第 15 回 教 育 委 員 会 会 議 録 （ 要 点 ）
日時
場所

令和２年 10 月２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

報道１社１名

議題

議案第49号

今治市文化財保護審議会委員の委嘱について

その他
・日本遺産フェスティバルin今治開催について

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１分

田坂教育長

日程番号１、第 13 回及び第 14 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

開会を宣す。

日程番号２、会議録の署名委員に、篠宮委員、西原委員を指名す
る。
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田坂教育長

日程番号３、教育長報告を行う。
第２学期が始まって一月余り過ぎました。心配されておりました
新型コロナウイルス感染症も、今のところは感染者もなく、各学校
とも順調に教育活動を展開しております。
９月19日より国のイベント等における人数制限が緩和されてお
ります。各小・中学校におきましても、新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策と熱中症対策を徹底する中で秋季運動会が実施され
ております。９月は13日に中学校、小学校は20日、27日に無事終了
いたしました。規模縮小、時間短縮等、各学校で工夫され、それぞ
れの状況に応じた運動会が実施されました。今月、運動会が予定さ
れているのは４日の立花小学校・伯方小学校、18日の大三島小学校、
そして11月１日の上浦小学校です。
10月６日からは、中学校新人大会が予定されています。また、14
日の小学校陸上記録会をはじめとする各種スポーツ大会、文化面で
も10日から13日開催の小・中合同作品展等、様々な行事が計画され、
スポーツ、文化ともに秋本番となった感じがします。
前回の定例会以降に参加した主な行事、並びに10月初めの予定・
行事については、下記のとおりです。
９月議会の一般質問において、教育委員会に出されました質問に
対し、私からお答えさせていただきました主なものにつきまして報
告させていただきます。
９月７日に松田澄子議員より、「コロナ禍における20人学級の実
現について」と、「『核兵器廃絶平和都市宣言』を行っている今治
市における平和行政について」の大きく２点について、ご質問がご
ざいました。
９月８日には谷口芳文議員から、「ＧＩＧＡスクール構想につい
て」、
「新型コロナウイルス感染症に対する学校での教育について」
の２点に関しましてご質問がございました。
同じく９月８日、黒川美樹議員より「これからの学校教育の在り
方について」に関しまして、３つのご質問がございました。それぞ
れお答えしました内容についてご報告いたします。
１番目は、近年、最高気温が30度以上の真夏日、最高気温が35
度以上の猛暑日の日数が年々増加する傾向にあり、40度を超える観
測地点が増えつつあることも、今や衝撃が薄くなってきています。
このような状況下において、現在の臨時休業の基準である特別警報
や暴風警報、大雨警報などの気象警報の発令があるが、今後は熱中
症リスクがとても高い時なども休校の基準に加えることを検討す
べきではないか。また、部活動や体育の授業など柔軟な措置も必要
であると思うが、熱中症リスクの対策の現状とガイドラインを示し
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てほしいというご質問でした。教育委員会としまして、まず熱中症
による休業措置に関しては、保護者の負担や熱中症警戒アラートの
発令を事前に予測することが非常に困難なため、給食の実施・中止
の判断が難しいことなど、さまざまな課題もあり、それら課題の解
決も含め、国の通知も参考にしながら検討してまいりたいとお答え
いたしました。
また、熱中症事故防止についても、国や県からの通知なども参考
にし、児童生徒の安全確保を最優先に適切な対応を行うよう、各学
校に指導していることをお伝えしました。命に関わることですの
で、校長会をはじめ関係研修会において、熱中症予防に対する万全
な対策を講じるよう指導していること、環境省作成の「熱中症対策
ガイドライン2020」より、暑さ指数の数値が31度以上の場合は、体
育の授業や部活動などは原則禁止となっていることもお答えさせ
ていただきました。
２番目は、夏休みも終わり、もともと不登校気味の子どもに加え、
新たに無理の利かない子どもたちが増加することが予想される中
で、現在の本市における不登校児童生徒の現状と、ＧＩＧＡスクー
ル構想の中で考えられる対策にはどのようなものがあるかという
ご質問がございました。
この質問につきましては、まず、本市の不登校の現状については、
８月末現在、不登校の児童生徒の人数は昨年度の同時期と比べてほ
ぼ変わっていないこと、コロナの影響はほぼなかったということを
お伝えしました。今後の対策としては、保健室登校など、不登校傾
向の児童生徒に関しては、ＩＣＴ環境の整備によって別室におい
て、教室での授業を受けることが可能となることや、学級担任も個
人宛に動画メッセージやメールを送ることができ、今までになかっ
たコミュニケーションツールとしての活用も考えられるとお答え
いたしました。
３番目に、ＩＣＴ環境の整備により、どのような授業ができるの
か、その可能性についてご質問がございました。この質問に対しま
しては、学習したことを文字や絵、写真を用いてプレゼンテーショ
ン等にまとめることが簡単にでき、絵や文字で表現することに抵抗
がある児童生徒も、容易に考えを表現したり、発表したりする楽し
さを味わうことができること、また、小規模同士の学校間で、合同
授業を行ったり、多様な意見交換を行ったりすることが可能である
と、お答えいたしました。
最後に、ドリル教材を使用することで、教師が児童生徒個人の定
着度を確認することが容易にでき、その後、苦手とする内容にポイ
ントを絞った効率のよい個別学習が実施できることにつながり、個
に応じた学力の向上に大変効果的であるとも申し上げました。
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以上で議会報告を終わります。
次に、修学旅行につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大
によりまして、当初、中学校は京阪神、小学校は九州を含めた中国
地方にコースをとっておりましたが、保護者へのアンケート等も参
考しながら、今年度につきましては、教育委員会として、小学校、
中学校ともに四国４県もしくは中国５県の中でコースを再検討し
ていただきたいということをお願いいたしました。
すでに小学校の何校かは、県内で１泊２日の修学旅行に行った
り、九州を避けて、山口と広島で１泊２日の修学旅行というように
感染拡大地域ではない他県への修学旅行コースを決めて実施して
おります。
また中学校につきましては、四国４県、それから岡山、広島あた
りを中心にコースを検討しているところでございます。
記
１ 報告
９月１日（火）
９月２日（水）
９月５日（土）
９月５日（土）
９月６日（日）
９月９日（水）
９月13日（日）

９月14日（月）
９月14日（月）
９月15日（火）
９月16日（水）
９月20日（日）
９月26日（土）
９月27日（日）

９月30日（水）
２

小・中学校第２学期始業式
市政懇談会（地場産業振興センター）
９月市議会（～18日）
明徳短期大学教養講座（中止）
今治市小中学校理科作品展（～６日・８日）
ＰＴＡ連合会・教育委員会合同打合せ会
第25回タオルデザイン審査会
中学校運動会（日吉・関前、近見、立花、桜井、
南、西、北郷、朝倉、玉川、大西、菊間、大島、
伯方、大三島）
教育厚生委員会
小学校運動会（富田：低学年）
小学校運動会（富田：中学年）
小学校運動会（富田：高学年）
村上海賊絵画作品展審査会
小学校運動会（近見、菊間、）
第72回今治市展（～10月４日）河野美術館
小学校運動会（吹揚・岡村、別宮、常盤、桜井、
鳥生、清水、日高、乃万、波止浜、国分、朝倉、
鴨部、九和、波方、大西、亀岡、吉海、宮窪）
今治市交通安全研修会

予定
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10月２日（金）

第15回定例教育委員会

10月４日（日）

小学校運動会（立花、伯方）
今治市ＰＴＡ連合会会長会
Ｂ＆Ｇ海洋センター修繕助成「決定書授与式」
日本遺産フェスティバルin今治
日本遺産フェステイバルin今治
小学校運動会（大三島）
今治文化芸術祭（今治市中央公民館）

10月９日（金）
10月10日（土）
10月11日（日）
10月18日（日）
10月24日（土）
村上事務局長

９月定例市議会において、私から答弁を行った内容について報告
をさせていただきます。
９月４日、渡部豊議員から代表質問として、「『新しい生活様式』
に向けた諸施策の具体化について」の質問があり、そのうちの二つ
について答弁いたしました。
１番目、「教育分野において学校・自宅で使うＩＣＴ環境の整備
について」では、ＧＩＧＡスクール構想の実現の進捗状況について
の質問があり、今年度は、校内通信ネットワークの整備、児童生徒
１人１台の学習用タブレット端末の整備を完了させるとともに、小
学校５・６年生、中学校１年生用の大型提示装置（電子黒板）97
台の取得を実施したいとの答弁を行いました。また、来年度以降に
つきましても、大型提示装置の段階的な導入等、教育のＩＣＴ化の
充実を図ってまいりたいとの答弁を行いました。
次に、家庭でのオンライン授業実施のための課題及びその解決に
ついての質問があり、課題としては、子供たちはインターネット接
続時のセキュリティやモラルといった約束事を学習する必要があ
ることや、各家庭でのインターネット環境や端末の確保、使用する
教材やコンテンツ作り、教員のＩＣＴスキルの向上などが必要とさ
れることを答弁しました。その解決のため、教員のＩＣＴ研修会へ
の参加など、スキル向上を図ってまいりたいとの答弁を行ったとこ
ろです。
次に２番目「文化芸術・スポーツの活動継続に向けた支援につい
て」では、現在の取組状況についての質問があり、市の博物館、美
術館並びに市営スポーツ施設は、文化庁、スポーツ庁及び各文化ス
ポーツ関係団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイ
ドラインに基づき、施設利用を行っていただいております。利用者
数は回復しつつあることや、市民の皆さんに安心して施設を利用し
ていただくために、愛媛県独自の接触確認システム「えひめコロナ
お知らせネット」のＱＲコードを掲示し、積極的な活用をお願いし
ていることを答弁いたしました。
新型コロナウイルスの終息の見通しが立たない状況の中、文化芸
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術とスポーツは、市民の皆さんの健康増進と豊かな心を育むために
不可欠なものであるため、新しい生活様式に基づく取り組みを積極
的に進め、活動を支援してまいりたいとの答弁を行いました。

田坂教育長

＜議題審議＞
「議案第49号
明を求める。

冨田文化振興課長

－「今治市文化財保護審議会委員の委嘱について」説明－

今治市文化財保護審議会委員の委嘱について」、説

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。
「日本遺産フェスティバルin今治開催について」、説明を求める。

冨田文化振興課長

－「日本遺産フェスティバルin今治開催について」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

今年度、コロナウイルスでことごとくイベントが中止になる中、
この日本遺産フェスティバルだけが唯一、今年度、最初で最後の大
きなイベントになろうかと思います。委員の皆様には、時間を作っ
ていただいて、ご覧になっていただきたいと思っておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
他に何かございませんでしょうか。

－各委員－

なし

田坂教育長

午前 10 時 26 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。

篠宮委員
西原委員

6

