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令和２年第１回定例教育委員会会議 

 

１ 日  時  令和２年１月２９日（水曜日） 

午後１時３０分～午後３時１５分 

 

２ 場  所  中央図書館 ２階 集会室 

 

３ 出 席 者  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 五十嵐 洋太 

 

５ 説明職員  教 育 部 長 林  みどり 

教 育 部 長 齊 藤  宏 

教育政策課長 鈴 木  誠 

生涯学習課長 深 迫 国 宏 

        オリンピック・パラリンピック担当課長 鳥 海 謙 一 

学校教育課長 武 田 圭 介 

小中学校連携教育推進担当課長 石 井 勝 博 

教育相談室長 齊 藤 七 実 

南畑公民館長 荒 居 良 宏 

水谷公民館長 和 田 晋 治 

水谷東公民館長 山 﨑 哲 正 

        水子貝塚資料館長 加 藤 秀 之 

        学校給食センター所長 小 泉  肇 

 

６ 事務局職員 教育政策課副課長 土 田 宗 孝 

 

７ 傍 聴 者  なし 
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８ 議題及び議事の大要 

 

 日程第一 議事事項 

  議案第１号 令和２年度富士見市教育行政方針について 

 [顛末] 原案のとおり議決した。 

  議案第２号 令和２年度富士見市一般会計予算案について 

 [顛末] 原案のとおり議決した。 

  議案第３号 令和元年度富士見市一般会計補正予算案について 

 [顛末] 原案のとおり議決した。 

 

日程第二 報告事項 

 （１）専決処理の報告について（教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その

他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。） 

  （２）専決処理の報告について（教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その

他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。） 

  （３）共生社会ホストタウン関連事業について 

 

 その他 

〇教育行政方針及び重点施策に基づく進捗状況の報告 

（１）南畑小学校体育館改修工事について 

  （２）英語検定試験チャレンジ事業補助金要綱について 

  （３）ＩＣカードによる在校時間管理システムについて 

  （４）スクール・サポート・スタッフについて 

  （５）オリ・パラ関連事業進捗状況報告(公民館)について 

○イベント案内等 

  （１）平和学習会の開催について 

  （２）第３４回地域・自治シンポジウムの開催について 

  （３）南畑ふれあい劇場の開催について 

  （４）文化公演会の開催について 

  （５）第５１回入間東部地区駅伝競走大会について 

  （６）第５０回富士見市新春縄文マラソン大会について 

  （７）セルビア人ソプラノ歌手ミニリサイタル開催について 

  （８）富士見市成人式典の報告について 
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会議の進行状況 
 

山口教育長  開会宣言（午後１時３０分） 

事務局    前回の会議録朗読 

 

山口教育長  署名委員に五十嵐洋太委員を選任します。 

 

山口教育長  ここでお諮りいたします。報告事項（１）及び（２）の専決処理の報

告につきましては、個人情報及び人事にかかわる案件のため、すべて

の議事事項等が終了した後に、非公開として取扱いたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

〔各委員賛同〕 

山口教育長  それでは、「報告事項（１）及び（２）の専決処理の報告について」

を非公開とし、本日の最後に審議することといたします。 

 

日程第一 議事事項 

議案第１号 令和２年度富士見市教育行政方針について 

 【説明】 

  山口教育長  提案理由をお願いします。 

  林教育部長  提案理由を説明。 

  鈴木教育政策課長 資料に基づき概要を説明。 

 【質疑内容概要】 

  簑輪委員   小学校５年生と６年生に新しく導入される英語の教科については、実

際に授業を行うと色々なことが出てくると思います。大人世代でも難

しいと思うところは、日本語と英語の発音の違いであって、担任の先

生が自信をもって教えるためにも１学期位の間は、ＡＥＴが中心にな

って、先生方に発音練習の機会を設けることができないかと思うので

すがいかがでしょうか。 

  武田学校教育課長 今のところそのような予定はございません。来年度については、

一部の学校に英語専科加配を増やして対応したいと考えています。 

  簑輪委員   自信をもって教えられるのか心配なのですが、各学校に任せて大丈夫

なのでしょうか。 

  武田学校教育課長 前回の外国語活動が導入されたときも同様ですが、進め方につい

ては、教師用の指導書で理解できるようになっています。発音につい

ては、ＡＥＴを中心にしっかりと教えることができるよう進めていき

たいと考えています。 

  簑輪委員   中央教育審議会の資料では、プログラミング的思考力について「一連



4 

の活動を実現するために記号の組み合わせを論理的に考えていく力」

と説明されていますが、平成２８年度に設置された教育課程企画特別

部会では、「プログラミング教育については、目的に対する誤解が広が

っている」という議論がされています。現時点で本市の考えでは、プ

ログラミング教育という概念に誤解は無いという理解でよろしいの

でしょうか。 

  武田学校教育課長 明確に誤解が無いとまでは言い切れませんが、誤解が無いように

今年度もプログラミング教育の研修会を複数回行い、受講者から各学

校にその内容が伝えられるよう進めています。 

  小野寺委員  小中一貫教育について、「中学校の教員による小学校への乗り入れ授

業を充実するために支援員を試行的に配置する」とありますが、試行

を何年行うなど、その後の計画や見通しはあるのでしょうか。 

  石井小中学校連携教育推進担当課長 計画では令和２年度から令和４年度までを試行

期間とし、令和５年度から全校で支援員を配置するとしています。 

  簑輪委員   「いのち」の授業について、「自尊感情を高める上で成果があがった」

とされていますが、その成果は具体的にどこに現れているのでしょう

か。また、以前の全国学力・学習状況調査の質問紙調査では、自己肯

定感がかなり低い数値であったと記憶しているのですが、質問紙調査

上で数値的にあがっているところがあるのでしょうか。 

  武田学校教育課長 自尊感情を高める上の成果については、本市の前年の調査結果と

比較してあがっていると判断していますが、数値的なものはございま

せん。 

  簑輪委員   自尊心の向上が見られた成果の要因はつかんでいるのでしょうか。 

  武田学校教育課長 必ずしもこれだという根拠はございませんが、教育行政方針で掲

げている「認め、励まし、褒める教育」を含め、先生方の日常的な努

力のおかげであると捉えています。 

  五十嵐委員  教職員の負担軽減にある「教職員ストレスチェック」とは、どのよう

なものなのでしょうか。 

  武田学校教育課長 全国的に活用されているもので、業務や人間関係の質問項目に回

答することでストレス度を図ることができるものです。 

  山口教育長  チェックシートでストレス度を図り、その数値に応じて専門医の面接

や場合によっては治療を受けるなどに活用するものです。 

  簑輪委員   小中一貫教育の中学校の教員による小学校への乗り入れ授業の具体的

な内容を教えていただけますでしょうか。 

  石井小中学校連携教育推進担当課長 中学校２校からそれぞれ教員１名が週に１回小

学校の高学年に乗り入れ授業を行います。教科については、結果が見
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やすいように数学や英語を考えているところです。 

  山口教育長  教科については、人事配置を見て学校と調整してまいります。 

  簑輪委員   地域・自治シンポジウムは、以前は公民館単独ではなく市長部局と連

携して行われていたと聞いているのですが、市長部局側も人手を出さ

れているのでしょうか。 

  荒居南畑公民館長 現時点では、市長部局側と直接の連携は行っていません。昨年度

からは、公民館運営審議会委員の副議長にコーディネート役をしてい

ただいて、その方に主体的に加わっていただいています。水谷公民館

での公民館リノベーションにも主体的に関わっていただいています。

まずはその活動を見守り、さらに協働する形を作り上げたうえでこの

事業を実施してまいります。 

  簑輪委員   教育委員協議会の記載が方針から消えてしまったように思います。教

育委員協議会の果たす役割は非常に大きく、今後の発展のためにも方

針に謳っておいた方がよいと思いました。それで今後も含めて検討し

ていただきたいことを拾い上げてみました。今までは、教育行政方針

や事務事業の点検評価報告書の事前審議、学校施設の大規模工事視察

などは実施されていますが、例えば、広げていただきたい内容ですが、

まず、指導主事の皆さんが取り組んでいる仕事や教育行政に関わって

いる内容について、レクチャーをしていただくことができないかとい

うことです。学校訪問に行ったときに、もう少し背景が分かっていれ

ば、校長先生や教頭先生に質問などが出易くなると思ったことがあり

ました。それが一つと、そこに含まれると思いますが、小中一貫教育

の進捗状況など、教育行政方針に関わるものに限ってのことで構いま

せんので、資料の配布だけではなくレクチャーをしていただきたいと

思います。それから２点目ですが「子ども大学☆ふじみ」や「親子体

験クッキング教室」、「地域子ども教室」などの視察について、個人的

に行くことが難しいこともありますので協議会で設定していただく

と行き易くなると思います。３点目ですが教育行政に対する質問のタ

イミングを見計らって市議会の傍聴を設定していただきたいという

ことです。それから、新人の先生方との懇談会ですとか、県や他市町

の教育委員会会議の傍聴などを行えば、もう少し見えてくることもあ

ると思います。本市に限定した活動ではなく、教育委員の質を高める

ような取組みを協議会で実施できるように、今後検討していただきた

いと思います。 

  鈴木教育政策課長 ご指摘いただきました教育委員協議会の充実については、方針で

は「教育委員による教育機関への訪問などを積極的に行い」として表
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現させていただいた中で、今まで以上に活動の幅が広がればよいとい

う思いがあります。特に年度初めには学校訪問を実施していますが、

社会教育機関に対する訪問などが少ないとの印象がありますので、委

員のご意見をいただきながら新たな取組みができればよいと思って

います。今いただいた具体的な取組みについては、可能であるかどう

かを含めて来年度に向けて関係部署と検討していきたいと考えてい

ます。 

 

山口教育長  「議案第１号 令和２年度富士見市教育行政方針について」を提案の

とおり議決してよろしいでしょうか。 

〔各委員賛同〕 

山口教育長  「議案第１号 令和２年度富士見市教育行政方針について」は議決さ

れました。 

 

議案第２号 令和２年度富士見市一般会計予算案について 

 【説明】 

  山口教育長  提案理由をお願いします。 

  林教育部長  提案理由を説明。 

  鈴木教育政策課長、深迫生涯学習課長、鳥海オリンピック・パラリンピック担当課長、

武田学校教育課長 資料に基づき概要を説明。 

 【質疑内容概要】 

  簑輪委員   教師用指導書等の購入費用については、小・中学校の全学校、全学年、

全教科を購入するのでしょうか。 

  武田学校教育課長 来年度は小学校で新学習指導要領が全面実施されますので、小学

校についてのみということになります。教科書が全て変わりますので

それに伴って指導書も変わるということです。 

  簑輪委員   中学校についても変わる時は、改めて購入するということでよろしい

でしょうか。 

  武田学校教育課長 来年度は小学校用、再来年度は中学校用の予算として購入してま

いります。 

  簑輪委員   かなりの費用が掛かりますが、費用対効果の点ではいかがなものなの

でしょうか。先生方はかなり利用されていると見てよろしいのでしょ

うか。 

  武田学校教育課長 そのように認識しています。先ほどご質問のあった外国語の授業

においても、指導書に基づいて進めていくことで一定の質を保つこと

ができるという考え方ですので、そのようにご理解いただければと思
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います。 

  小野寺委員  文化芸術事業補助金の具体的な内容を教えていただけますでしょうか。 

  武田学校教育課長 うたごえフェスタと学校吹奏楽祭に掛かる補助費用となります。

今まで行っていたＮＰＯ法人が解散してしまったため、新規の事業と

して立ち上げたものです。 

  五十嵐委員  英語検定試験の受験料は、今はどれ位掛かるのでしょうか。 

  武田学校教育課長 級によって変わってきます。５級、４級は２千円又は３千円です

が３級以上の場合は４千円以上掛かります。 

  山口教育長  受験料補助は、その内の千円を補助するものです。 

  五十嵐委員  英語検定試験は、小学校６年生と中学校３年生の全員が受験するわけ

ではないのでしょうか。 

  武田学校教育課長 小学校６年生については５級以上が対象で中学校３年生は３級以

上が対象になります。予算については、対象者全員分の一人千円を計

上していますが、全員が受けるとは限りません。 

  簑輪委員   市内の中学校では、英語検定試験のために補習を行うなどの勉強を支

援する取組みがあるのでしょうか。 

  武田学校教育課長 市が主体になって行っているものは現段階ではございませんが、

各学校で工夫しているところはあるようです。 

  五十嵐委員  受験率はどれ位なのでしょうか。 

  武田学校教育課長 小学校のデータはございませんが、中学校の第３学年を対象とし

た１２月１日時点での調査では、英語検定試験を限定したものではあ

りませんが「外部試験を受けたことがある」と回答した生徒の割合が

約４割から４割五分程度です。 

 

山口教育長  「議案第２号 令和２年度富士見市一般会計予算案について」を提案

のとおり議決してよろしいでしょうか。 

〔各委員賛同〕 

山口教育長  「議案第２号 令和２年度富士見市一般会計予算案について」は議決

されました。 

 

議案第３号 令和元年度富士見市一般会計補正予算案について 

 【説明】 

  山口教育長  提案理由をお願いします。 

  林教育部長  提案理由を説明。 

  鈴木教育政策課長、武田学校教育課長 資料に基づき概要を説明。 

 【質疑】 
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    なし 

 

山口教育長  「議案第３号 令和元年度富士見市一般会計補正予算案について」を

提案のとおり議決してよろしいでしょうか。 

〔各委員賛同〕 

山口教育長  「議案第３号 令和元年度富士見市一般会計補正予算案について」は

議決されました。 

 

 

日程第二 報告事項 

（３）共生社会ホストタウン関連事業について 

 【説明】 

  鳥海オリンピック・パラリンピック担当課長 資料に基づき概要を説明。 

 【質疑】 

    なし 

 

その他 

○教育行政方針及び重点施策に基づく進捗状況の報告 

（１）南畑小学校体育館改修工事について 

【説明】 

 鈴木教育政策課長 資料に基づき詳細を説明。 

【質疑】 

    なし 

 

（２）英語検定試験チャレンジ事業補助金要綱について 

【説明】 

 武田学校教育課長 資料に基づき詳細を説明。 

【質疑】 

    なし 

 

（３）ＩＣカードによる在校時間管理システムについて 

【説明】 

 石井小中学校連携教育推進担当課長 資料に基づき詳細を説明。 

 【質疑内容概要】 

  簑輪委員   勤務時間が８０時間を超過している職員の人数については、システム

導入後と前年を比較すると小学校は半減しているため一定の成果が
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現れていると思いますが、中学校はあまり変わっていないという印象

があります。その要因については捉えているのでしょうか。 

  石井小中学校連携教育推進担当課長 大きな要因は部活動であると思いますが、もう

少し意識を高めるように教育委員会としても話をしていきたいと思

います。 

  簑輪委員   帰りのＩＣカードをかざしてから、残って勤務していることはないの

でしょうか。 

  石井小中学校連携教育推進担当課長 ＩＣカードをタッチしてから残ることは可能で

すが、出勤時にタッチして、また、帰る時に保管場所から取り出して

タッチしますので、あまり間違えることはないと思います。間違いが

あった場合は、システムの操作権限を持っている教頭先生がデータの

修正を行います。 

  山口教育長  ＩＣカードをタッチせずに帰ってしまった場合などは、システムを手

動で調整することになります。懸念いただいたようにタッチしてから

帰らないということもあり得ると思いますが、その場合は勤務として

残っているものではないことが考えられます。 

  簑輪委員   部活動は方針に沿って行うことを確認していますが、中には部活動に

力を入れている先生もいらっしゃいます。無理に制限することは難し

いと思いますが、部活動方針が蔑ろにならないよう教育委員会として

もしっかりと推進していく必要があると思います。一方で働き方改革

に関連して、長期休暇を夏休みに集中的に取得することが示されまし

た。そのことを含めて基本となる部活動方針が根本から揺らいでしま

っているのではないかと思うのですが、どのように進めていかれるの

でしょうか。 

  武田学校教育課長 県の方針等に基づいて学校部活動方針を策定し、昨年各学校に配

布したところです。また、その方針に沿って学校ごとに進め方を作成

して取り組んでいるところですので、基本的な部分は守るように声を

かけて、確認をしていきたいと思います。ただし、方針にもあります

が大会の直前は、土日とも活動することがありますが、その活動した

分は別の日を休みにすることになっていますので、子どもたちの健康

面も留意しながらしっかりと見ていきたいと思います。 

 

（４）スクール・サポート・スタッフについて 

【説明】 

 石井小中学校連携教育推進担当課長 資料に基づき詳細を説明。 

 【質疑内容概要】 
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  小野寺委員  スクール・サポート・スタッフの３名は、元教員の方なのでしょうか。 

  石井小中学校連携教育推進担当課長 １名は元教員で２名は一般の方です。 

  小野寺委員  スクール・サポート・スタッフは、大きい学校と小さい学校ではどち

らに効果があると考えられるでしょうか。 

  石井小中学校連携教育推進担当課長 大きい学校は教員が多いので任せることが難し

い部分があります。その辺りは今後検討していかなければならないと

考えています。 

  武田学校教育課長 大きい学校では、一人当たりのお願いできる範囲が限られてしま

っていることが考えられますが、活用の方法や工夫により、いい活用

ができている学校もあると聞いております。 

 

（５）オリ・パラ関連事業進捗状況報告(公民館)について 

【説明】 

 荒居南畑公民館長 資料に基づき詳細を説明。 

【質疑】 

    なし 

 

 

○イベント案内等 

（１）平和学習会の開催について 

【説明】 

 荒居南畑公民館長 資料に基づき詳細を説明。 

【質疑】 

なし 

 

（２）第３４回地域・自治シンポジウムの開催について 

【説明】 

 荒居南畑公民館長 資料に基づき詳細を説明。 

【質疑】 

    なし 

 

（３）南畑ふれあい劇場の開催について 

【説明】 

 荒居南畑公民館長 資料に基づき詳細を説明。 

【質疑】 

    なし 
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（４）文化公演会の開催について 

【説明】 

 荒居南畑公民館長 資料に基づき詳細を説明。 

【質疑】 

    なし 

 

（５）第５１回入間東部地区駅伝競走大会について 

【説明】 

 深迫生涯学習課長 資料に基づき詳細を説明。 

【質疑】 

    なし 

 

（６）第５０回富士見市新春縄文マラソン大会について 

【説明】 

 深迫生涯学習課長 資料に基づき詳細を説明。 

【質疑】 

    なし 

 

（７）セルビア人ソプラノ歌手ミニリサイタル開催について 

【説明】 

 鳥海オリンピック・パラリンピック担当課長 資料に基づき詳細を説明。 

 【質疑内容概要】 

  簑輪委員   セルビア共和国は、富士見市以外の自治体と姉妹都市を提携し交流し

ているところがあるのでしょうか。 

  林教育部長  本市はセルビア共和国のシャバツ市と姉妹都市を提携しています。近

くのクロアチア内の自治体と提携しているところはありますが、セル

ビア共和国内は本市のみとなります。ただし、ホストタウンとしては

本市以外に新潟県の柏崎市、山口県の防府市、佐賀県の唐津市の４市

がセルビア共和国のホストタウンになっています。 

 

（８）富士見市成人式典の報告について 

【説明】 

 深迫生涯学習課長 資料に基づき詳細を説明。 

【質疑】 

    なし 
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  山口教育長  暫時休憩します。 

         休憩 午後３時７分 

         再開 午後３時８分 

  山口教育長  再開します。 

 

 

日程第一 報告事項 

（１）専決処理の報告について（教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他

の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。） 

 

 

 ＜非公開案件につき内容は省略＞ 

 

 

（２）専決処理の報告について（教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他

の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。） 

 

 

 ＜非公開案件につき内容は省略＞ 

 

 

 

教育長   閉会宣言（午後３時１５分） 


