第 10 回 教 育 委 員 会 会 議 録 （ 要 点 ）
日時
場所

令和２年７月 10 日（金）午前 10 時
庁舎第３別館２階 会議室

出席委員

教育長 田坂敏、委員
委員 西原梨乃、委員

欠席委員

村上浩一、委員
仁志川由香里

篠宮博幸、

なし

会議に出席した者 事務局長 村上誠二、総務課長 片上裕之、
の職･氏名
学校教育課長 大澤誠二 社会教育課長 神野秀夫、
文化振興課長 冨田義勝、スポーツ振興課長 松本典久、
学校給食課長 越智淑人、総務課長補佐 別府昭信
傍聴人

議題

報道１社１名
一般 ５名
議案第37号
議案第38号

今治市公民館運営審議会委員の委嘱について
今治市図書館運営審議会委員の委嘱について

議案第39号
について
議案第40号
いて

今治市視聴覚ライブラリー運営委員会委員の委嘱
今治市青少年センター運営協議会委員の委嘱につ

その他
・今治市遠距離通学費補助金交付要綱の一部を改正する要綱制定
について
・請願書について
田坂教育長

傍聴について確認する。

－各委員－

異議なし

田坂教育長

異議なしと認め傍聴を許可する。
（傍聴人入場）

田坂教育長

午前 10 時３分

開会を宣す。
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田坂教育長

日程番号１、第８回の会議録を承認してよいか問う。

－各委員－

承認する。

田坂教育長

日程番号２、会議録の署名委員に、西原委員、仁志川委員を指名
する。

田坂教育長

先月の定例教育委員会以降に開催されたました主な行事及び７
月の教育委員会関係の行事予定を載せたものをお手元にお配りし
ております。
１ 報告
６月５日(金)
６月８日(月)
６月10日(水)
６月11日(木)
６月12日(金)
６月15日(月)
６月19日(金)
６月23日(火)
６月24日(金)
６月24日(金)
６月25日(木)
７月６日(月)

第８回教育委員会
今治市議会（～24日）
本会議（質疑、代表質問）
本会議（一般質問）
本会議（一般質問）
市議会（教育厚生委員会）
議員協議会
今治市行政改革推進本部会議
本会議（教育厚生委員会）
今治ＦＣ激励会
「こどもを水の事故から守る運動」打合せ会
７月教頭会

２ 予定
７月11日(土) 中学生交流試合（野球：市営球場、石文化公園、波
方球場）
７月11日(土) 中学生交流試合（バレーボール男女：中央体育館）
（～12日）
７月11日(土) 愛媛県陸上記録会（ニンジニアスタジアム）（～1
2日）
７月18日(土) 中学生交流試合（バスケットボール女子：桜井中・
日吉中・西中）
７月19日(日) 中学生交流試合（バスケットボール男子：玉川中・
近見中・日吉中）
７月20日(月) 第１回日本遺産フェステイバルin今治実行委員会
７月21日(火) 第４回今治市議会臨時議会
７月23日(木) 中学生交流試合（柔道：玉川グリンピア）
７月23日(木) 中学生交流試合（ソフトテニス男女：スポーツパー
ク）
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７月23日(木) 中学生交流試合（硬式テニス男女：桜井スポーツラ
ンド）
７月23日(木) 中学生交流試合（ソフトボール：南中）
７月23日(木) 中学生交流試合（ソフトボール：立花中）
７月23日(木) 中学生交流試合（ソフトボール：西中）
７月25日(土) 県中学生水泳記録会（日水連のＡ級以上の選手が出
場可：松山アクアパレット）
７月25日(土) 佐々木記念陸上記録会（西条ひうち競技場）（～2
6日）
７月29日(水) 小中学校第１学期終業式
８月１日(土) 中学生交流試合（サッカー：桜井海浜公園、スポー
ツパーク）
８月１日(土) 通信陸上記録会（ニンジニアスタジアム）
（～２日）
９月６日(日) 中学生交流試合（剣道：玉川グリンピア）
次に、６月８日からの今治市議会定例会での一般質問についてご
報告させていただきます。
６月10日に、渡辺文喜議員より「学校の未消化のカリキュラムに
ついて」、中学校における部活動関係の体育大会等も含め、小・中
学校の遅れたカリキュラムをどのように消化していくのかという
ご質問がございました。
教育委員会としましては、教科指導については夏季休業中に授業
日程を設定したり、１日７時間の授業設定をしたりすることで、前
年度の積み残しを含め遅れた学習内容すべてを取り戻すことがで
きる予定であるという旨をお答えいたしました。
今治・越智中学校総合体育大会につきましては、多くの生徒、保
護者が集まる中で、３密の回避など万全な感染症対策をとることが
困難であることから、やむを得ず中止決定を行ったこと。ただし、
３年生には部活動に一つの区切りをつけさせるために、校長会が中
心となって、学校間で交流試合を行うなどして、引退試合を計画し
ていることなどをお答えいたしました。
資料の予定の中に、７月11日（土）から種目ごとに中学生交流試
合が予定されておりますが、先ほどお話しました学校間での交流試
合となります。
同日、谷口芳史議員から、長期の休業などで様々な問題を抱えた
子どもたちがいることが考えられることから、「学校を中心とした
子ども支援の促進について」、「オンラインを活用した相談員等支
援者の支援について」、「子どもたちの学びの保障に必要な人的体
制の確保について」、３点のご質問がございました。
これらの質問に対しまして、各小中学校には子どもたちの体調や
様子等を観察し、配慮を要する児童生徒には、スクールカウンセラ
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ー、スクールソーシャルワーカー、ハート何でも相談員等を活用し、
教育相談等を実施し、家庭や関係機関と連携しながら子どもたちの
見守りを指導していること。また、オンラインを活用した相談体制
につきましては、各家庭の様々なＩＣＴ環境への対応や情報セキュ
リティ措置、情報モラルの確保など、数多くの課題を有しているこ
とから、今後、研究してまいりたいということ。さらに、現在、市
内の小中学校には、嘱託講師７名、学習アシスタント32名、学校生
活支援員39名、スクールサポートスタッフ４名、外国語補助員４名
等を配置しているが、今後、各学校の状況に応じた指導体制を確保
するため、国や県の様々な制度も活用して、子どもたちの学びの保
障に必要な人材確保の充実に向けて検討してまいりたいというお
答えをいたしました。
次に、６月11日に、松田澄子議員より、「新型コロナウイルス感
染症拡大防止対策について」に関しまして、「小中学校の臨時休業
中の対応について」、「今後の対応について」のご質問がございま
した。
小中学校の臨時休業中の対応につきましては、心のケアについて
は、全家庭を対象に家庭訪問を実施し、児童生徒に健康面、学習面
の指導を行うとともに、不安なことの聞き取りを実施し解消に努め
ているということをお答えし、今後の対応につきましては、熱中症
に十分注意を払いながらマスクの着用、家庭や学校での検温を含め
た毎日の健康観察や、積極的な手洗い等の指導を継続すること。机
の間隔を広げるとともに、密になる活動を避けて教育活動を行うよ
う各校で工夫していくこと。そして、エアコンの使用については、
教室の対角線上の窓を開け、換気に配慮しながら柔軟にエアコンを
使用するよう各校に通知していることなどをお答えいたしました。
６月12日に、永井隆文議員より「自殺防止対策の現状について」
ということで、小中学校における「児童生徒へのＳＯＳの出し方に
関する教育について」のご質問がございました。
この質問に対し、各学校で学級活動や道徳科、保健体育科等の学
習と学校行事を関連させて指導を行うこと。小動物の飼育や植物の
栽培など命の営みを実感する体験活動、「いのちの講座」等を活用
した青少年赤十字活動、人権集会や人権劇による人権啓発活動など
を通して、命の大切さを実感する教育を行うとともに、身近な大人
に助けを求めることができるよう指導に努めていること。さらに、
相談体制の整備を進めるとともに、児童生徒の様々なサインを見逃
さないよう取り組みを充実させることで、児童生徒の自殺防止対策
に努めていることなどをお答えいたしました。
なお、停滞を続ける梅雨前線の影響により、今月初めから降り続
いております豪雨は、熊本、長崎をはじめ全国各地で甚大な被害を
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もたらしております。本市におきましては、ようやく大雨警報も解
除され、児童生徒は元気に登校しております。また警報が発令され
るかもしれません。児童生徒の通学、その他の面においてさまざま
な危険が予想されます。私たちも水防本部に詰め、対応に当たって
まいりますが、学校、保護者と連携しながら児童生徒の安全確保に
努めてまいりたいと考えています。なお、臨時休業により実施でき
なかった授業については、今後、各学校において取戻しを図ってい
くつもりでございます。
村上事務局長

令和２年６月議会で私から答弁したものについて報告させてい
ただきます。
６月10日、松田澄子議員から議案第84号「専決処分について・令
和２年度今治市一般会計補正予算（第３号）」についてのうち、
「歳
出10款５項３目 学校給食運営費について」質疑がありました。
質疑の内容は、計上された490万円の補助金の目的と内容につい
てでした。これに対しまして、計上した予算は給食再開時に安心・
安全な食材を確保し、安定して児童生徒に提供することが目的であ
ることを答弁いたしました。
また、学校臨時休業対策費490万円は、学校給食の中止に伴い発
注されていたパン及び牛乳の加工賃減収相当額等の助成と学校給
食の再開に向け、給食調理事業者が感染症対策のための衛生管理に
必要な設備の更新及び消耗品の購入に対し支援を行うものである
との答弁を行いました。
同じく６月10日、谷口芳史議員から「新型コロナウイルス感染症
対策について」の質問があり、そのうちの２点について私から答弁
させていただきました。
１点目、「小中学校におけるオンライン教育の実施・充実のため
の環境整備について」では、今後オンライン授業を行える環境を整
備していくためにも、ＧＩＧＡスクール構想の早期の達成や学校、
家庭への環境整備が早急に必要であると考えるが、どのように考え
ているかとの質問があり、市では、児童生徒１人１台の学習用タブ
レット端末の整備や校内通信ネットワーク整備など、国が推進する
ＧＩＧＡスクール構想の実現に取り組んでいるところです。今後、
ハード・ソフト・人材を一体とした整備に取り組み、全ての児童生
徒の学びを保障できる環境の構築に繋げてまいりたい旨の答弁を
行いました。
２点目、「夏季休業中の授業実施を見据えた学校施設・設備の整
備について」では、臨時休業期間中の授業の補完のため、夏季休業
期間中に授業を実施することとなるが、学校の施設・設備は、授業
実施にあたり問題はないのかとのご質問でした。令和元年度に全市
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立小中学校の普通教室・特別支援教室の空調設備を整備し終えてい
ること、夏季休業期間中の授業実施期間も含め、エアコンの適切な
利用により熱中症予防を図るとともに、新型コロナウイルス感染症
対策として、エアコン稼働中も対角線上の窓を開けて空気の流れを
作り密閉状態を避けるなどの効果的な換気について通知を行い感
染症対策にも配意している旨、答弁いたしました。
田坂教育長

質疑はないか問う。

－各委員－

なし

田坂教育長

神野社会教育課長

＜議題審議＞
「議案第37号 今治市公民館運営審議会委員の委嘱について」、
「議
案第38号 今治市図書館運営審議会委員の委嘱について」、「議案
第39号 今治市視聴覚ライブラリー運営委員会委員の委嘱につい
て」、「議案第40号 今治市青少年センター運営協議会委員の委嘱
について」、以上４件を一括して説明を求める。
－「今治市公民館運営審議会委員の委嘱について」、「今治市図
書館運営審議会委員の委嘱について」、「今治市視聴覚ライブラリ
ー運営委員会委員の委嘱について」、「今治市青少年センター運営
協議会委員の委嘱について」説明－

田坂教育長

承認してよいか問う。

－各委員－

承認する。

田坂教育長

「その他」を議題とする。
「今治市遠距離通学費補助金交付要綱の一部を改正する要綱制定
について」、説明を求める。

片上総務課長

－「今治市遠距離通学費補助金交付要綱の一部を改正する要綱制定
について」説明－

田坂教育長

質問はないか問う。

－各委員－

なし

田坂教育長

「請願書について」、説明を求める。
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片上総務課長
田坂教育長

－「請願書について」説明－
意見・質問はないか問う。

篠宮委員

教育委員会は自らの権限と責任において、文部科学省の検定に合
格したすべての教科書の中から公正かつ適正に採択をすることと
なっておりますので、このことを念頭に採択に取り組んでいきたい
と思います。

村上委員

文部科学省からの通知では外部からの働きかけに左右されること
なく、静謐な環境のもとで採択するよう求められています。静謐な
環境のもとで、円滑な採択に努めていきたいと思います。

田坂教育長
－各委員－
田坂教育長

他に何かあるか問う。
なし
委員の皆様からご意見をいただきました。表決すべきとのご意見
があれば、表決を行うこととし、なければ、請願を知りおいていた
だいて、今後の教育行政に活かしていただきたいと思います。なに
かご意見はございませんか。

－各委員－

なし

田坂教育長

午前 10 時 29 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。

西原委員
仁志川委員
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