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令和２年第７回定例教育委員会会議 

 

１ 日  時  令和２年７月３０日（木） 

午後１時３０分～午後３時５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 渡部 利枝子 

委 員 深井 美千代 

 

４ 署名委員  委 員 渡部 利枝子 

 

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 

生涯学習課副課長 高 見 淳 也 

        学校教育課長 石 井 勝 博 

        鶴瀬公民館長 冨 塚 一 資 

        南畑公民館長 荒 居 良 宏 

        水子貝塚資料館長 和 田 晋 治 

 

６ 事務局職員 教育政策課副課長 池 上 和 也 

 

７ 傍 聴 者  なし 

 

８ 議題及び議事の大要 

 

 日程第一 議事事項 

  請願第１号  中学校教科書採択に係る請願について 

 [顛末] 不採択 

  議案第１９号 令和２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。 
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議案第２０号 富士見市教育委員会職員人事評価実施規程の制定について 

 [顛末] 原案のとおり議決した。 

議案第２１号 令和３年度使用中学校用教科用図書の採択について 

 [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（教育予算その他議会の議決を経るべき議案について

意見を申し出ること） 

  （２）日登美杯少年少女レスリング大会開催事業補助金交付要綱の制定について 

（３）農バルプロジェクト事業企画委員会補助金交付要綱の制定について 

 

 その他 

・新型コロナウイルス感染症に関わる対応について 

  ・「セルビア語講座」YouTube動画配信のお知らせ 
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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  署名委員に渡部利枝子委員を選任します。 

 

山口教育長  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本市対策本部会議における

会議等の開催判断の取扱いに基づき、本日の定例教育委員会会議につ

きましては、説明員を関係者のみに縮小いたしますが、ご異議ござい

ませんか。 

〔各委員賛同〕 

山口教育長  それでは、本会議を縮小して進行させていただきます。 

なお、イベント案内につきましては説明を省略し、資料の配布のみと

させていただきます。 

また、審議の順番につきましては、はじめに請願及び教科用図書の採

択に関する議事の審議を行い、審議が終了した後、その他の議事事項

及び報告事項に入りたいと思いますが、この内容にて議事を進めても

よろしいでしょうか。 

〔各委員賛同〕 

 

日程第一 議事事項 

請願第１号 中学校教科書採択に係る請願について 

 【説明】 

  山口教育長  説明をお願いします。 

  鈴木教育政策課長 資料に基づき概要を説明。 

 【質疑・意見】 

  小野寺委員  請願項目１、教員及び保護者の意見の尊重については、すでに行って

おります。子ども自身の意見については、生徒に意見を求めるのはど

うかと思われます。 

項目２については、特定の教科書を排除することは、公平性を欠くこ

とになると思われます。 

項目３については、会議の公開はすでに行っております。 

以上のことから、請願には公平性を欠くような内容が含まれており、

不採択にすべきと思われます。 

  簑輪委員   請願項目１については、教育委員が生徒の意見を聴取するのは難しい
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と思われます。しかしながら先生方は現場で生徒の反応をみており、

生徒にとってどのような教科書がよいか検討されていると推測され

ます。先生方の意見を聴取することで生徒の意見も反映されていると

解せるものと思われます。 

項目２については、小野寺委員と同意見です。 

項目３については、採択の結果や理由は公開されるものとなっており

ます。また採択協議会で我々が頂いていた資料には、教科書の発行者

ごとに評価点が記載されているので、当該資料を参考にしてもらえれ

ばよいかと思います。 

 

山口教育長  「請願第１号 中学校教科書採択に係る請願について」を採択するこ

とについて、賛成の委員は挙手をお願いします。 

〔挙手なし〕 

山口教育長  賛成の委員がいませんので、「請願第１号 中学校教科書採択に係る

請願について」は不採択とします。 

 

議案第２１号 令和３年度使用中学校用教科用図書の採択について 

 【説明】 

  山口教育長  提案理由をお願いします。 

  齊藤教育部長 提案理由を説明。 

  石井学校教育課長 資料に基づき概要を説明。 

 【質疑内容概要】 

  簑輪委員   資料については、採択協議会で検討するときに配布された資料を抜粋

し、まとめたものと理解してよろしいでしょうか。 

  山口教育長  県の報告書と第１０採択地区の専門委員の調査報告書から、教科書の

良い部分を選定理由として抜粋し、まとめたものとなっております。 

 

山口教育長  「議案第２１号 令和３年度使用中学校用教科用図書の採択について」

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２１号 令和３年度使用中学校用教科用図書の採択について」

は議決されました。 

 

議案第１９号 令和２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。 
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  林教育部長  提案理由を説明。 

  鈴木教育政策課長、高見生涯学習課副課長、石井学校教育課長、冨塚鶴瀬公民館長、

和田水子貝塚資料館長 資料に基づき詳細を説明。 

 【質疑内容概要】 

  簑輪委員   学校教育課教育支援事業の広角カメラは何台導入するのでしょうか、

また、情報教育推進事業の情報端末の買取りについて、リースの場合

は一般的には５年と思われるが、買取りの場合は何年使用できるのか

伺います。 

  石井学校教育課長 広角カメラについては１５３台の導入を考えております。 

  鈴木教育政策課長 情報端末については、リースの場合は５年が基本となります。今

回については、予算的な面で買取りの方が有利なため、買取りに変更

しますが、保守については５年間しか適用がされないため、５年間の

使用を考えています。 

  簑輪委員   生涯学習課の生涯スポーツ推進事業については、ヘルシーウォーク大

会の中止により、３０万円の減額補正となりますが、補正後の予算１，

５２１万円の内容について伺いたい。 

  高見生涯学習課副課長 スポーツ推進事業については、体験講座に関わる費用やスポ

ーツ推進委員に関わる報償費など事業全体としての予算となってお

ります。事業全体の中の１つの項目としてヘルシーウォーク大会の補

助金として３０万円が予算化されておりましたが、大会の中止により、

当該３０万円を減額するものです。 

  深井委員   学校教育課の教育支援事業の広角カメラについては、小学校と中学校

どちらが先に導入されますか。 

  石井学校教育課長 小学校と中学校どちらも平等に割振りをいたしまして、同時に進

行することを考えております。 

  深井委員   不足する部分については、どのように対応するのでしょうか。 

  石井学校教育課長 今回の教育支援事業における補正予算で購入する広角カメラにつ

きましては１５３台を予定しておりますが、７月１０日付けで決定さ

れた第５号補正予算において、情報教育推進事業として教員用情報端

末の予算がございます。こちらの事業で教員用情報端末と併せて広角

カメラを１８０台購入することになっており、両事業合わせて３３３

台の広角カメラを導入いたしますので、全学級に配置することができ

ます。オンラインによる授業については、各家庭のインターネット回

線の課題もあるため、課題を解決しながら対応していきたいと考えて

おります。 
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  渡部委員   広角カメラは移動式のものでしょうか。 

  石井学校教育課長 移動式の小型カメラになります。 

  小野寺委員  ＧＩＧＡスクール関連の事業については、教育政策課と学校教育課の

２課に該当がありますが、それぞれのすみ分けについて伺います。 

  鈴木教育政策課長 教育政策課の担当は学校施設、校用備品であり、学校教育課の担

当は教材備品となります。ＧＩＧＡスクール関連ではパソコン、カメ

ラについては授業で使われる教材としての役割が大きいため、教材備

品として学校教育課の担当となります。 

  小野寺委員  ＧＩＧＡスクール関連の事業が、学校教育課の教育支援事業と情報教

育推進事業に分かれている理由について伺います。 

  石井学校教育課長 児童生徒用情報端末については新しい事業として、情報教育推進

事業。広角カメラは、教材備品として教育支援事業としております。 

  鈴木教育政策課長 情報教育推進事業については、コンピュータ教室のパソコンのリ

ース、Ｗｉｆｉ環境の費用などがあり、児童生徒用情報端末について

も同じ事業にいたしました。 

  小野寺委員  子どもフェスティバルのポスターは、どのような取り扱いをしている

のでしょうか。 

  冨塚鶴瀬公民館長 実行委員会で協議し、コロナウイルス感染症の状況をみて図書館

での展示等を検討しておりましたが、感染状況が落ち着かない場合は

終了とし、来年度については新規で募集を行います。 

 

山口教育長  「議案第１９号 令和２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１９号 令和２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。 

 

 

議案第２０号 富士見市教育委員会職員人事評価実施規程の制定について 

 【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 資料に基づき詳細を説明。 

 【質疑内容概要】 

  簑輪委員   以前は理事という職がありましたが、規程に記載がないため、今後理

事の職はないと想定しているのでしょうか。また、教育部長は２人い
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ますが、評価をする担当課は組織により限定されるのでしょうか。 

  鈴木教育政策課長 理事につきましては部長職に該当いたします。また、教育部長は

組織上総務担当と学校教育担当に分かれますが、事務局組織規則にお

いては、教育部長と記されているため規程では教育部長職と表示して

おります。実際の評価については所管する担当課を評価いたします。 

 

山口教育長  「議案第２０号 富士見市教育委員会職員人事評価実施規程の制定に

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２０号 富士見市教育委員会職員人事評価実施規程の制定に

ついて」は議決されました。 

 

日程第二 報告事項 

（１）専決処理の報告について（教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意

見を申し出ること） 

【説明】 

  鈴木教育政策課長、高見生涯学習課副課長、石井学校教育課長、冨塚鶴瀬公民館長 資

料に基づき詳細を説明。 

【質疑内容概要】 

  小野寺委員  学校教育支援事業の高校受験対策講座の財源に記載されている、その

他は何を指すのでしょうか。 

  石井学校教育課長 各家庭から徴収する参加費用となります。６０名募集し各３千円

を徴収いたします。 

  渡部委員   学校施設整備事業の網戸の設置については約２千万円となっています

が、必要枚数と１枚当たりの設置費用について伺います。 

  鈴木教育政策課長 予算で計上した枚数は９１４枚。学校によって、そのまま取り付

けできる箇所と、レールの新設が必要な箇所があるため、工事費諸経

費含め１枚当たり２万円で計上しております。 

  小野寺委員  学校管理運営事業の説明の中で、学校を小・中・大規模に分けており

ましたが国の基準でしょうか。 

  石井学校教育課長 国の基準になります。児童生徒数に応じ、小・中・大規模に分け

て示されております。 

 

（２）日登美杯少年少女レスリング大会開催事業補助金交付要綱の制定について 

【説明】 
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  高見生涯学習課副課長 資料に基づき詳細を説明。 

【質疑内容概要】 

  簑輪委員   要綱の制定者は教育長でしょうか。 

  高見生涯学習課副課長 補助金に関する要綱のため、制定者は市長となります。 

  小野寺委員  要綱の様式第１号の申請書には、口座番号を記入する欄がありません

が、概算払いの際、口座番号はどのように確認するのでしょうか。 

  高見生涯学習課副課長 概算払いの流れにつきましては、交付決定をしたときに、請

求書を提出していただき、概算払いで指定口座に補助金を振込みます。

事業終了後、実績報告書に基づき交付額を決定し、過不足について返

納や振込みを行います。口座番号については様式９号の交付請求書に

ご記入いただき、確認いたします。 

 

（３）農バルプロジェクト事業企画委員会補助金交付要綱の制定について 

【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 

 

その他 

・新型コロナウイルス感染症に関わる対応について 

【説明】 

  林教育部長  市内感染事例、公共施設の利用について状況説明。 

  齊藤教育部長 学校の対応状況を説明。 

【質疑内容概要】 

  簑輪委員   ＰＣＲ検査について、コロナウイルス感染症の拡大状況をみると濃厚

接触者に限定すると、感染が拡大してしまうのではないかと心配して

います。学校で感染者が出た場合に担任の先生や、クラスの児童生徒

全員がＰＣＲ検査を受けられるようにできないでしょうか。 

  齊藤教育部長 現時点では、保健所からそのような指導がされておりません。ＰＣＲ

検査の実施については、教育委員会や学校では決めることができず、

保健所の指導がないと検査ができません。今回の事例では保健所から

臨時休業の必要はないとの指導がありましたが、消毒をしっかりと行

うとの判断により、臨時休業の措置をとっております。 

  簑輪委員   三芳町のふじみの救急クリニックではＰＣＲ検査を行っていますが、

市や医師会で同じような対応はできないでしょうか。 
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  山口教育長  ふじみの救急クリニックの対応は三芳町で行っているものではなく、

市や医師会としての対応とは別なものと思われます。 

  渡部委員   ふじみの救急クリニックについては医師会で委託しているのではなく、

病院独自で行っているものと理解しております。 

  簑輪委員   ２市１町の図書館を訪れたが、三芳町の図書館では、入館時に職員が

検温を行っています。富士見市も利用者が１時間程度滞在することを

考えると、緻密な対応をしたほうがよいと考えます。正規職員が配置

されている図書館と、指定管理者の図書館で違いがあるとみられてし

まうのではないかとの懸念があります。 

  林教育部長  公の施設の利用条件については発熱していないこととされており、事

前に各自検温して来館してもらうことになっております。検温してい

ない場合には施設で検温を行いますが、基本的には自己申告で行って

います。今後、事業開催時等については体温測定カメラシステムを導

入し対応する予定です。 

  渡部委員   自己申告ではなく検温したほうがよいと思います。検温の結果、熱が

ある場合は利用を遠慮してもらうなどの対応をとったほうがよいの

ではないでしょうか。 

  林教育部長  市内公の施設の利用にあたっての共通遵守事項として、発熱時の活動

自粛を設けております。 

  簑輪委員   公民館は利用者がある程度限定されていますが、図書館は不特定多数

の人が利用するため、図書館のみ限定して検温を行うことは可能でし

ょうか。 

  林教育部長  図書館については、利用時間制限や閲覧制限を行うことにより、人数

を制限し密接の状況が生じないような対応をとっており、公民館とは

違う独自の取組みを行っております。 

  簑輪委員   小学生から、ほこりで上履きが汚れるので、毎週、上履きを洗ってい

るとの話を聞いたが、学校では掃除をしているのでしょうか。 

  石井学校教育課長 分散登校の開始当初は先生が掃除を行い、児童は掃除をしていな

かったが、その後、段階的に児童が掃除を行い、現在は通常の形で掃

除をしております。上履きについては、汚れに関係なく、毎週洗うよ

う指導をしております。 

  簑輪委員   文部科学省通知にて、臨時休業中の家庭学習の内容について、一定の

要件の下で学校の再開後に再度学校で指導しなくてもよいものとす

ることができるとされていますが、実際にそのような措置をとってい

る学校があるか伺います。 
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  石井学校教育課長 市内の学校では該当ありません。 

  簑輪委員   臨時休業により短縮された期間の中で、全ての教育課程を実施する方

向だと思いますが、無理をして詰め込み式になるようなことはないで

しょうか。 

  石井学校教育課長 それぞれの学校で計画的に年間予定を組んで対応しておりますの

で、そのような恐れはないと考えております。 

  山口教育長  臨時休業中の期間については、全てが授業時間ではなく、運動会など

の行事練習の準備期間となる時間もあり、相当な時間数となります。

その時間を授業時間にあて、併せて夏休みも短縮することから、臨時

休業の期間が全て必要になるということではございませんので、標準

時数的に行わないといけない時間は確保できると計算しております。 

  渡部委員   教科書の内容は完結できると理解してよろしいでしょうか。 

  山口教育長  はい、必要な内容はできると考えております。 

  簑輪委員   高校入試の問題から省かれる部分について省略するような考えはない

でしょうか。 

  山口教育長  単元で定められている学習は全て行います。 

  深井委員   コロナウイルス感染症により休んだ児童生徒の授業の遅れについては

どのような対応を考えていますか。 

  石井学校教育課長 可能な範囲で課題を出したり、個別に対応することを考えていま

す。 

  簑輪委員   運動会については小学校では中止になりましたが、中学校については、

学校ごとに実施の判断を行うのでしょうか。 

  石井学校教育課長 学校ごとに判断します。コロナウイルス感染症予防の対策をとり、

必要最小限に縮小するなど工夫した形で実施の判断をしてもらいま

す。 

  山口教育長  小学校の校長間では、運動会に替わる行事、学年ごとのリレー大会や

スポーツ大会的なものを代替案として検討しており、児童生徒の健全

な成長のため、できるだけ行事にも取り組んでもらいたいと思ってお

ります。行事を行う場合は、保護者の意見を聞き、双方向で進めるよ

う伝えており、小学校間、中学校間で違いが出ないよう校長間で相談

してもらっています。 

  小野寺委員  児童生徒に感染者が出た場合、感染者探しをしたり、いじめにつなが

るような行動に対する指導はどのように行っているか伺います。 

  石井学校教育課長 校長から担任の先生に、感染者が出た場合、中傷的なことはしな

いよう日頃から指導しておりますが、あらためて指導を行います。 
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  山口教育長  保護者宛てに、個人情報保護、人権侵害にならないよう配慮をお願い

する通知を出しています。 

 

・「セルビア語講座」YouTube動画配信のお知らせ 

 【説明】 

  説明省略、資料を確認。 

【質疑】 

なし 

 

 

山口教育長   閉会宣言（午後３時５分） 


