料に基づき概要を説明。
【質疑内容概要】
教育委員

小学校理科支援員の配置日数が増えていますが、人数等も増えている
のでしょうか。

学校教育課長 人数を増やして各学校への割当てを増やしています。
教育委員

道徳教材の資料は、教育委員に配布していただけるのでしょうか。

学校教育課長 各委員へ配布いたします。
教育委員

親子意識調査結果が生かされた具体的な施策はあるのでしょうか。

教育相談室長 入学前の保護者の方に対して、これからの学校生活に向けての心構え
などを就学児健診の講演会で結果を引用しています。
教育委員

学校運営支援者協議会の効果的な運営として、現時点においてどの辺
りを捉えているのでしょうか。

学校教育課長 すべてのことではなく、論点を絞り込んで各委員に意見を求め、その
意見を学校運営に生かしていくことを考えています。
教育委員

平成２４年の子どもの相対的貧困率は、
１６．
３％となっていますが、
経済的に就学が困難な家庭は、本市ではどれくらいの割合になってい
るのでしょうか。

学校教育課長 就学援助の支給割合では、１６．４１％となっているため、同等の割
合であると認識しています。
教育委員

コンピュータ教室のパソコンをタブレット型にすると、
画面が小さく、
認識する場面で支障がでるのではないのでしょうか。

学校教育課長 タブレットコンピュータは、持ち運びのしやすい大きさのものを導入
する予定ですが、コンピュータ教室では、大きい画面とキーボードに
接続して使用します。
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教育委員

南畑小学校に新設された特別支援学級の在籍者数と今後の在籍者数を
教えていただけますでしょうか。

学校教育課長 現在、１年生が１人、３年生が１人在籍しています。次年度につきま
しては増える予定はありません。
教育委員

あすなろに登録された２８人のうち、実際に毎日来られるのは何人で
しょうか。

教育相談室長 実際は１２人から１５人です。
教育委員

地域とともにある学校づくりや特色ある学校づくりの地域の人材資源
については、団体関係者も含まれるのでしょうか。

学校教育課長 学校応援団に入っている方や実技指導協力員の方に個別に協力をいた
だいています。
教育委員

支援できる団体が他にもあると思いますので、声掛けをしていただけ
ればと思います。

教育委員

地場産食材を使った学校給食とありますが、富士見市に郷土料理はあ
るのでしょうか。

学校給食センター所長

焼きびんなどがあります。

教育部長

南畑地域では、呉汁、うどん、そばなどが郷土料理にあたると思われ
ます。

教育委員

小・中学校のトイレについては、障がい者が利用できるトイレを整備
しているのでしょうか。

教育政策課長 すでに各学校に整備しています。
教育委員

家庭教育支援会議で検討した結果、重点的に取組むべき施策が決まっ
たのでしょうか。

生涯学習課長 現在検討を進めているところです。
教育委員

家庭学習応援事業について、３月末までの実施状況に関する検証結果
について、報告書をいただけるのでしょうか。

生涯学習課長 事業の実施状況や定期的な試験の結果を総合的にとりまとめ報告書を
配布いたします。
教育委員

中学生の居場所づくりについて、教育委員会が先頭に立って３０年度
の施策で改めて検討していただきたいと思います。

教育委員

ピースフェスティバルにかかわった市民の方から、鶴瀬公民館職員の
対応について、非常に好感が持てるという意見が複数ありましたので
お伝えいたします。

教育委員

南畑では、
新旧住民の融和を図る交流が大変であると聞いていますが、
現状を教えていただけますでしょうか。
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南畑公民館長 近年、宅地化がすすみ新たに転居してきた方が多くなってきましたの
で、地元の方々との交流が課題になっています。そのため、地域まち
づくり協議会を中心に地域交流などの事業を実施し、環境を整えよう
と努力していますが、地元農家の付き合いの違いなどがあり、大変な
面もあるようです。公民館としては、地域交流型の事業を中心に参加
していただける場をつくることと子育て支援の取組みに力を入れて
いきたいと考えています。
教育委員

鶴瀬小学校区での地域子ども教室は再開されたのでしょうか。

生涯学習課長 昨年の４月から再開しています。
教育委員

富士見市スポーツ推進計画の取組みの検討については、市長部局の何
課と連携してどのような検討をされたのでしょうか。

生涯学習課長 社会福祉協議会と連携し、障がい者スポーツの体験事業をさせていた
だきました。今後もセルビア共和国とのオリンピックやパラリンピッ
クに向けての調整を秘書広報課、政策企画課、地域文化振興課、産業
振興課などと図ってまいります。
教育委員

体育館のアンケートについて、幅広く市民に利用していただくことを
考えて、現在体育館を使用していない方にどのようにアンケートを行
うのか、また、有効回収率は統計的には６割必要だといわれているた
め、６割を超えるような方策を検討してください。

教育委員

食生活改善推進員は、市内のどの範囲に何人配置されていて、普段ど
のような活動をされているのでしょうか。

南畑公民館長 健康増進センターが所管している全市にわたるボランティア活動団体
です。全体の人数の把握はしていませんが、南畑支部では１０人前後
の方に参加していただいています。食生活に関する塩分、高血圧予防、
成人病予防などを中心とした料理の講習会を開催し、地域の方に参加
していただく活動を行っています。
教育委員

ふじみジュニア考古学クラブの参加状況を教えていただけますでしょ
うか。

水子貝塚資料館長

参加人数は、平成２７年度は１８人、２８年度は２１人、２９年度は
６人でした。今年度の参加人数の減少については、学校行事との関係
であるのか、事業内容が影響しているのかなど現状を分析していると
ころです。参加内訳については、今年度は志木市から２人、私立から
１人、市内から３人でした。２８年度以前については、志木市から毎
年２人から３人、市内から万遍なく歴史に興味がある小学生が参加さ
れています。
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教育委員

難波田城資料館で実施された社会科展について、夢のある名称に変更
していただくよう検討をお願いします。

教育委員

中央図書館改修工事後は、どれくらいの入館者増を見込んでいるので
しょうか。

生涯学習課長 滞在型図書館空間と交流・つながりの創出を目的とした改修を行って
いるため、今まで以上の入館者を見込んでいます。
教育委員

水子貝塚資料館の小学校の授業に合せた体験学習については、市内小
学校全校に対応できないのでしょうか。

水子貝塚資料館長

水子貝塚資料館では、４月から５月に授業が集中するため対応できな
いこともありましたが、難波田城資料館では、学校との調整を事前に
行うことにより、昨年度と今年度については、すべての対象学年が体
験学習を実施しています。水子貝塚資料館においても、現在学校側と
調整を行っていますので、全校の対象学年が体験事業を行えるように
進めてまいります。

教育委員

開かれた教育委員会の運営に向けた情報発信は、今後も積極的に実施
する必要があると思います。

（２）平成３０年度全国学力・学習状況調査について
【説明】
学校教育課長 資料に基づき概要を説明。
【質疑】
なし

（３）平成３０年度埼玉県学力・学習状況調査について
【説明】
学校教育課長 資料に基づき概要を説明。
【質疑内容概要】
教育委員

中学校第１学年の対象教科について、調査の対象が前学年までの内容
になっているため、数学ではなく算数ではないのでしょうか。

学校教育課長 中学校については、
算数の教科がありませんので対象教科を数学とし、
内容を算数としているものです。
教育委員

同一校種で１校の市町村が埼玉県内にあるのでしょうか。

学校教育課長 埼玉県西部管内でも実際にございます。
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その他
（１）平成３０年富士見市成人式典について
【説明】
生涯学習課長 資料に基づき概要を説明。
【質疑内容概要】
教育委員

晴れ着問題の事件が報道されていますが、本市で被害はあったのでし
ょうか。

生涯学習課長 本市については、被害を受けたという情報は入っておりません。
教育委員

出席者が増えていますが、昨年の取組みと違いがあるのでしょうか。

生涯学習課長 特に違いはありませんが、ふじみ野市に在住されていて、本市の中学
校に通われていた方に対しても案内状を送付し出席いただいています。

（２）第４８回新春縄文マラソンについて
【説明】
生涯学習課長 資料に基づき概要を説明。
【質疑】
なし

教育長

閉会宣言（午後３時２０分）
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