第 ４ 回 教 育 委 員 会 会 議 録 （ 要 点 ）

日時
場所

平成 30 年２月 26 日（月）午前 10 時
庁舎第３別館２階 会議室

出席委員

教育長 八木良二、委員 藤井信子、委員
委員 竹田美和、委員 村上浩一

欠席委員

なし

篠宮博幸、

会議に出席した者 事務局長 林秀樹、総務課長 橋田裕旨、
の職･氏名
学校教育課長 髙橋隆司、社会教育課長 八木輪吾、
文化振興課長 真部春樹、体育振興課長 塩見慎一郎、
学校給食課長 丹下義人、総務課長補佐 白石恭一
傍聴人

なし

議題

議案第３号
議案第４号

平成 29 年度教育費補正予算について
平成 30 年度教育委員会一般方針について

議案第５号 平成 30 年度教育費予算について
議案第６号 今治市公民館条例の一部を改正する条例制定について
議案第７号 常盤小学校校舎改修工事の内建家その他工事請負契約
の締結について
議案第８号 今治市教育委員会会議傍聴規則の一部を改正する規則
制定について
その他
八木教育長

午前 10 時、開会を宣す。
日程番号１、第１回及び第３回会議録を承認してよいか問う。

－各委員－

承認する。

八木教育長

八木教育長

日程番号２、会議録の署名委員に、藤井委員、竹田委員を指名す
る。
日程番号３、教育長報告を行う。
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１

報告

（１）少年式の実施
＜インフルエンザ流行のため延期していた学校＞
南中学校
２月13日（火）13：30 １・２年生と担当教職員、２年生保護者
大島中学校
２月14日（水）13：30 ２年生、教職員、２年生保護者
菊間中学校
２月19日（月）10：00 ２年生、教職員、２年生保護者
（２）インフルエンザによる学年・学級閉鎖の状況（２月１日～２
月25日現在）
１日（木）～２日（金） 西中１の１、常盤小３の１、西中１の１
２日（金）
波方小５の１
６日（火）～７日（水） 国分小２の１
６日（火）～８日（木） 朝倉小６年、大三島中１年
14日（水）～15日（木） 朝倉中１年
21日（水）～23日（金） 九和小３年
22日（木）～23日（金） 波止浜小３の１、４の１
23日（金）～26日（月） 乃万小２の１
（３）今治市小中学生等研海外派遣事業実行委員会
２月13日（火）16：00 日本食研
（４）各育英会理事会
２月14日（水）13：30
２月15日（木）10：00

檜垣育英会、14：30
加根又育英会

河野育英会

（５）こころの劇場（劇団四季ミュージカル）「ガンバの大冒険」
２月19日（月）①９：30 ②13：30 グリーンピア玉川
（６）今治市教育研究所研究発表会開催
２月21日（水）14：00 常盤小学校、波止浜小学校、朝倉小･中学
校の実践・研究発表ほか
（７）各審議会実施
２月20日（火）10：00
２月23日（金）13：30
＜予定＞
２月27日（火）15：00

文化財保護審議会
図書館運営審議会
学校給食運営審議会
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２月28日（水）10：00

放課後こどもプラン運営審議会

２ ３月の主な行事、会合等
２日（金）12：00 バイキング給食（要案内状確認）
３日（土）９：10 自然科学教室学習発表会
４日（日）９：30 各公民館文化祭
13：30 俳句キッズわくわくコンテスト表彰式
14：00 ＪＦＡアカデミー今治2017年度成果発表会
９日（金）17：00 定例教育委員会
11日（日）10：00 中央公民館文化祭
14日（水）10：00 明徳短期大学 学位記・修了証書授与式
16日（金）９：30
16：00
18日（日）13：00
22日（木）10：00
23日（金）
18：00
24 日（土）10：00
八木教育長

＜議題審議＞
「議案第３号

中学校卒業式（要確認）
ＪＦＡアカデミー １期生卒校式
中央公民館文化祭 開会式
小学校卒業式（要確認）
小･中学校修了式
教育委員会管理職員懇親会
はしはまこがく認定こども園 竣工記念式典

平成29年度教育費補正予算について」説明を求め

る。
橋田総務課長

－「平成29年度教育費補正予算について」を説明－

八木教育長

承認してよいか問う。

－各委員－

承認する。

八木教育長

「議案第４号
求める。

橋田総務課長

－「平成30年度教育委員会一般方針について」を説明－

八木教育長

語学指導外国成年招致事業について、小学校英語教育の教科化な
ど、平成 30 年度からの新学習指導要領の移行措置及び平成 32 年度
からの完全実施を踏まえ、外部人材の活用等により一層の英語教育
の充実を図るとあります。来年度から開始される英語の授業は、小
学校の３、４年生は 15 コマ、小学校の５、６年生は 50 コマとのこ
とでしたが、もう少し説明がありましたらお願いします。

平成30年度教育委員会一般方針について」説明を
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髙橋学校教育課長

本市においては、総合的な学習の時間、あるいは学校裁量の時間
の中で何時間活用できるか検討し、英語授業の時間数を決めさせて
いただきました。これにつきましては、教務主任会での協議の後、
学校長の承認を経て、最終決定しております。

村上委員

教育に関する総合的な施策の大綱については、「地方教育行政の
組織及び運営に関する法律」で、総合教育会議における協議を経て
地方公共団体の長が定めることとされており、本市においては平成
27年度に平成31年度までを対象年度として策定されましたが、期間
の途中で変更する予定はありますか。

林事務局長

当面は現大綱に基づき、今治の教育に取り組んでいくこととして
おりますが、委員の皆様から大綱の内容を訂正する必要がある、ま
た新たな施策を盛り込む必要がある等のご提言があれば、総合教育
会議の場で検討し、反映することは可能です。

村上委員

平成 30 年度における語学指導助手は 14 名、嘱託講師は 16 名、
学習アシスタントは 24 名となっていますが、平成 29 年度と比較す
るとどうなっていますか。また、平成 30 年度から新たに配置され
るスクール・サポート・スタッフについて、任用基準や配置基準は
ありますか。

橋田総務課長

実人数ではなく予算上とはなりますが、平成 29 年度における語
学指導助手は 13 名、嘱託講師は 18 名、学習アシスタントは 24 名
です。

髙橋学校教育課長

スクール・サポート・スタッフの任用基準は、特に定められてい
ませんので、配置校につきましては、今後検討してまいります。ス
タッフの人選につきましては、公募によりふさわしい人材を採用し
たいと思っています。

藤井委員

来年度から始まる英語の授業は、小学校の３、４年生は 15 コマ、
小学校の５、６年生は 50 コマとのことでしたが、具体的には小学
校の５、６年生は週に１時間の授業ということでしょうか。

髙橋学校教育課長
藤井委員

１年間を 35 週として計算し、週に 1.5 コマと想定しています。
それによりますと、小学校の３、４年生は２週間に１回の授業と
いうことですか。
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髙橋学校教育課長

移行期間ということもあり、そのようになったのではないかと思
います。

村上委員

嘱託講師が、平成 30 年度の予算において２名減となったのは、
中学校数が減ったからということでよいですか。

橋田総務課長

嘱託講師の配置は中学校のみ、また徐々に減らしていく方針とな
っております。

村上委員

平成 30 年度は、小学校における嘱託講師の配置は０ですか。

橋田総務課長

今年度より減りますが、０ではありません。

八木教育長

承認してよいか問う。

－各委員－

承認する。

八木教育長

「議案第５号

橋田総務課長
八木社会教育課長

平成30年度教育費予算について」説明を求める。

－「平成30年度教育費予算について」を説明－

真部文化振興課長
塩見体育振興課長
丹下学校給食課長
村上委員

国において、長時間労働等が問題となっている分野の１つに教員
が挙げられ、教員の業務負担軽減を図ることが喫緊の課題との認識
から、長時間勤務の是正、働き方改革を巡り議論がされています。
一方、県費負担教職員の配置は学級数で決定され、加配定数があっ
たとしても、総定数は議論の余地がありません。そのような中、今
治市において、嘱託講師と学習アシスタントが配置されていること
は、現場にとっても子どもたちにとってもありがたいことだと感じ
ます。各学校により様々な状況がありますが、学校における人員配
置について、今後も引き続き前向きな検討をお願いしたいと思いま
す。
そのほか、平成 30 年度予算において、前年度より大きな変更が
あったところ、あるいは新たな取組など、着目すべきポイントがあ
れば教えてください。

林事務局長

大きく変わった点と言いますと、先ほど「教育委員会一般方針」
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で説明申し上げました小・中学校新学習指導要領の改訂に伴う体制
の整備や、これまで取り組んできました小・中学校施設の改修が終
了したことによる予算額の減が挙げられます。そのほか、スクー
ル・サポート・スタッフの導入も、新たな取組ですし、図書館にお
いては、現在の指定管理者により引き続いてとなりますが、新たな
指定管理期間もスタートします。また、学校現場における人員配置
については、総合教育会議における議論等を通じて充実に向けたお
願いをしていただけるとありがたく思います。
髙橋学校教育課長

平成 28 年度は、近年の特別支援学級在籍者の増加に伴い、支援
員が増員となっています。また、スクール・サポート・スタッフの
配置につきましては、先ほどお答えしましたとおり明確な基準はあ
りませんが、県からの通知文書において、スクール・サポート・ス
タッフの業務をコーディネイトする主幹教諭の配置校を中心にス
タッフを配置するとの記載がありましたので、補足させていただき
ます。

八木教育長

承認してよいか問う。

－各委員－

承認する。

八木教育長

「議案第６号 今治市公民館条例の一部を改正する条例制定に
ついて」説明を求める。

八木社会教育課長

－「今治市公民館条例の一部を改正する条例制定について」を説明
－

八木教育長

承認してよいか問う。

－各委員－

承認する。

八木教育長

「議案第７号 常盤小学校校舎改修工事の内建家その他工事請
負契約の締結について」説明を求める。

橋田総務課長

－「常盤小学校校舎改修工事の内建家その他工事請負契約の締結に
ついて」を説明－

八木教育長

承認してよいか問う。

－各委員－

承認する。
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八木教育長

「議案第８号

今治市教育委員会会議傍聴規則の一部を改正す

る規則制定について」説明を求める。
橋田総務課長

－「今治市教育委員会会議傍聴規則の一部を改正する規則制定につ
いて」を説明－

八木教育長

承認してよいか問う。

－各委員－

承認する。

八木教育長

次に、その他を議題とする。「寄附採納報告について」、説明を
求める。

橋田総務課長

－「寄附採納報告について」説明－

八木教育長

「平成29年度バイキング給食等の試食会について（ご案内）」、
説明を求める。

丹下学校給食課長

－「平成29年度バイキング給食等の試食会について（ご案内）」説
明－

八木教育長

最後に、次回第５回の教育委員会の開催日時について、確認させ
ていただいたらと思います。

－各委員－

－日程確認－

八木教育長

午前 11 時 35 分、閉会を宣す。

以上、会議の次第を記し、その相違ないことを証するため署名する。

藤井委員
竹田委員
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