
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和２年１１月２４日（火）午後２時００分 

 

３ 閉会日時    令和２年１１月２４日（火）午後２時４６分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ３人 

 

５ 議決件数    ２件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ２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２年１１月２４日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ ２F 研修室 

 

３ 出席者 

          教育長  高杉 良知 

          委 員  坂田 眞澄 

          委 員  神原 謙治 

委 員  松本 真奈美 

 

  

計  ４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１０号議案 府中町立図書館条例施行規則の一部改正について 

  日程第４  第１１号議案 令和２年第９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    教育次長兼総務課長 長西 弘子 

教育委員会事務局主幹 大神 規正    学校教育課長    土井 賢二 

社会教育課長     山本 進一    総務課総務係長   山王 真由美 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後２時００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

会会議を開催します。 

 本日の議事日程、お手元に配付しているとおりですが、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。府中町教育委員会会

議規則によりまして、私と松本委員を指名することとしますが、よろしいですか。 

 

松本委員   はい。よろしくお願いします。 

 

教 育 長   では、次に参ります。日程第２「教育長報告」を議題といたします。 

      ○１１月６日（金）広島県町教育長会研修会について 

 まず、１点目です。広島県の町教育長会というのがありまして、それの研修会を

１１月６日に行いました。例年１１月頃行っているのですけれども、今年は世羅町

さんにお伺いをして、そこで研修会を持ちました。主な議題ですけれども、開会行

事の中で、一つは安芸太田町の二見教育長さんが全国の町村教育長会の会長ですの

で、今の国のいろいろな教育の動き、特に中央教育審議会、中教審での動きについ

て少し報告をされました。令和の日本型学校教育の構築を目指してということにつ

いて中教審が今、審議をしておりますけれども、その中間まとめがやがて出てくる

といったようなことで、その中間まとめとして出てくる前のその内容について少し、

今こういうことが議論されているという中身がありました。全部は大変なことなの

で、なかなか全部はお話しできないのですが、いずれにしても教育についてのいろ
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いろな今転換期にあると。いつもそういうふうに言われるのですけれども、特にＡ

Ｉとか、そういったＩＣＴを活用した教育というのは、世界から大きく後れをとっ

ているといったような中で、その一定のこれまでの日本の教育の評価をしていきま

した。日本型のこの教育というのは、世界各国ではかなり評価をされている中身な

のだということ。日本型学校教育が諸外国からとても高い評価を受けているという

前提の中で、これからの令和の時代の日本型学校教育の姿をある程度議論していこ

うということで、今、行われています。最近よく言われているのは、「個別最適な学

び」という言葉。個に応じた指導ということですね。それから、あと学習指導要領

で言うと、「主体的・対話的で深い学び」といったような。広島県は広島県で「学び

の変革」といったようなことを、いろいろなことがいろいろなところでいろいろ言

われている。その辺のところを少し、今は「個別最適な学び」と「協働的な学び」、

これのための改革の方向性みたいなことについて話し合いが行われています。そう

いったような観点で、幼児教育、それから９年間を見通した新時代の義務教育の在

り方、こういったようなことについて。またもちろん新しい時代に対応した高等教

育の在り方についてとか、それから特別支援教育の在り方についてとか。さらには

オンライン教育を含めたＩＣＴの活用をした学びの在り方について、こういったよ

うな。特にＩＣＴについては、いわゆる直接の対面指導と遠隔・オンライン教育と

のハイブリット化による指導の充実ということで、両方大事なのだというところ。

どの辺で折り合いをつけてやっていくかということにも、限られた時間の中でして

いく必要があるのかなというようなことも今、議論されていると。で、いずれにし

てもこのＩＣＴを活用していくとどうしてもデータ処理、それから個人情報の扱い、

こういったようなもの、一体、個人情報は誰に帰属するのかと。業者のものなのか

個人のものなのか。その辺のことも何かいろいろと検討されているというふうに聞

いております。大体こういったような内容です。 

 それから、今、県のほうでいろいろな検討されている中に、携帯電話等に係る啓

発活動の推進会議というのがあります。これは大体私が行くことになっていたので

すけれども、９月２９日火曜日、教育委員会会議があったもので、海田の教育長さ

んにお願いをして行っていただきました。文科省のほうから携帯電話についての扱

いをどうするのかと。特に大阪なんかが携帯電話を持たせなきゃどうにもならない

といったようなのも出てきましたので、この辺どう考えるかということで、国から

の指針に基づいて県でどうするかといったようなことがありました。この中身読ん

でみると、国からの考えが示されているもの。県内の自治体を見たりすると、基本

的には学校には持ち込ませない。何か特別な理由があれば、それはそれぞれの学校

の判断でそこのところは認めるざるを得ないものは認めていこうといったようなこ

の方向性については、広島県ではそういった意見が多かった。ＰＴＡのほうもそう

だし、学校のほうもそうだし、教育委員会のほうも。そういったような中身のこと

があったということであります。町の教育長会としては、この携帯電話の犯罪被害

の未然防止といったようなことについても、いわゆる学校で行われている人権を大

切にする教育、これをベースにして進めるべきだといったような意見を言ってもら

っています。それから、町の教育長さん方の意見の中で、中には災害のときにこの

携帯が大事なんだと、もし何かあったときにあれするといった議論があるけれども、

実際に災害に遭って携帯でいろいろな情報をとったり発信したりしようと思ったけ

ど、全く役に立たなかったといったようなご意見もありました。そういったような

ことで、本当に必要なことは子どもに学校に持ってこさせるかどうか、ということ

については基本的には必要ないのではないかといったような話でありました。 

 それから、その後、午前中は大田庄歴史館、これを見学に行きました。今高野山

ってあるじゃないですか。世羅町の旧甲山町のほうになるのですかね。そこの下の

ほうにあります。大田庄というのが昔からの国の直轄地だったところで、そこのと

ころの歴史館に行って、１時間ぐらい話を聞かせていただきました。午後は甲山小

学校を訪問しました。これは伝統的に鼓笛をやられているところでありまして、５

８年目と言われたかな、ぐらい続いていると。中にはお父さんやお母さん、それか

らおじいちゃん、おばあちゃんもやったというような子どももいるというふうには
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聞きました。 

 それから、その後、授業を見せていただいたのですけれども、ＩＣＴの活用した

そういう取組をしている学校であります。府中町で言うと中央小学校でやられてい

るような、そういったような中身でありました。子どもたちがタブレットとかの活

用をとてもうまく使っていました。特に、例えば体育の授業なんかは、これまで体

育の授業って人のを見てどうやって自分のこの動きの中にそれを取り入れるといっ

たようなことがあったのですが、タブレットを使うと、例えばマット運動なんか、

自分がやった姿を撮ってもらって、自分の姿を見ることができる。これはちょっと

なるほどと思いました。タブレットなかったら、人がやっているのを見て、自分じ

ゃわからないのですよね。自分のどこと違うかというのが。そういう意味では、人

のを見るのと自分がやったのを見てどこが違うのかとか、どうしたらいいのかとい

うのを見ることができる。これは確かにそうだなというふうに思いました。あとは、

中央小学校でやられているような授業の流れかなというふうに思っています。話し

合い活動なんかも大事にしながらやっていました。視聴覚の県大会を今年やること

になっていたのだけれども、コロナの影響でできないので、来年県大会しますとい

うふうに言っていましたので、ぜひ府中からも見に行ったらいいかなというふうに

感じました。 

 それから、昼から、せっかく世羅町に行ったので、世羅町の取組、ふだん学校の

話を聞くのですけれども、教育の話を聞くのではなくて、世羅町でやられているい

ろいろな取組、例えば農園ですよね。一つは、新しい農業の形を目指しているとい

うことで、世羅菜園株式会社から取組についてお話をしていただきました。ここは

トマトです。トマトを栽培されていて、土に植えるのではなくて、いわゆる水耕栽

培ですかね。そういったような取組もされているようなことがありました。それも

お話を聞きました。それからもう一つは、世羅幸水農園、これ有名ですよね。世羅

幸水農園の取組、私も小学校のときに、「わたしたちの郷土広島」という副読本が

あって、それで何か習ったのを思い出しました。そういったような２つの講話を聞

かせていただきました。「企業経営と組織運営」というテーマでありました。これ

も随分参考になったなというふうに思っています。 

○１１月１１日（水）教育長ミーティングについて 

 それから２点目、１１月１１日に教育長ミーティングがありました。大体例年２

回行われるのです。１回目は春に行われるのですが、今年はコロナの関係で春はで

きませんでした。教育長ミーティングは、県の教育委員会の参与をトップにして各

市町の教育委員会を回ってミーティングを行う会です。それぞれの町の取組につい

てということで、府中町からは私のほうから府中町の取組の概要、府中町教育の概

要について、これについて話を簡単にさせていただいて、そのあと新型コロナウイ

ルスについてのどういう取組をしているのかということについて、学校教育課、社

会教育課、そして環境整備を行っている総務課から報告をしてもらいました。 

 それから、県の教育委員会からは、「学びの変革」アクション・プランをもとにし

て学習者基点の「主体的な学び」の授業時代へということで、本年度からの取組に

ついて、大まかな概要のところを話をされました。それからあと、「主体的な学び」

を促す授業の改善の鍵に当たるものは何かといったようなこととか、さっきも出て

きました「個別最適な学び」の推進に向けての取組の考え方ということ。それから、

高校入試の在り方が変わってきますので、１５歳の生徒に身につけておいてもらい

たい力を育むためにということで、今、県の教育委員会がものすごく言っているの

が、自己を認識する力、それから自分の人生を選択する力、そして表現する力、認

識・選択・表現と、この３つを柱に、つけていかなきゃいけない力を持っていこう

ということで、その辺の案について説明をされました。その後、中央小学校に行っ

てＩＣＴの授業を見てもらって、中央小学校の取組について校長先生のほうから説

明をされました。授業の中身については、とてもよく評価をしてくださいました。

先生方のベクトルもそろっているし、ＩＣＴを活用して様々な子どものスキルも含

めて、そういう授業の流れにいち早く先進的に取り組んでもらっているといったよ

うな中身だったというふうに思います。これが２点目です。 
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○その他について 

 その他として一つ、新聞に出ていたと思うのですけれども、今日、お手元にちょ

っと資料を置かせていただいておりますが、この２０日に国の文化審議会から文部

科学大臣に対して下岡田官衙遺跡を国の史跡に指定するように答申がなされたとい

うことであります。今後、官報に告示されて、国の指定史跡となりますが、これは

３か月から半年ぐらい先になるだろうといったような中身でありました。こういう

ことがありました。府中にまた一つ大きな町民の財産ができたかなというふうに思

っています。今後はこれの保存と活用、特に活用の面では子どもたちにこの府中の

歴史とか府中の誇りになるようなものを、きちっと教えていきたいなというふうに

思っています。 

 私からは以上ですけれども、先日、神原委員のほうから、オンライン協議会に参

加をしていただきましたので、その時の報告をちょっとお願いできればと思います。 

 

神原委員   ちょうど１週間前になるのですけど、１７日火曜日に、オンライン協議会に参加

いたしました。今回、そのｚｏｏｍを使っての初めての。私も参画するという形だ

ったのですけども、会社の職場の会議室から参加という形をさせてもらいました。

使い方に関しては、１週間前に１時間程度ｚｏｏｍの使い方はこういう形で進行し

ていきますよというのと、ｚｏｏｍの画面の操作ですとか、そういったことのレク

チャーがあったので、本番ではスムーズに私も対応できました。内容に関してなの

ですけども、３つのテーマ、まず１つ目が、「教育の情報化について」、２つ目が

「いじめ・不登校支援について」、もう一つが「地域と学校の連携・協働について」

というこの３つのテーマで、それぞれが事前にどの分科会でと皆さん書かれたと思

うのですけれども、私が教育の情報化といじめ・不登校支援についてと２つの分科

会に参加しました。当日の流れなのですけども、まず文科省の担当の方が、今、皆

さん手元資料あると思うのですけども、この３つの大体の概要について、約５分か

ら１０分程度の間でご説明をされました。その説明が終わったあとに各分科会に分

かれて、全国の教育委員の方、それぞれのグループですね。大体６名ぐらいのグル

ープに分かれて、それぞれが話をし合う。そのテーマについてですね。という形で

進んでいきました。その大体６名ぐらい１グループの中に、１人進行役の方という

のを多分事前に決められていたと思うのですけども、その進行役の方が話を進めて

いくと。その中で、大体まずは自己紹介という形で、自分のその教育委員会での活

動ですとか、あとは全国の方なので、大体その地域の特色とか、そこでロボコンを

使って私の町はこういうことですよという話をされる教育委員の方もいらっしゃい

ました。私も府中町というところを全国の町村の中では人口が一番多いというとこ

ろをちょっと自慢気に話をさせていただき、非常に裕福な町ですという、ちょっと

アピールをさせてもらいました。 

 まず、１つ目の教育の情報化についての分科会なのですけれども、そこで私がち

ょっと進んでいるんだなと思ったのが、兵庫県の三田市の教育委員の方は、もう既

に１人１台タブレットが生徒に手渡っていまして、実際にもう運用されていると。

家での宿題も、デジタルドリルというのですかね。これを使ってもうされていると。

私も質問して、もう持ち帰っているんですかと。家庭でも持ち帰っているんですか

というと、そういう形の使い方じゃないとあまり意味がないと思いますという話も

されていまして。この運用の仕方ですとか、壊れたりだとかって、そういう問題は

今のところないのですかという質問もさせてもらって、セキュリティーの件ですと

かって話もさせてもらったのですけど、今のところは特に大きな問題も生じていま

せんし、生徒もすごくそれを。先生たちも非常にやりやすいですと。採点の面です

とか、そういったことも非常に分かりやすいという形で、先生方からは非常に評価

が高いと。好評を得ているという話でした。ただ、実際その時は６名のグループだ

ったのですけども、実際にもう導入されているのはその三田市の方だけで、皆さん、

どういうような感じでやっているんですかと、非常に質問が多くて、実質的にその

分科会の質疑・応答といいますか、時間にしたら２０分だったのですけど、本当に

時間が足りなく感じるような形で、いざ導入されている方の意見というのは非常に
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参考になるだろうというふうには感じました。 

 ２つ目の、休憩挟んで次が、いじめ・不登校支援についての分科会についてなの

ですけども、結構これもいろいろな教育委員の方の考え方によって違うのだなとい

うふうに思ったのが、先生に対して、その教育委員会の指導としては、もういじめ

は犯罪だと。道徳の時間を非常に増やしているというのですね。松島町の方だった

のですけども、とにかく先生に対して非常に厳しく指導をしていると。そしてもし

いじめが発生した場合には、そのいじめの原因は先生にもあるというぐらい、先生

のほうに厳しく指導をしていますというぐらい、このいじめに対してというのは、

非常に難しい問題というので捉えています。私の少し意見として伝えさせていただ

いたのですけども、私も実際自分の子どもがいる中で、なかなか今の、昔と違って

先ほど言いましたそのデジタルを活用しての問題、ＳＮＳとかそういった問題も非

常に多くなっているところで、なかなか親の目が届きにくいいじめ、いじめという

かそのけんかにも発展するような延長線上のものだと思うのですけども。その一例

としてお話させていただいたのが、子どもたちのゲーム機なんですね。最近通信型

のゲーム機があって、それで友達と一緒にマイクを使って会話をしながらできたり

するゲームがある。そうすると、ヘッドホンをして、イヤホンをしているので、何

を言っているのか分からないと。ましてや、そのゲームをしている子たちで、もう

仲間外れが発生したりしているらしいのですね。今日帰って何時からやろうと。そ

うすると、親の目が届かない。子どもたちはゲームしているだけと思うのですけど、

その中で子どもたちも仲間外れからいじめに発展しないかというのも、私の中で一

つ懸念がありますね。一つのテーマとして話をさせていただきました。そうすると、

ほかの教育委員の方もなかなかやはり親の目が届きにくい、そういった状況なので、

そこをどうしていくかというのは今後の課題になりますねというところで、話は終

わりました。 

 今回、総括的に、私もこういう全国の教育委員の方と初めてお話をさせていただ

く中で、テーマがあったのですけども、非常にいい考え方というのを聞ける機会が

あって、本当に非常に充実した時間だったので、またこういう機会があったらぜひ

参加させていただきたいなというふうに思いました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございます。とても丁寧に、よく分かるような話をしていただきまし

た。何かご質問等ありますでしょうか。 

 

坂田委員   じゃあ、参観のほうに行ったことを。 

 

教 育 長   はい。 

 

坂田委員   まず、１１月６日金曜日、先ほど校長先生からもお話を聞いたわけなのですけど

も、府中南小パブリックデー、教育委員４人で行かせてもらいました。学校のほう

ですね、保護者にこれまでの学校の様子、児童の様子を知ってもらうためにいろい

ろ工夫されていました。例年はパブリックデーというと、児童の生の発表の様子を

見てもらっていたわけですけども、今年はできないということで、各学年の様子を

映像に撮り、体育館にて上映していました。来られた方にこういうものを配って、

こういう内容を映像に映しますよということで、見どころを分かりやすく示してい

ました。それから、各学年の作品やこれまでの学びを体育館の中とか廊下、空き教

室に掲示をして、うまく示していました。それから、授業の様子ですけども、全体

的に落ち着いていたように思いますが、学年・学級によっては授業に集中できない

子もいました。板書のほうは色チョークを使って児童が理解しやすいものになって

いました。コロナに対してですけども、常に換気・手洗いに気をつけて授業を進め

ているということがよく分かりました。ただ、密になって会話をしている場面があ

ったわけなのですけども、そこへフェイスシールドを使うのが。使ってなかったの

ですね。使うのが難しい子もいると思うのですけれども、必要に応じて使うことも

考えていってはと思いました。どこかで使っているのにたまたまそうだったかもし
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れませんが。 

 それから、１１月１６日月曜日、府中北小のほう、今のこの３名のほうで行かせ

てもらいました。名字の頭文字で２グループに分けて実施されていました。一番感

心したのは、保護者の方なのですね。廊下からの参観だったわけですけど、おしゃ

べりが全くありませんでした。というのは、昨年度までちょっと廊下などではあっ

たわけなのですけど、それが全くないのです。それから、各教室のドアに学習のね

らいとともに、子どもさんが帰ったら、お宅のお子様の良かったところをしっかり

褒めてあげてくださいねという文章が書かれていました。恐らく見られた保護者の

方は、帰ってから褒めたんじゃないかと思うのですね。児童の自己肯定感を上げる

ために大変良かったように思います。それから、学校として感染対策に北小も十分

に取り組んでいました。児童のフェイスガードも自分の机の前に輪ゴムでとめてい

るような形になって、すぐですね、あるんですよ、つけるこう大きい分ですぐパッ

と取ってできるようになっていました。授業の中でグループで話しましょうという

ときにはすぐに取り出して、つけて話し合いをしていました。それから、もう一つ

感心したのは、職員室の机なのですけども、向かい合わせの席の非常に高いところ

までガードしているわけ。つまり、立って話すときも飛沫が飛ばないように、自作

で作ったということを言われていました。それから、修学旅行は、長崎へ行くとい

うことで、交通手段はバスで全て行くということでやられていました。授業のほう

は全体的には落ち着いていたのですけども、ちょっと中学年で集中できていない子

がいましたけれども、教育支援員の先生がその子の状態を見ながら、すごく関わっ

ていることが良かったように思います。以上です。 

 

松本委員   はい、じゃあ。 

 

教 育 長   はい、お願いします。 

 

松本委員   私も、参観のほうで各学校の様子を見せていただいたのですけど、私のほうは中

央小のほうに行かせていただいて、そこで参観後、ちょっと先生方とかとお話しし

たときに、フェイスシールドが１人に１ついただいているのですけど、もうくちゃ

くちゃになっている子もいるのです。折り曲げてるとか、そういう形で、なかなか

意味がないかなというのもちょっと声がありました。それで、その後に北小に行っ

たもので、校長先生に、どういうふうに保存をされているんですかというふうに聞

いたら、先ほど坂田さんが言われたように、輪ゴムで本当にこう机に上手に作られ

て、そこにピッとはせているだけなのですよね。それだけでもすごいなと思ったの

ですけど、何人かの子は衛生的なのかな。ちゃんとビニールにまたつつんで、こう

やって入れていたのを見て、これはすごいと思って。ちょっと人数が中央小とかは

多いから、どういう素材でどういうふうに、輪ゴムと言っちゃったけど、あの大き

い輪ゴムじゃないかなと、いろいろと考えたのですけど、簡単でまた共有できる形

で、頂いたものが大切に使えて、衛生的にできるといいのになというふうに感じま

した。なので、コロナの中で子どもたちもかわいそうなぐらいずっとマスクつけて

シールドしてとかやって、音楽についてはもうシールドして笛吹いてという。もう

見るだけで何かかわいそうだなと思いながら、それでも今のときにやっぱりそうい

う形で学んでいかなきゃなと思いつつ、応援したいのですけど、もし本当にもう大

変な、折り曲げている子も実は見たりしたので、それをまた定期的にちょっともう

一つぐらい何か考えていただいてもいいのかなというふうに、今日はちょっと声を

上げさせてもらいました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございます。 

 

神原委員   （挙 手） 

 

教 育 長   はい。 
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神原委員   私も同じように参加させていただきまして、私が感じたのは南小学校なのですけ

ども、パブリックデーに参加させていただいて、どうしても私も府中小のほうでい

ろいろお手伝いさせていただいている中で、保護者の方と校長先生とのコミュニケ

ーションというのが、もう廊下をすれ違う中でもすごくふだんからコミュニケーシ

ョンされているんだろうなというぐらい気さくに話をされていて、あそこはまた今

度作りますねとかいう話をされている中で、まさにそのコミュニティ・スクールと

いうのが活用されているのだなと。実際に見ることですごく感じることができまし

た。図書室を活用されたりですとかいうのを、保護者の方がきれいに作っているん

ですよという意味で。こういう作り方があるんだというふうにちょっと私も参考に

させていただいたということと、あとすごく感心したのが、今後またコロナが増え

ていくかもしれないという中で、保健室を２つに分けてという構想をしているとい

うのを言われていたのですね。まず、通常の保健室はあるのですけども、もし万が

一そのコロナですとか熱が出て、これからインフルエンザでどういう形になるか分

からないといったときに、今はその生徒のいろいろな絵ですとか書道を飾っている

ところを、そこを第二保健室という形にして、簡易型のベッドはもう既に備えてい

ると。そうなったときに親が外から迎えに来て、上がらずにそのまま連れて帰れる

ようにしているんですというお話を聞いて、それはもう非常にいいなと。通常、け

がしたときの保健室のほうと、そういった熱ですとかが疑われる子と分けるという。

これから今後、冬にかけてまた感染が拡大していく可能性がある中で、そういった

対策を事前にとられるというのは、非常に有効的な考え方だなというふうに感じま

した。 

 

教 育 長   パブリックデーの様子で南小は今、学校だよりにその時の様子が随分あって、保

護者の声も随分載っていて、今日読ませてもらったのですが、とてもいい人権をベ

ースに置いた取組をされているなというふうに思いました。ありがとうございます。

いろいろなところに行っていただきまして、本当にありがとうございます。 

 そのほか、質問はよろしいですかね。 

 

（質問なし） 

 

教 育 長   ないようですので、次に参りたいと思います。日程第３、第１０号議案「府中町

立図書館条例施行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   教育部長です。第１０号議案、令和２年１１月２４日、府中町立図書館条例施行

規則の一部改正について。府中町立図書館条例施行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。詳細な説明は社会教育課長が行います。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。 

 

教 育 長   はい、社会教育課長。 

 

社会教育課長 資料３ページ、第１０号議案「府中町立図書館条例施行規則の一部改正について」

ご説明させていただきます。 

 町立図書館の蔵書数が開館当時の蔵書数４万１千冊から令和元年度末には１０万

冊まで増加し、貸出冊数を増やしても、十分な利用に供することができるようにな

ったためのものです。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来館回数を減らすことを目的

として、６月から臨時的に貸出冊数の上限を１０冊に増冊してきましたが、図書館

運営での支障はございませんでした。 

 今回の一部改正は、資料の貸出冊数を変更するものです。資料５ページの新旧対
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照表をご覧ください。第１３条第１号、貸出しを受けることができる冊数は、１人

につき５冊以内を１０冊以内に改正するものです。施行期日は、令和３年１月１日

です。説明は以上です。 

 

教 育 長   はい、何かご質問ありますか。１回の貸出しを５冊から１０冊にしようと。コロ

ナの関係と蔵書がそれだけ増えたということであります。よろしいですか。 

 

（質問なし） 

 

教 育 長   ないようです。よって、日程第３、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   ご異議ないようですので、日程第３、第１０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１１号議案「令和２年第９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

すが、本件は成案となる前の議案の内容に係るものですので、審議は非公開が適当

と思われます。また、非公開とする期間は、府中町議会に議案が提出されるまでと

することが適当と思われます。ついては、第１１号議案の議事内容について、非公

開と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） 

 

教 育 長   出席委員の３分の２以上と認め、第１１号議案については非公開とし、非公開期

間については、議会に議案が提出されるまでとします。 

 それでは、説明をお願いします。 

  

教育部長   教育部長です。 

 

教 育 長   はい、教育部長。 

 

教育部長   第１１号議案、令和２年１１月２４日、令和２年第９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２年第９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。詳細な説明は教育次長が行います。 

 

教育次長   教育次長です。 

 

教 育 長   はい、教育次長。 

 

教育次長   資料１１ページからの第１１号議案「令和２年第９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」ご説明します。 

 １２月に開催される令和２年第９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２年度府中町一般会計補正予

算（第７号）に係るものです。 

 １２ページの第１１号議案資料をご覧ください。歳入歳出予算補正、総務課関係、

小学校施設改修等事業について、歳出からご説明します。 

 款）教育費、項）小学校費、目）学校管理費、節）需用費、細節・細々節）修繕料・

施設修繕料は、２，９７２万３千円の増額補正です。令和３年度の府中中央小学校

の学級増に対応するため、２階と３階の多目的スペースを教室として整備するため

の費用です。現在のところ、４学級増を見込んでおります。 
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 歳入は、款）町債、項）町債、目）教育債、節）小学校事業債、細々節）小学校施

設修繕等事業債２，２２０万円、歳出に計上している事業費の７５％となります。 

 次に、学校教育課関係、教育一般事務事業、歳出です。 

 款）教育費、項）教育総務費、目）事務局費、節）負担金補助及び交付金、細節・

細々節）修学旅行等キャンセル料補助金は、１２３万３千円の増額補正です。新型

コロナウイルス感染症対策のために修学旅行のキャンセル料が発生した場合の補助

金です。今後、修学旅行を実施予定の府中南小学校・府中北小学校・府中中学校・府

中緑ヶ丘中学校分を計上しております。 

 続いて、学校運営改善推進事業です。歳出からご説明します。 

 款）教育費、項）教育総務費、目）事務局費、節）報酬、細節・細々節）会計年度

任用職員（非常勤講師）は、５９２万２千円の増額補正です。６月議会で補正計上

しました臨時休業中の未指導分の補習など、新型コロナウイルス感染症対策のため

に必要な学習指導員の追加配置の費用です。 

 歳入、款）県支出金、項）県補助金、目）教育費県補助金、節）教育総務費補助

金、細々節）教育体制整備事業補助金、５９２万２千円が全額充当されます。 

 １３ページをご覧ください。債務負担行為補正です。 

 総務課関係は、事項）府中東小学校エレベーター増築工事、期間）令和２年度～

令和３年度、限度額）８，１００万円です。けがや病気により階段の使用が困難な

児童の移動を支援するために整備するもので、債務負担行為補正を行うことにより、

令和２年度中に契約準備を行い、令和３年度に設計・施工を行います。 

 次に、学校教育課関係は、事項）外国人英語指導助手派遣委託料、期間）令和２年

度～令和５年度、限度額）３，２３４万円です。外国人英語指導助手派遣委託業務

は、これまで単年度契約で事業を行っておりましたが、債務負担行為とすることに

より、今年度中に次年度以降の契約及び複数年の契約をすることで、新型コロナウ

イルス感染症対策のための入国制限により人材確保が困難な状況への早期対応や、

同一の外国人英語指導助手の派遣を契約期間中継続して受けられる可能性も高くな

り、継続した派遣によりその外国人英語指導助手が、各学校の学校経営方針を理解

し継続的で効率的な授業を進めることが期待できるものと考え、このたび補正計上

するものです。 

 第１１号議案の説明は以上です。 

 

教 育 長   今、今度１２月の定例会で補正予算をお願いをしていくことになりますけれども、

総務課関係、学校教育課関係、それから債務負担行為ということですが、何か質問、

ご意見等ありますでしょうか。 

 

坂田委員   はい。（挙手） 

 

教 育 長   はい。お願いします。 

 

坂田委員   小学校施設改修等事業のところで、学級増に伴い、４学級増設ということですね。

令和４年度以降増えるということは考えられないということですかね。今のところ

は。もしそうならば。 

 

教 育 長   いえいえ、何年も先まで推計しています。 

 

教育次長   はい。（挙手） 

 

教 育 長   はい。 

 

教育次長   教育次長です。中央小学校については、令和３年度２９学級を見込んでいるので

すけれども、４年度以降も現在の推計では２９学級のままということで、令和７年

度までをそのように推計しております。 
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坂田委員   大丈夫ですね。それならいいです。 

 

教育次長   はい。 

 

教 育 長   ２階と３階にある多目的広場ありますよね。広いところ。あそこをちょうど半分

に切って。半分に切ると教室の大きさになるように設計されているのですよ。将来、

人口増や子どもの数が増えるときに備えて、そういう造りにしていたのです。こん

なに早く来るとは思わなかったですが。 

 

神原委員   マンションですね。 

 

教 育 長   マンションの関係です。あと、特別支援学級も併せて増えていく可能性があるの

で。ちょっと大変です。 

 

坂田委員   もう一つ、学校運営改善推進事業のところで、学習指導員の追加配置ということ

で、必要な人員と思うのですけれども、ちなみに何名、または何時間ぐらいの予定

で考えられたのですか。 

 

学校教育課長 すみません。今、ちょっと手元にはないのですけれども、一応、各学校で府中小

学校だけは配置、人の確保というのがちょっと難しくてできなかったのですけれど

も、各学校に２、３名程度は小学校も含めてですね、ついております。中学校はさ

らに早い段階からこういう配置をしていましたので、今は非常勤講師の方の時間数

を増やしたりであるとかというような格好で、人の配置はさせてはいただいており

ます。合わせると、１，２００万まではいっていないのですけれども、１回目の補

正と今回の補正で。大体それぐらいの規模で予算の補正を組ませていただいており

ます。 

 

教 育 長   １回目の補正と言ったら６月にやった。 

 

学校教育課長 そうですね、はい。 

 

教 育 長   ですよね。６月の補正と今回。 

 

学校教育課長 はい。 

 

教 育 長   そのほかよろしいでしょうか。エレベーターもいいですか。ありませんか。 

 

（質問なし） 

 

教 育 長   ないようですので、よって、日程第４、第１１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   ご異議がないようですので、日程第４、第１１号議案についてはそのように決し

ます。 

 以上で、本日の議事日程を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４６分）  

 


