
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和元年１１月２６日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    令和元年１１月２６日（火）午後２時４５分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ３件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ３件    承  認   ０件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件    報告済    ０件 

 

７ 議事録     別添のとおり
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教育委員会定例会議事録 
 

１ 会議年月日   令和元年１１月２６日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ １F 会議室 

 

３ 出席者 

          教育長  高杉 良知 

          委 員  坂田 眞澄 

          委 員  田村 雅恵 

          委 員  小濱 樹子 

          委 員  上之園 公子 

  

計  ５人 

 

４ 議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  教育長報告 

日程第３  第８号議案   府中町教育委員会事務局及び学校その他の教育関係職員の 

職の設置に関する規則の一部改正について 

日程第４  第９号議案   府中町図書館協議会委員の委嘱及び任命について 

日程第５  第１０号議案  令和元年第５回府中町議会定例会に提案される教育委員会 

関係の議案等に対する意見について 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長     榎並 隆浩    総務課長     長西 弘子     

学校教育課長   土井 賢二    学校教育課主幹  畑尻 佳括     

社会教育課長   山下 賢二    社会教育課主幹  渡邊 昭人 

総務課長補佐   松林 亮     総務課総務係長  山王 真由美    

総務課主事    沖本 美幸 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後１時３０分） 

 

教 育 長   それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから定例教育委員

会会議を開催いたします。 

       本日の議事日程はお手元に配付しているとおりでございますが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   それでは日程第１「議事録署名委員の指名」を行います。教育委員会規則の規定

により私と上之園委員を指名することとしますが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   では、次に参ります。日程第２「教育長報告」を議題といたしたいと思います。

いつものように、私から教育長報告しますけれども、委員の皆様方からもいろいろ

なご視察等での報告ありましたら、併せてお願いいたします。 

       ○１１月１日（金）広島県町教育長会研修会について 

まず第１点目、１１月１日ですけれども、広島県の町教育長会の研修会を実施い

たしました。今年は北広島町を会場に行いました。北広島町の八幡という地域があ
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るのですけれども、そこに樽床ダムというダムがあります。樽床・八幡山村生活用

具及び民家の展示をしてあって、この民家は修理を終えました。これは国指定の重

要有形民俗文化財になっています。ここの民家というのは茅葺きの民家なのですけ

れども、東北の造りと全く同じになっているのです。連携のない時代なのに、雪深

いところの独特の１つの建築様式ということで、重要であると。いわゆる、家畜と

人間が一緒に生活をするといった建築様式を曲り屋というような言い方をしていま

す。茅葺きの民家の茅は芸北中学校の生徒が千町原の茅を刈ったりして、それを使

ったりしたのですけれども、やっぱりそれだときれいに揃わないというようなこと

があって、あまりたくさんは使ってもらえないと。ただ、その茅は教育長さんいわ

く、今中学生が集めて一生懸命やっていますので、全国に安く売りますから、ぜひ

欲しいところは言ってください、と言われていました。しかも半分から３分の１ぐ

らいでお売りします、というようなことを言われていました。この山村の生活用具

も一緒に展示をしてあって、一度行かれてみたらいいかなと思いました。それから、

樽床という地域のことについて、地域の人たちが団結をして立ち退きをするときに、

ここでの自分たちの生活は忘れないぞとみんなで話し合いをして、記念碑が立った。

そういったようなところも見せていただきました。 

それから、広島県立加計高等学校の芸北分校、ここを視察させていただきました。

芸北町というのは芸北学園構想というのがありまして、保・小・中・高の連携型で

つなげていく取り組みをしているところです。芸北中学校と芸北分校は、一体型の

校舎になっているのですよ。廊下でつながっているのですけれども、そこの中学生

と高校生が一緒に合唱してくれました。「芸北の空」という歌でありまして、芸北

町に来られていた中学校の音楽の先生が、ぜひここの地域の歌を残したいというこ

とでありました。文化ホールで聴いたのですけれども、もう文化ホール全体に響き

渡るものずごく大きな声で、本当に元気の出るすばらしい合唱でありました。中学

生と高校生が一緒になって。そのあと、「りんご踊り」を踊ってくれました。これ

は野球部の子とかがリンゴを２つ持って、これも大きな声で「りんご踊り」を披露

してくれました。そのあと、芸北分校の生徒が２人ほどプレゼンテーションをして

くれました。１人は「田舎留学から海外留学へ」というテーマで、不登校だった生

徒さんなのですけれども、中学校の１年で不登校になって、そのあといろいろな学

校を受けたりしたのだけど、どうもしっくりこなくて、芸北分校を調べて、ここだ

と思って行って。すごく元気がいいです。能力もやっぱり高い。海外留学にも行っ

て自分の将来を考えたら、絶対、今海外にも留学したいといったような、その中で

学んだものについてプレゼンテーションをしてくれました。すばらしいプレゼンテ

ーションでした。それからもう１人が、ないものはないのだからという中で、この

地域をどう活性化していくかと。そういった人材になっていきたいという、これも

すばらしいプレゼンテーションでした。 

そのあと、県の教育委員会の次長さんに来ていただいて、広島県における教育の

今日の課題でこれまでの経験の中、教育委員会のほうへ来てみて、思われたことと

かも含めてお話をしてもらいました。次長さんは大体知事部局から来られている方

で、これまで予算とか財政、それから人事、そういうところをずっと歩いて来られ

た方で、もう一言で、「教育委員会は予算の取り方が下手」と言われました。その

辺の考え方なんか、現実があってこうやりたいという理想があって、その間を乖離

しているところを埋めていくのが施策だと。当たり前の話なのですが、そういうと

ころからの話をしていただき、それから、県の教育委員会がこれからやっていこう

と思っていることをいろいろ伺いました。これまでもずっと聞いていた中身だった

のですけれども、１つあれと思ったのが、ＬＧＢＴについて学校の中での教育が今

後やっぱり大きな課題になってくるだろうというふうに言われていて、府中町でも

いつも私もずっと気になっていて、出席簿の名前とか順番とかいうのも含めて、こ

の辺のところはやっぱり考えていかないといけないのかなと。もう入試でも男性・

女性のところに丸することをやめるとか、そんなような時代ですよね。ちょっと知

らなくてびっくりしたのが、ＬＧＢＴは８％いるのだと。８％というとこれ大変な

数。左ききの人が９％というのですよ。だから、左ききの人ぐらいいるということ
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ですよね。 

 

小濱委員   ＡＢ型よりも。 

 

教 育 長   ＡＢ型は１３％ですね。気づかないだけとか、その辺のところを今後やめていか

ないといけないですよねと。そういう話もされました。というようなところで、町

教育長会の研修会でありました。また来年もこの時期にしていこうと。これ県内回

ってやろうというので、来年は世羅町を考えています。 

      ○１１月２日（土）府中中学校文化祭について 

○１１月１６日（土）府中小学校学習発表会、府中東小学校東っ子発表会、府中北

小学校学習発表会について 

それから、２点目です。１１月２日に府中中学校の文化祭がありました。府中緑

ヶ丘中学校と府中中学校の違いは、府中中学校は最後全員合唱があるのですね。全

校合唱が。うわーっと出てきて、去年その様子を見てちょっと会場のつくり方でち

ょっと危ないというようなのがあったのを覚えていて、今年どうかなと思ってずっ

と見てたのですが、今年は去年よりももっとスムーズにちゃんとできていて、危な

いところもなくて、とてもよかったかなと思いました。各クラスの合唱は府中緑ヶ

丘中学校も府中中学校も遜色ないような感じがしたのですけど、最後の全校合唱と

いうところはやっぱり圧倒されました。 

       １１月１６日の学習発表会、これも府中小学校、府中東小学校、府中北小学校と

ありました。私はこの府中中学校、府中緑ヶ丘中学校、そして小学校の合唱の様子

を見て、芸北で聴いたあの合唱もすごかったのですが、府中町の子もうまいと思う

のですよ。府中町にはやっぱり府中町のよさがあって、子どもたちが一生懸命自分

を表現しながら歌っているというような感じを持って、これはやっぱりこれでとて

もすてきなことなのかなと思って聴きました。 

      ○１１月５日（火）～６日（水） 市町村教育委員会研究協議会（第２ブロック） 

について 

もう１つ、１１月５日から６日にかけて市町村教育委員会研究協議会（第２ブロ

ック）、文部科学省主催で西と東に分かれて、今回西側は鳥取県と一緒になってや

る協議会ですけれども、西日本からたくさんの人が来られていました。私と坂田職

務代理のほうで出席させていただきました。中身は坂田代理にお願いしようと思い

ます。 

 

坂田委員   それでは、置いてもらっている資料ですね。日程が書いているのを行かせてもら

っていますので、見てください。府中町と照らし合わせて、関係があるところを中

心に報告させてもらいます。 

まず、日程のところで私のほうは２日目、第２分科会のほうへ行きました。教育

長さんのほうは第３分科会、「英語教育の取組」のほうに行かれました。その右側

を見てもらって、中央教育審議会のこれまでの審議を踏まえた論点の整理というの

を簡単に紹介しますと、育成を目指すべき資質・能力ということで、どういうこと

を狙っているかということですが、よく出る言葉ですけど、主体的に判断し、多様

な人々と協働しながら新たな価値を創造できる自立した人間、キーワードは自立し

た人間をどう育てていくかということです。もう１つは、これから予測不可能な未

来社会を自立的に生き、社会の形成に参画するための資質能力を育成していくとい

うことが中心になっております。その中で、子どもの学びですけれども、これも大

事なことは誰一人取り残すことなく、それも多様な能力・適性等を持っている子に

対して、それに応じた学びができる環境づくり、個別最適化された学びというふう

にまとめていますけども、それを目指す。それから、子どもの学びを支える環境と

いうことで、全国全ての学校において質の高い教育活動を進めていく。これには教

師力の向上と、それからＩＣＴをどう活用していくか。その辺が大事だということ

を言われておりました。次を開いていただいて、基調講演の中からそこに挙げてお

ります、地域との連携・協働による学校づくりということで、府中町のコミュニテ
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ィ・スクールの現状と照らし合わせながら聞いたことをご報告します。地域ととも

にある学校への転換ということで、どう進めていくかですけれども、もう１枚はぐ

っていただいてそこを見ていただくと、これまで地域からいろいろなことをやって

いるわけなのですけれども、見守り隊とか防災訓練とか読み聞かせとか地域清掃と

か、それは一方的な奉仕・支援、そういう形になってきていたのではないかという

ことがありました。府中町のほうはちょっと違うと思うのですけれども。そして、

右のほうに大事なのは双方向開かれた学校ということで、地域から学校へ、学校か

ら地域へ、その双方向、それが大事であると。しかし、現状を見ると、地域の思いの

ほうも学校に対して遠慮があるのではないかということを言われていました。意見

や要望をちょっと控え目に、ここはいいんじゃないかとか具体的にもっと言えばい

いのだけども、ちょっと控えている。そういうことがあるのではないかということ

がありました。次のところを開いていただいて、そして、学校のほうの思いなので

すけれども、学校のほうもいろいろやってもらっている。そうしたらそれに対して

何かを返さなきゃいけないのではないか。しなければいけない。何か具体的なもの

を目に見える形でしなければいけない。そういうかえって負担感があって、お互い

にちょっと遠慮をする。それとか、やらされ感。そういうのがあるのではないかと

言いました。なぜ受け身になってしまうのかというところで、地域のほうは地域の

ほうで目標を設定して、学校のほうは学校のみで設定して、要するに共有できてい

ない。それをどうしていくかということが大事ではないかというふうに言われまし

た。右のほうの下にいきまして、受け身にならないためにはどうあるべきか、とい

うことで、お互いが当事者意識を持って共通の目標に向かって進めていく。それに

は双方の理解、それから納得、信頼関係、そういう中で進めていくことが必要だと

いうことがありました。次のページに行きまして、同じことになりますけども、学

校・家庭・地域が共通の目標に向かってしっかり熟議をして、意見を出し合ってそ

れを受けとめてお互いが一緒に進めていく。そういう方向が大事ではないかとあり

ました。府中町の小・中７校はどうなのかということを考えてみますと、コミュニ

ティ・スクールを全校取り入れているわけなのですけれども、実際にはものすごく

進んでいる学校と、そうじゃない、もう少し温度差があるのが実態じゃないかなと

いうふうに私も考えているわけですけれども、これをどういうふうに解消していく

か。取り組まなければいけないというふうにありました。あと、右のほうにそれで

書いてありますので見ていただいて、その次のページですね。学校を地域コミュニ

ティー、安心できる場所に、これも１つの核にして、学校が安全で安心できる場所、

学校に行けば危険から避難できるという、そういうことをしっかり意識してもらう。

そのためには、学校と地域、防災訓練等を学校中心に実施することも重要であると

いうふうに言っていました。 

府中東小学校も来月の日に防災訓練するわけなのですけれども、学校に集まって

というのを実施します。１つのきっかけになればなというふうに思います。 

それから、もう１枚はぐっていただいて、２日目の第２分科会のほうに行きまし

た。「学力向上施策の推進」ということで、これも府中町に取り入れることができ

るものがあるかなという観点で見ていき、報告します。説明があったのは三重県い

なべ市で、これが人口は府中町よりちょっと少ないところなのですけども、小学校

が１１校２，３００人、中学校が４校１，２００人、そういう規模の市でした。その

中で、その右のほうになりますけれども、やはり一番大事にしているのは、安心し

て学べる学級・学校づくりということをやっぱり一番基盤において学級・集団づく

りができている。そういうことを大事にしているとありました。私のほうもまた後

で報告しますけれども、府中町内の参観日に行かせてもらって、非常に落ちついて

取り組んでいるクラスもあるし、もう少しなところもあるわけですけれども、まず

はその辺を安心して学べる学校・学級づくりが大切だと思います。次のページに行

きまして、具体的な取り組み、先程と関係ありますけれども、やはり一番大事なの

は授業規律、それでしっかりすることが大事だとありました。その中でも、やはり

話す・聞く、それをきちっとすることが大事だと。例えば、学級・学年が変わって

も、担任が変わっても同じように授業規律ができている。学ぶ姿勢が作られている。
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そういうことが大切。当たり前のことなのですが、そう言われていました。それと、

やはり教師力の向上、授業をどういうふうに子どもを最後まで学ばせるかと、大事

だということがありました。それから習熟度別学習、これは府中町でも進めている

わけですけれども、その下のＡ中学校の実践例、１つの例を挙げていました。新し

い内容との出会いとなると、そのあとですね。考えながら深める。基本問題がわか

るグループがあって、基本問題ができないグループは教えてもらいながら取り組む。

そういうことをやってもう１回一斉で標準問題に取り組む。そしてそのあと、標準

問題がわかるグループは入試問題難解も取り組む。標準問題ができないともう１度

類題とかワークに取り組む。そういう進め方をしているとありました。次のページ

に行きまして、習熟度別授業ですね。これはテストを実施してクラス分けをしてい

て、それで授業を進めているということでした。一番上は最後のところになるので

すけれども、５のところです。いなべ「学び舎事業」ということで、これは支援を必

要とする家庭の児童・生徒の学力をつけるということで、市の予算によるアドバイ

ザーによる指導を実施しているということで、そこに例が書いてありますけれども、

主には夏休みなどでそういうのをやっているというふうにありました。担任に代わ

って学びを助ける取り組みをしている。週２日とか週１日とか、そういうのがあっ

て、延べ人数かなりの人数が行っております。府中町でも取り組めることはないか

なということで、国・算中心に担任に変わって、夏休みとか冬休みに時間と場所を

とって、そういう場ができればいいかなということもありました。先生の働き方改

革にもつながってくると思うのですけれども。それから、下の学力向上特別指導員

の派遣ということで、実践に悩みを持つ教員などに授業参観、事後指導なども、そ

ういう取り組みをしているということで、その中でも悩みを持つ教員ですね。新採

から１年目、２年目とか、本当に悩んでいるのを気軽に相談に、授業のことだけで

はなくて、こういうことで悩んでいるということを気軽に乗れる場を設定している

ということがありました。じゃあ、府中町ではどうかなというところなのですけれ

ども、誰が相談に乗るかとか、それから費用面もあると思うのですけれども、退職

した教員のほうに来てもらって、そういう場を持つか、そういうのもできるかなと

いうようなところもありました。以上、大体そういうことです。 

 

教 育 長   ありがとうございました。１日目にもう１つパネルディスカッションがコミュニ

ティ・スクールの中身についてありました。広島県府中市の平谷教育長さん、それ

から岡山県倉吉市の教育長さんが実践発表をされました。実は２日目の分科会に私

は「英語教育の取組」のほうへ行きました。宮崎県宮崎市教育委員会と鳥取県境港

市教育委員会の発表だったのですけど、宮崎市のほうは教育情報研修センターの指

導主事さんがされました。英語担当の指導主事さんというか、英語だけを担当して

いる人が実はその指導主事さんともう１人の指導主事の２人もいるのですよ。こん

な２人も市の中で担当者が、教育情報研修センターの中だけでいるということで、

１つやり方としての大きな柱は、その市内の英語担当の先生たちの担当者会議をや

ると。担当者になっている人たちの組織づくりをしていると。その会長は校長先生

になってもらい、事務局を教育情報研修センターの私がやっていますといったよう

な話で力を入れてやられているということで、ＡＬＴを中心に増員することとか、

学校訪問をやっていますとか、小学校での外国語を先行して実施してきましたとか、

府中町と随分似ているなというふうに思っているところもありました。教員の研修

と、授業の中身づくり、そういったようなことをずっと進めてきているということ

です。それからもう１つ、境港市なのですけれども、境港市というのは大型客船の

寄港地になっているということで、やっぱり外国人が多いのだそうです。たくさん

の人が来ているという実態の中で、子どもに英語をというような１つの柱としてや

っていきたいということで、小学校の５年生から高校３年生までの１つの「ＣＡＮ

－ＤＯリスト」というのを作ってそれをやっている。これも府中町でいうと小中の

リストを作ってやっているのと取り組みはちょっと似ているかなということを思い

ました。ここもＡＬＴの活用とかやっています。英検２級とかいう語はなかったで

すね。ただ、英語が好きだという生徒がものすごく多い。これはすごいなと思いま
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した。全国学校１５％ぐらいのところを、境港市は７１％いるのですよ。中学生が、

英語が好きだと。だから、これはもうこの数字を見ただけでやっぱり英語が楽しく

てみんなが学んでいるなという姿が見られました。実際に画面でも見せていただき

ました。といったようなことが発表としてはあったのですけれども、あとの質疑の

中で、すごく中身の細かいことも出ました。例えば、小学生だから一生懸命使おう

と思って、例えば「Ｒ」と「Ｌ」の発音とか「Ｂ」と「Ｖ」とか、その辺のところは

どうやってきちんとやらすのかとか。文法がぐちゃぐちゃになっていて、それはき

ちんと正しくやり直させてやらなきゃいけないんじゃないか。まさにこれまで私た

ちが習ってきた英語のパターンを言われていました。文部科学省の担当者がうまく

説明されたのが、小学校のときの英語はどちらかというと、聞いて、話して、楽し

く学んで、言葉を覚えていくとか、言葉が言えてコミュニケーションがとれること

の喜びみたいなのを、狙ってやるべきじゃないですかねというような話をされて、

幼児が日本語を収得していくときに、今言ったのは違うよ、こうだよなんていちい

ちやらないでしょ、というような上手な説明をされていました。でも、小学校の英

語はやっぱりそうだというふうに思うのですね。特に３、４年の英語活動があって、

それをベースにして英語科というもうちょっと進んで、さらにそれを中学校へきち

んとつないでいくということがうまくできていけば、やっぱりとても話せる子ども

が多くなるのではないかなと思います。そうやってみると、府中町は今、府中 E-time

というのを作って、必ず毎日どこかで英語を使おうよと。給食のときに献立の放送

で英語を言ったりもしていましたよね。何かの英語をとにかく毎日聞いていくとい

ったような取り組みをどこかでやりながら、英語活動から英語教育へつなげていく

という担当者会も府中町はずっとやってきているということもあって、成果はなか

なか出ていませんけれども、今年の英検２級がどれぐらいかなということは、ちょ

っと楽しみにしておいていただければと思います。そういったようなことを感じま

した。以上で、この市町村教育委員会の研究協議会については終わりたいと思いま

す。 

      ○１１月２０日（水）第２回学校支援拡大会議について 

それから、１１月２０日、第２回の学校支援拡大会議を実施いたしました。これが

業務改善、働き方改革についての学校が決めた最後の会になります。もちろん取り

組みはずっと進めていくのですけれども、会としては一応けじめの会といったよう

な位置づけであります。３年間府中町で教育委員会として学校と一緒になって取り

組んできた内容について、担当の草本主任指導主事のほうからずっと年度ごとに成

果と課題、それから今後の取り組みといったようなこと、さらには１０月に策定し

た府中町の推進計画、これについて説明をしていきました。そのあと、各学校から

今取り組んでいる中身についての報告がありました。Ａ４、１枚にまとめています。

もし資料が必要だったら言ってください。あとでお願いします。そのあと、善積先

生という文部科学省のアドバイザーの方に来ていただいて、その人はその取り組み

を聞きながら指導の講話をしてくださいました。１時間半ほどしてもらいました。

善積先生には、今年の１学期から２学期にかけて全部の学校を回って見ていただい

て、そこでの校内研修に出て学校の取り組みを聞いて、そこの学校に合ったような

助言をしてもらっています。１ヶ所、府中中央小学校だけ一緒にやっている人が来

られてそこはやられましたけれども、全部の学校へ一応アドバイザーの方に来ても

らいました。善積先生は、去年からもう来てもらっています。日本全国回っていろ

いろな学校の取り組みを話されていたけれども、いわゆる押しつけでない、必要の

中で生まれてきている業務改善をやっている。質のものすごく高い業務改善をやっ

ているのは府中町しかないですというふうに言われました。聞いていると、本当に

なかなか数字にはあらわれてないですよ。まだ１週間の１人あたりの勤務時間は小

学校が５１時間ぐらい、中学校が６０時間を切って５５時間ぐらいになったのかな。

成果としては出ているのですけれども、大幅にじゃあ４５時間になろうかと言われ

ると、まだまだなのです。でも、その質の高い、無理をしないしっかりと納得しな

がら進めている業務改善だから、数字は一気にいかないこともあるのですが、そう

いうところの評価をものすごくしてもらいました。だから、方向性は間違っていな
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いし、このままやっていくということ。その辺がとても大事なんだ、というお話を

していただいたように思っています。 

      ○全国子ども和食王選手権大会出場について 

最後の全国子ども和食王選手権大会というのがありまして、農林水産省が主催を

している大会です。新しいレシピを考えたり、全国でプレゼンテーションをしてい

くのですけれども、中国地区で実は優勝したのが府中中央小学校で、３チーム出て、

あとの２チームは３番だったのです。全国大会へ行けたのは１番だけで、全国から

集まったチームの中から表現力賞というのをもらいました。表現で、前でやったプ

レゼンテーションは、最高によかったという評価です。審査員が涙を流して聞いた

と。中身は、「愛と平和のお好み焼き」です。どういうことかというと、この広島

のお好み焼きができたルーツというか、どうして広島でお好み焼きができたのかと

いうことをプレゼンテーションしたのです。いわゆる戦争で何もなくなってバラッ

ク建ての中に鉄板だけがあって、それから配給の小麦粉があって、その小麦粉を溶

いてやるのだけど、薄くてすむから水でいっぱい薄められるのだと。それからいろ

いろな具材をのっけて焼く。それが広島では、広島だからできたのだという話をし

て。そこへ店の名前がみっちゃんとかれいちゃんとかよっちゃんとかついているじ

ゃないですか。それって何でかご存じですか。あれね、主人が戦地へ行っているで

しょ。帰ってきたときに自分の奥さんの名前をつけていると、どこでやっているか

わかるじゃないですか。そこで愛が出てくる。愛と平和のお好み焼き。それをいろ

いろなグッズを出して並べたり人形劇みたいにしたりしながら２人で体を使ってや

ったりして。それを見てすごく感動して、お好み焼きってこういうことだったんで

すかというのを皆さんが聞いて、これ広島風お好み焼きなんていうのは失礼ですね

と皆さんがおっしゃったといったようなこと。それでも１位になれなかったのです。

プレゼンテーションだけが勝負じゃなかった。豆運びってあったのです。つまんで

こっちへこう運ぶ。箸で、つまみにくいじゃないですかね。練習はしていったのだ

けど。 

 

小濱委員   そういうのもあるのですか。 

 

教 育 長   そういうゲームっぽいのがあったのですよ。それの総合点でやるのです。それで、

実は練習はしたのだそうです。大豆で。行ったら小豆だった。小豆、１つも運べな

かった。でも、しょんぼりしていたのだけど、一番大事なプレゼンテーションのと

ころがすばらしいと。表現力を評価してもらったというのは、とてもうれしかった

ですね。行く前に町長のところへ挨拶に来て、私も一緒に行って見たのですけど、

あのときはまだ下手でした。でも、一生懸命やっていた。一生懸命やってこれをも

う少し精度を上げていったらよくなるよね、みたいな話をして、しっかりと励まし

て。ちょっと引っ込み思案ぽい感じの子だったのです。本番は何か堂々とやったら

しいですから、よかったなと思っています。表現力賞です。これはもう優勝にまさ

るかなと思いました。以上です。 

それでは、学校行かれていろいろと感じられたことがあったら少しご報告をお願

いします。 

 

坂田委員   じゃあ、私のほうから、まず、この前の教育委員会会議の府中北小学校の訪問か

らでいいですかね。１０月２９日（火）府中北小学校へ行った分ですけれども、授

業参観での感想です。５、６年生、落ち着いてとても学習していました。それから、

１、２年なのですけれども、もう少し落ち着いて授業に取り組めるとよいと感じま

した。教科書を忘れている子が数人いましたので、その辺はやっぱり改善をしたら

と思います。それから、３年１組の授業なのですけれども、児童が主体的でいつも

見て感心するのですけれども、グループでの話し合いも自分たちで進めることがで

きていて、大変よいと思います。授業の進め方を全クラスでやっぱり広めていける

とよいと思います。それから、４年生の道徳をやっていましたけれども、題材を先

生が読む、またはＣＤで聞かせる場面を見たのですけれども、ほかのことに気が散
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っている子がいたのでちょっと気になりました。違うページを開いている子とか、

鉛筆や消しゴムで遊んでいる子がいるので、先生が机間巡視をして児童の様子を見

ていくとよいと感じました。 

１１月１日、府中南小学校のパブリックデーに行きました。授業参観のほうです

けれども、各教室の前に参観日の授業を進めるうえでの教師の思いを入れた略案を

置いていました。その中に、府中南小学校でこういうふうに「いのちの教育」を進

めているのだよということが入っていて、保護者も理解しやすかったのではと思い

ます。それから、どの学年も全体的に落ち着いて学習に取り組んでいました。ただ、

おしゃべりはないのですけれども、筆箱を触り続けている子や、顔を伏せている子

が数名いたので、気をつけて見ていくことが必要だと思いました。それから、毎回

のことなのですけれども、１、２、５、６年生の保護者はおしゃべりがほとんどな

かったのですけど、校舎が離れているからか、３、４年の保護者のほうはやっぱり

おしゃべりが多かったです。学校からだけではなくて、やはりＰＴＡの役員を中心

に参観マナーについて取り組んでいけたらよいと思いました。それから、次に児童

発表なのですけれども、学習したことを全体の場で発表することがしっかりできた

らいいと思います。それから、司会が６年生だったのですけれども、学年紹介の見

どころを全て覚えていて、はっきりと伝わるように言っていたのが感心しました。

それから、地域懇談会、パネルディスカッション形式で実施していました。特徴だ

ったのは、初めて６年生の全児童を参加させての懇談会。そして、コミュニティ・

スクールをよりよく深く進めるためには、校長先生もですけれども、地域の方、保

護者だけではなくて、やっぱり児童を巻き込んで語っていくことが必要だという説

明がありました。児童のほうは、前のパネラーとして執行部の３名が出ていました。

１つは南っ子の取り組みについて、それからもう１人の子は、新しくつくられた第

二図書室をもとにした読書の大切さについて、それからもう１人は、あいさつ運動

について報告をし、それぞれの立場から意見を出し、意見交換ができていました。

やはり大変いいことをやっているので、この会の内容を学校だよりとかホームペー

ジでしっかり発信して、府中南小学校の理解をより深めたらと思いました。残念な

のは、児童発表の後、残られる保護者の方が少なかったように思います。ＰＴＡと

改善策を考えられたらと思います。 

それから、１１月２日（土）府中中学校の文化祭、私のほうは１年生と２年生の

２クラスの合唱を聴いただけなのですけれども、やはり２年生の歌声を聴いて、１

学年違うと合唱のレベルが非常に高くなっているというふうに感じました。１年間

の積み上げが大きいと思いました。それから、昨年度に比べて生徒の聴く態度が大

変よかったように思います。それから、１年生５クラスあったわけなのですけれど

も、やはり合唱の優れたクラスはまとまりのよさを歌う姿勢から感じ取りました。

教育長さんも言われたのですけども、本当に自分で心を込めて指揮者のほうを見て

体を動かしながらということが感じられました。 

それから、１１月７日（木）府中緑ヶ丘中学校のオープンスクールのほうを参観

しました。最初に授業参観で、中学生がどういうふうに学んでいるかを小学校の学

級単位で見回っていました。それで、生徒会執行部の中学校２年生が前後について

手際よく回っていました。授業のほうは、中学生生徒がとても落ち着いていて、意

欲的に学習に取り組んでいました。児童のほうもいい場面を見て、自分もこんな中

学生になってしっかり学ぶぞという気持ちになったのではないかなと思います。そ

れから、参観後、児童は体育館に集まって執行部による「中学校の１日の紹介」を

映像を使ってやっていました。そしてそのあと、各部の部員が児童を引率して部活

動体験に移っていました。全て生徒会が中心になって動いているということが、参

加した児童も感じたのではないかなと思います。それから、教室内が整頓されて大

変よかったです。保護者の参加は４０名程度だったです。３学期に保護者向けの説

明会があるので、特に今回はちょっと少なかったのではないかなというふうに言わ

れていました。 

それから、１１月１６日、府中小学校の学習発表会、これは、学校で進めている

「いのちの教育」との関連を明確にして発表会に取り組んでいました。１年生のほ



9 

 

うを見たのですけれども、声と動きがぴったり合っていて、学年みんなでよりよい

ものを作っていこうというのが伝わってきました。２年生のほう、特に言葉と言葉

の間合いが大変よかったように思います。しっかり間をとって、そして歌のほうで

はきれいなハーモニーで高音部ですね。しっかり頭声発声ができていてよかったよ

うに思いました。 

それから、府中北小学校の学習発表会、これは１、４、５年生を参観しました。ど

の学年も声がよく出ていて、見ている児童の態度も大変よかったです。５年生の英

語劇をやっていたのですけれども、日常でよく使う英語を使って構成されていて、

子どもたちも楽しんで演技をしていたように思います。劇に取り組む中で英語が身

に付いてこれからも役立つと思うので、来年からも取り組んでみてはと思います。

できれば他の学校も可能ならば取り組んでみてはと思います。 

それから最後、府中東小学校へ行きました。５年生のほうなのですけれども、登

場人物になりきった演技ができていました。特に演技者だけではなくて、効果音・

照明も児童が分配してやっていました。全員で１つのものを作り上げようとしてい

たのがよくわかりました。２年生、手の動きとか表情とか、細かいところまで演技

ができてよかったです。４年生、リコーダーの音色がよくそろっていて、合唱もき

れいなハーモニーだったように思います。６年生、合奏が大変難しい曲なのですけ

れども、テンポが何度も途中で変わる曲だったのですけども、よくそろっていて大

変よかったように思いました。以上です。 

 

田村委員   では、私のほうからは、最初授業参観のことを申し上げて、その後に学習発表会

のことを申し上げます。まず、授業参観、府中北小学校なのですけれども、３年１

組のグループ学習、とてもよかったと思うのですけれども、中には見ていたら、そ

のグループの中に入っていなくて全然違うことをしているのに、最後先生が「わか

りましたか」と言ったら、「わかりました」と声だけ言っていた、そういう児童も

いたので、先生はグループ学習しているときはグループ間をちょっと回っていただ

いて、みんなが参加をしているかというのをやっぱり見ていただけると嬉しいです。 

あとは、１１月１８日と２０日に、府中南小学校の授業参観をいたしました。こ

れは府中南小学校だけではなくて、どこでも言えると思うのですけれども、例えば

下敷きをひかないとか、「グー・ピタ・ピン・サッ」ができていないとか、そういう

ふうな学習規律をやっぱり学期が始まったもう早いうちに徹底させるということが

大事じゃないのかなというのを思って。やっぱり１年生なんかはもうだあだあなの

ですよね。先生の話をほとんど聞いていないみたいな。後ろを向いたり立ったり本

当に自由なクラスもあったので、学期の最初のうちにその学習規律の徹底、先生の

話を聞くであるとか、発表者のほうを見るであるとか、手の挙げ方とか、そういう

のをしっかり時間をかけて徹底するというのが大事なのかなというのを思いました。

あとは、なぜ、例えば下敷きをひかないといけないか。なぜ姿勢を正さないといけ

ないかという、そうすることがなぜいいのかというのも合わせて子どもに説明して

いくのが大切なのかなというのを思いました。２年生の児童から聞いたのですけれ

ども、やっぱり下敷きをひきなさいとかそういう言い方ではなくて、下敷き警報発

令とかいう声かけを先生がされるそうなのですよね。そうすると、子どもたちもや

らされるとかそういうことじゃなくて、下敷き警報出たんだみたいな感じで、ちょ

っと楽しみながら下敷きをひける。やっぱり低学年にしか通用しないかもしれない

のだけれども、そういう声かけも工夫されていいなというのを思いました。また、

２年生の授業で、いろいろな仲間になる言葉を集めようというので、あるクラスで

は例えば音楽とか体育とか、その教科のその仲間を出していたのですけれども、書

写と出て、「じゃあ書写ね」って黒板に書くだけじゃなくて、「これは写真のように

写すように書くのだよ」という説明を入れながら黒板に先生が書かれていたのです。

あと、「学活も学級活動の略で、学級活動にはいろいろな活動があるよね」という

そういうことを子どもたちに教えながら学活と黒板に書かれて、ただ書くだけじゃ

なくて、ああそういう工夫もいいことだなというのを思いました。 

学習発表会なのですけれども、まず府中小学校に伺ったときにプログラムを、３
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年生の男子児童にもらったのですけれども、普通３年生の見どころを書くのかなと

思って読んでみたら、３年生の児童なのに「６年生の見どころは将来に向かうとい

うところです。ぜひ６年生の頑張っている姿を見てあげてください」と、６年生の

ことを書いて、おもしろいなと思って。皆さんのもそうですか。 

 

教 育 長   そうですね。 

 

田村委員   すごいね。６年生。隣の人に聞いたら、やっぱり３年生の児童が２年生の見どこ

ろはとか、そういう自分の学年じゃなくて、他学年の見どころを書いているのが、

ちょっとすばらしいなと思いまして、６年生の未来に向かってまで見ないといけな

いねと思いました。これに時間が書いてあって１年生は何時何分、２年生は何時と

書いてあるのですけれども、この時間を守らないといけないとは思ったのですけれ

ども、進行が早くて、司会の先生も何も言わないので、子どもたちは早くから壇上

に上がっているのだけど、シーンとした状態でちょっと間が持たないというのがあ

ったので、プログラムには予定なので前後することがありますと書かれるとか、例

えば、なぜこのみんなぼーっとして待っているのかというのを司会が一言、「２年

生は９時から開始なのでもうしばらくお待ちください」とか一言あるといいのかな

と。間がすごいあったので、それを思いました。低学年も大きな口をあけて歌を歌

って、ああ頑張っているなという好感が持てたのですけれども、私は坂田先生と反

対で２年生はちょっと元気がなくて、その一人一人のせりふも間がなくて、言わさ

れている感を感じました。高学年は本当に見事で、見事の一言で、本当にまとまっ

ていて声も出ていて、伝えたい、僕たちの今練習した成果をみんなに伝えたいとい

うのが本当によく出ていました。６年生の最後の「ダンシングヒーロー」というの

を合奏してくれたのですけれども、これはもう本当に涙が出るぐらいすばらしくて、

私はそこから出たのですけど、多分アンコールがかかっていたのではないかと思い

ました。 

府中東小学校なのですけれども、府中東小学校もオペレッタを楽しんで表現して

いて、こっちまで元気をもらったような気がします。４年生のリコーダーの「カノ

ン」、すごい難しかったのだけれども、よく練習しているなというのを思いました

し、６年生の「エル・クンバンチェロ」と「ハンガリー舞曲第５番」というすごく難

しい合奏だったと思うのですけれども、子どもが指揮をして子どもたちも指揮をよ

く見て演奏していたと思います。 

最後府中北小学校なのですけれども、人数は少ないですけれども、本当におなか

の底から声がよく出ていて、楽しいんだよ、この楽しいのをみんなわかってという、

やっぱり伝える力が府中北小学校はついているなと思いました。以上です。 

 

小濱委員   私は、ようこそ府中緑ヶ丘中学校というのが１１月４日にありまして、民生委員

さんとコミュニティスクールのサポーターの方をご招待いただきまして、一緒に参

観をした後に生徒も交えてちょっと懇談をするという企画があったのですけど、ち

ょっとそこへ行ってきました。このとき３年生は三者懇談の最中であったので参観

できなかったのですが、１年生と２年生だけ参観してきました。基本的にはどの教

室もすごく落ち着いていてきちんと授業されていたのですが、特に１年生の教室が

入った途端にスキッとしているというか、本当にきれいに整頓されているのもあっ

て、入った瞬間にいい教室だなという。特に１年生がそういうふうな感じをちょっ

と受けました。正面にはあまりごちゃごちゃいろいろなもの貼っていないとか、と

いうのもあるんですけど。やっぱり子どもたちも落ちついて授業を受けているなと

いうのを感じました。そのあと図書室に帰ってきて、民生委員さんとか交えて話を

して、３つに分かれたのですけど各テーブルに生徒側の子たちが１人ずつ、今ちょ

うど３年生で三者懇談がない人は来てくれて話をしてくれたのですが、その中で生

徒会の子たちが立派に発言をするので、本当にしっかりした子どもたちだなという

のを、どのテーブルもそうでしたけど、すごく感じさせてもらいました。その後は

茶道部が点てたお茶を飲んでみんな解散する形だったのですが、民生委員さんはみ
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んな本当に学校がよくなっているねという話をされておりました。 

あと、まず府中中学校の文化祭ですが、私も１年生と２年生の途中までしか聴け

なかったのですが、１年生でも本当によく声が出ていたのですが、さらにやっぱり

２年生になったら立派だなというのを聴かせてもらって思いました。ちょっと全体

合唱が聴けなかったのが非常に残念です。 

発表会ですが、府中中学校、府中北小学校、府中東小学校を坂田先生と一緒に回

らせていただきました。ちょっと私、府中小学校は、校長先生の挨拶が立派だなと

いうのを感じまして、子どもたちがしんどいことがあってもまた立ち上がるという、

そういうところに今回は。だから、ちょっと難しい、簡単にできるよということで

はなくて、ちょっと難しいかなということを乗り越えてやっていくということをや

ってみましたということを言われたのですけど、やっぱり今、そういうことはなか

なかできないので、大切な視点じゃないかなというのを思って聴かせてもらいまし

た。やっぱり１年生は特に、すごく動作も大きかったし、表現力もあって、歌も表

情があってすごくよかったなと思いました。 

府中北小学校ですが、府中北小学校はとにかくおもしろかったです。見ていて楽

しかったです。十二支の始まりも、子どもたちも楽しんでやっているのだろうなと

いうのがよく伝わってくるような劇でしたし、その英語劇もこういうふうに英語で

言えば昔話もできるんだなというのを、ちょっと、新鮮な気持ちで見させてもらっ

て、とてもおもしろかったなと思っています。４年生も子どもの指揮で歌を歌って

いたのですけど、それもちゃんと立派だなというふうに思って聴いておりました。 

府中東小学校は、非常に表現が豊かだなと。さすが府中東小学校というふうに思

いました。オペレッタも表現が上手だなというのを、どの子にも思いました。４年

生も６年生も、特に６年生なんかは、すごく難しい、すごく練習したのだろうなと

思ったのですが、合わせるのが難しい曲というのをよく弾いていました。聴いてい

る子どもたちもやっぱり５年生以下が、真剣に見本としているのだろうなと思うぐ

らいよく聴いていたので、こちらも感動しましたけど、聴いている子どもたちもき

っと憧れで見るのだろうなと思いました。以上です。 

 

上之園委員  １つだけ、府中中学校の文化祭というのを多分府中町教育の最後、義務教育の最

後という感じで見せていただきました。１年生というのが多分いろいろな小学校の

行事からつながっていたり、音楽教育からつながっている合唱というのが小中連携

なのだろうなと。中学１年生が自分たちなりに、先生から少し手を離れて合唱をし

ても、形というかちゃんと表現になっているというのは、多分小学校で先生たちが

本当に本気でされたのだろうと思うのですけど、今度自分たちで頑張ってごらんと

言ったときに、それなりの表現ができているというのが、多分小学校の学びという

のがあって、中学１年生の合唱があったのだろうなというのを感じました。それか

ら、行事の精選というのはやっぱり必要だろうとは思うのですけれども、例えば全

学年でやるということで、中学校の１年生なんかは上学年への憧れというのが見て

とれて、自分たちはとても頑張ったつもりだったのに、２年生、３年生の合唱を聴

いたら、どうしたのだろうというような。相当自信を持ってやっていたのに、全然

スケールが違う。２年生がとても上手だし、休憩時間には３年生がもっと本気で練

習をしていて、もうそれを見るだけでもう１年生がキョロキョロしているという、

違うんだという、そういう上学年への憧れというのを感じました。それから、また

２年生、３年生は、去年の自分たちを見て、多分自分の成長というのも実感できた

のだろうと思いますし、全体合唱で今度帰属意識とか一体感とか、大げさに言うと

伝統の継承みたいな感覚というのがあったのだろうと思うので、例えば中学校での

ああいう行事というのは、全部やるととても大変だろうと思うのですが、ねらいが

はっきりしているものについては、やはり重点を置いて丁寧にやっていくというの

がいいなと思いました。それから、今いろいろ教育委員さん方が言われた視点とい

うのが、やっぱり教員の立場では見えにくいものがたくさんあったので、そこは例

えば保護者の方だったり地域の方という目線で、そういった点というのはとても参

考になったので、また学校の中にもお知らせしていかないといけないのかなという
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のを思います。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございました。いつも学校のほうにはなるべく返すようにしているの

ですけど、全体にはなかなか言えないこともあったりして、工夫していきたいと思

います。ありがとうございました。いろいろな１ヶ月の間でしたけれども、さまざ

まな活動をしていただいて、本当に感謝をしたいと思います。 

それでは、次に参りたいと思います。日程第３、第８号議案「府中町教育委員会

事務局及び学校その他の教育関係職員の職の設置に関する規則の一部改正について」

を議題といたします。説明をお願いします。教育部長。 

 

教育部長   第８号議案、令和元年１１月２６日、「府中町教育委員会事務局及び学校その他

の教育関係職員の職の設置に関する規則の一部改正について」、府中町教育委員会

事務局及び学校その他の教育関係職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規

則について、教育委員会の審議に付する。詳細は、総務課長が行います。 

 

教 育 長   総務課長お願いします。 

 

総務課長   総務課長です。「府中町教育委員会事務局及び学校その他の教育関係職員の職の

設置に関する規則の一部改正について」ご説明申し上げます。このたびの改正は、

昨年平成３０年１２月に「府中町職員の給与に関する条例」を一部改正し、行政職

給料表等級別基準職務表の４級の「主任」を職務の実態に応じて３級に位置づけ、

新たに４級に「事業調整員」の職を設けたことに伴うものです。５ページ新旧対照

表をごらんください。第２条及び第３条の第１項の表中、「主任」を「事業調整員」

に、その職務を「上司の命を受け、課または館の事務に参画し、事業調整に係る事

務に従事する。」に変更いたします。次に、第２条の第４項の「主任」を「事業調

整員」に変更し、第５項に「主任」を加えるものです。施行期日は、令和元年１２

月１日です。説明は以上です。 

 

教 育 長   今、説明をしていただきましたけれども、何かご質問ありますか。よろしいでし

ょうか。主任、事業調整員という職を。もう１２月１日から発令していくのでした

かね。 

 

総務課長   はい。 

 

教 育 長   もうあと１週間後にはこの事業調整員がもう発令をされているという。 

 

小濱委員   今、主任と言われている方は、この事業調整員になるのですか。 

 

教 育 長   ということでいいですか。 

 

総務課長   事業調整員と主任に分かれる。 

 

小濱委員   分かれるのですか。 

 

教 育 長   主任が給料表の３級のほうに行って、事業調整員がこれまで主任が４級だったと

ころの４級に行くのですよね。 

 

小濱委員   なるほど。分かれるのですね。必ず主任を置かなといけないわけじゃないけど、

そのまま教育委員会はあるわけですね。これ。１２月１日から。 

 

教 育 長   １２月１日はあるかな。 

 

小濱委員   それはわからない。 
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教 育 長   まだ人事のことですからね。 

 

小濱委員   必要に応じて置くということですよね。 

 

教 育 長   主任は必要に応じて置くようになると言いましたね。 

 

総務課長   事業調整員もどちらも必要に応じてなので。 

 

小濱委員   必要に応じてなのですね。 

 

教 育 長   必要に応じてですね。一番最後のところ。 

 

小濱委員   今まではこの事務調整に係る事務に従事するという職務はなかったということで

すか。 

 

総務課長   明らかに職務として記載はされていなかった。 

 

小濱委員   そこを分けたのですね。じゃあ。 

 

教 育 長   主任の場合は、命じられた事務をつかさどるということだけだったのが、事業調

整員になって課の事務に参画をして事業調整員の中の事務に従事するというふうに、

ということであります。よろしいでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ほかに質問はないようですので、日程第３、第８号議案については、原案のとお

り可決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようでございますので、第８号議案については、そのように決します。 

では、次に参ります。日程第４、第９号議案「府中町図書館協議会委員の委嘱及び

任命について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   第９号議案、令和元年１１月２６日、「府中町図書館協議会委員の委嘱及び任命

について」、府中町図書館協議会委員の委嘱及び任命について、教育委員会の審議

に付する。詳細は、社会教育課長が行います。 

 

教 育 長   社会教育課長お願いします。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。「府中町図書館協議会委員の委嘱、任命について」ご説明さ

せていただきます。府中町図書館条例第５条第１項の規定により、「協議会の委員

は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに、

学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。」また、同条第３項の規定によ

り「委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。」となっております。今回におきましては、平成２９年

１２月１日から令和元年１１月３０日までの２年の任期が満了することにより、新

たに令和元年１２月１日から令和３年１１月３０日までの２年間をお願いするもの

です。なお、表の上から３番目までの曽余田、桜井、今岡委員につきましては、引

き続きお願いいたしますので、今回は新しく委員に委嘱・任命される方についてご

紹介させていただきます。社会教育の向上に資する活動を行うものとして、府中町

まち記者として活動されている、森脇健二さん。社会教育の関係者として、読み聞
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かせボランティアあじさいの会で活動されている、大和幸子さん。家庭教育の向上

に資する活動を行う者として、金剛保育所保育士の高専寺菊美さんを委嘱します。 

また、学校教育関係者として、府中小学校司書教諭、澤田純さん。府中緑ヶ丘中

学校司書教諭として、花岡愛さんを新たに任命するものです。説明は以上です。 

 

教 育 長   今、説明ありましたけれども、何かご質問ありますか。よろしいですか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようでございます。よって、日程第４、第９号議案については、原案のとお

り可決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようでございますので、第９号議案については、そのように決します。

では、次に参ります。日程第５、第１０号議案「令和元年第５回府中町議会定例会

に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について」を議題といたします。 

 

教育部長   第１０号議案、令和元年１１月２６日、「令和元年第５回府中町議会定例会に提

案される教育委員会関係の議案等に対する意見について」、令和元年第５回府中町

議会定例会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について、教育委員

会の審議に付する。詳細な説明は、総務課長が行います。 

 

教 育 長   総務課長お願いします。 

 

総務課長   総務課長です。「令和元年度第５回府中町議会定例会に提案される教育委員会関

係の議案等に対する意見について」ご説明いたします。１２月に開催される令和元

年度第５回府中町議会定例会の議案として、府中町長に対し教育委員会から提案を

依頼しているもので、令和元年度府中町一般会計補正予算（第４号）に係るもので

す。１２ページの資料をごらんください。歳出予算補正です。総務課関係分は、小

学校管理運営事業、２３２万９，０００円の増額補正で、マンション建設等により

令和２年度児童数の増加が見込まれるため、児童用の机・椅子及び教卓等を今年度

中に購入するためのものです。続いて、学校教育課関係分は、小学校教育振興一般

事務事業、１，４８６万７，０００円の増額補正で、令和２年度の教科書改訂に伴

い、教師用指導書やデジタル教材等を今年度中に購入するためのものです。もう１

点、中学校教育支援事業、８１万９，０００円の増額補正は、本年１１月から府中

中学校において、車椅子で学校生活を送ることとなった生徒の支援が必要となり、

学校生活学習支援員１名を増員することによるものです。説明は以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございます。今の説明について何か質問等はありますか。 

 

坂田委員   １つ、小学校管理運営事業です。マンション建設等により増加が見込まれること

なのですけれども、予想する児童数がわかれば教えてください。 

 

教 育 長   小学校のほうの増加の予想。 

 

総務課長   小学校のほうが、児童数が令和元年度２，９７２名を、令和２年度３，０９１名

で１１９名の増を見込んでおります。机や椅子は今、保有しているものがあります

ので、それと差し引きをして不足すると思われるものについて８９台を補正してお

ります。 

 

教 育 長   そのほかありませんか。よろしいですか。 
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（なし） 

 

教 育 長   ないようでございます。よって、日程第５、第１０号議案については、原案のと

おり可決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようでございますので、第１０号議案については、そのように決しま

す。 

以上で、本日の議事日程全て終了いたしましたので、これをもって本日の会議を

閉会いたします。 

 

   

（閉議 午後２時４５分） 

 

 

 

 

 上記、記録の内容が正確であることを証するために署名する。 

 

           令和２年  月  日 

 

                教 育 長                

 

                教育委員                


