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５月定例教育委員会会議録 

 

【中山教育長】 それでは、５月定例教育委員会を開催いたします。 

 なお、本日の委員会ですが、新型コロナウイルス感染拡大の現状に鑑みまして、３密を

避けるということで、平時の委員会とは異なりまして、一部出席者の入退室を行いますこ

とを事前にお知らせしておきます。 

 では、本日の会議録署名委員に水野委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

 

【中山教育長】 では、定例教育委員会会議録の承認について審議いたします。 

 委員の皆様、何か質疑ございませんでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、４月定例会会議録について承認と

決しました。 

 

【中山教育長】 続きまして、教育長及び教育委員の報告に移ります。 

  

（教育長報告） 
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５月 12 日（火） 

５月 13 日（水） 

５月 14 日（木） 

５月 15 日（金） 

  

  

５月 18 日（月） 

５月 19 日（火） 

学校訪問(曙川中 南山本小 高安西小 亀井中） 

学校訪問(八尾小 南高安中 南高安小 南高安幼 高安小中） 

学校訪問(成法中 安中小 志紀小 志紀中） 

定例教育委員協議会 

臨時教育委員会 

学校訪問(西山本小 東山本小 東中） 

臨時議会 

学校訪問(刑部小 曙川南中 曙川東小 桂中 桂小） 

 

【中山教育長】 ５月 11 日から分散登校も始まりましたので、学校園訪問を続けており

ます。42 校３園全部回らせていただくつもりですので、今はまだ途中ですけれども、ま

たご報告させていただきたいと思います。 

 

【中山教育長】 委員の皆様から、この間の活動について何かありましたらご報告いただ

ければと思います。よろしいですか。 

 それでは、ないようですので次に進ませていただきます。 

 

{議案審議} 

 

【中山教育長】  議事に入ります前に、本日審議いたします議案のうち、議案第 23 号

「八尾市いじめ調査委員会に諮問することについて臨時代理承認の件」につきましては、

八尾市個人情報保護条例第 14 条第１号の当該個人の正当な権利利益を侵害するおそれが

あると認められるため、公開可能な時期が来るまでは非公開とすべき内容となりますので、

この議案第 23 号に係る会議は非公開といたします。委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 23 号につきましては非公

開で審議することといたします。 

 それでは、議事進行の都合上、この案件につきましては、他の議案の審議及び報告等が

終了した後に行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第 18 号「八尾市社会教育委員の委嘱の件」について審議いたします。

提案理由を松田生涯学習スポーツ課長より説明願います。 

 

【松田生涯学習スポーツ課長】 それでは、議案第 18 号「八尾市社会教育委員の委嘱の

件」につきましてご説明申し上げます。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第７項の規定に基づき、委員会

の議決を求めるものでございます。 

 提案の理由でございますが、八尾市社会教育委員条例第３条の規定に基づき、現在委嘱

しております委員の任期が本年５月末日をもって満了することから、新たに委員を委嘱す
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る必要があるため、本件を提出するものでございます。 

 それでは、お手元の八尾市社会教育委員名簿（案）に基づきまして、ご説明申し上げま

す。 

 委嘱する委員は 10 名でございます。委員構成といたしましては、再任の委員が５名、

新任の委員が学校教育関係者として塚本妙一氏、社会教育関係者として大槻洋子氏、家庭

教育の向上に資する活動を行う者として高橋俊章氏、学識経験者として赤松喜久氏、公募

市民として森田耕太郎氏の５名でございます。 

 任期につきましては、令和２年６月１日から令和４年５月 31 日まででございます。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、この件について何か質疑ございませんでしょうか。 

 

【岩井委員】 新規の委員の方が５名ですけれども、うち団体からの推薦の方が２名とい

うことで、あと大槻洋子氏と赤松喜久氏の所属や役職が書かれていますけれども、もう少

し詳しくどのような方か教えていただけたらというふうに思います。 

 それから、森田耕太郎氏は公募市民ということですけれども、どのようにして選ばれた

のかということも教えていただけたらと思います。 

 

【中山教育長】 それでは、まず大槻氏と赤松氏についてご説明願います。 

 

【松田生涯学習スポーツ課長】 まず、大槻洋子氏でございます。画家として創作活動に

加えまして、高安コミュニティセンターで絵画講師等を務めておられます。主に絵画を通

しまして市民交流であったり、地域活性化に力を注いでいただき、高安悠画会を主宰する

と共に、地域コミュニティーの推進に寄与しておられます。 

 この長きにわたる活動が本市の文化振興に果たしてきた功績によりまして、令和元年度

の八尾市文化賞を受賞された方でございます。 

 続きまして、大阪教育大学教育学部教授の赤松喜久氏でございますが、本市の保健体育

の授業作り、開発に加えて子どもたち、地域住民のスポーツの活性化に資する内容や手だ

てにつきまして、具体的な提案に努めておられる方でございます。 

 本市との関わりでございますが、平成９年度から八尾市スポーツ施設運営審議会の委員

をお願いしておる方でもございます。 

 

【中山教育長】 続きまして、公募市民の森田氏についてよろしくお願いします。 

 

【松田生涯学習スポーツ課長】 公募市民の選定の方法につきまして、概略をご説明させ

ていただきます。 

 市民委員の公募ということで、募集期間が令和２年３月９日から４月 10 日まで行いま

した。公募の周知につきましては、市のホームページ、市政だより、出張所等の施設にポ

スター、チラシ等を配布して広く募集をしたものでございます。 



－4－ 

 応募の方はこの森田氏１名でございました。候補者の選定に当たりましては、八尾市社

会教育委員市民委員選考要領に基づき、選考委員会を開催させていただきました。提出さ

れました申込書、それから小論文によりまして評価をさせていただいたところでございま

す。候補者の決定をさせていただきましたのが、令和２年４月 21 日でございます。 

 

【中山教育長】 岩井委員、よろしいですか。 

 他の委員の皆様、何か質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、採決に移らせていただきます。 

 議案第 18 号につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 18 号「八尾市社会教育委

員の委嘱の件」について、原案どおり可決いたしました。 

 それでは、引き続きまして議案第 19 号「八尾市立スポーツ施設運営審議会委員の委嘱

の件」について、審議いたします。 

 引き続き、松田課長、説明願います。 

 

【松田生涯学習スポーツ課長】 それでは、議案第 19 号「八尾市立スポーツ施設運営審

議会委員の委嘱の件」につきましてご説明申し上げます。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第７項の規定に基づき、委員会

の議決を求めるものでございます。 

 提案の理由でございますが、学校教育関係者及び社会教育関係者の委員の変更に伴い委

員を委嘱する必要があるため、本案を提出するものでございます。 

 それでは、お手元の八尾市立スポーツ施設運営審議会委員名簿（案）に基づきまして、

ご説明申し上げます。 

 このたび変更となります委員は、学校教育関係者として久保博義氏に代わりまして、浅

野貴至氏を、社会教育関係者として山下彬氏に代わりまして、竹ノ株宏美氏を委嘱するも

のでございます。 

 任期につきましては、令和２年５月 20 日から令和３年５月 31 日までの前任者の残任期

間でございます。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

 

【中山教育長】 この件に関しましては、期間の途中での異動が団体であったということ

で、残任期間を新たに２人の方に担っていただくという提案になっています。何かご質問

ないでしょうか。 

 校長会からの代表と、それから地区福祉委員長の連絡協議会の代表という形になってい

ます。 
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【水野委員】 竹ノ株氏は、どこの地区の代表なのか教えてください。 

 

【松田生涯学習スポーツ課長】 竹ノ株氏は、安中地区の福祉委員会の代表でございます。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。他にご質問ございませんか。 

 この新しい候補の方とは別ですけれども、学識の赤松先生が先程に続き、ここにも委員

としておられますが、２つの委員をされておられることが規則上問題ないということを確

認しておきたいのですが。 

 

【松田生涯学習スポーツ課長】 赤松氏につきましては、先程ご承認いただきました八尾

市社会教育委員、八尾市立スポーツ施設運営審議会委員、それから他市の関係審議会につ

きましても、委員として就任なさっておられますが、市の規則上、問題ないということで

了解しております。 

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。 

 他に質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 この議案第 19 号につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 19 号「八尾市立スポーツ

施設運営審議会委員の委嘱の件」について、原案どおり可決いたしました。 

 続きまして、議案第 20 号「八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員の委嘱

の件」について、審議いたします。 

 引き続き、松田課長、提案理由を説明願います。 

 

【松田生涯学習スポーツ課長】 それでは、議案第 20 号「八尾市生涯学習センター学習

プラザ運営審議会委員の委嘱の件」につきまして、ご説明申し上げます。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第７項の規定に基づき、委員会

の議決を求めるものでございます。 

 提案の理由でございますが、学校教育関係者の委員の変更に伴い委員を委嘱する必要が

あるため、本案を提案するものでございます。 

 それでは、お手元の八尾市生涯学習センター学習プラザ運営審議会委員名簿（案）に基

づきまして、ご説明申し上げます。 

 このたび変更となります委員は、学校教育関係者として副田美臣氏に代わりまして、柴

山八寿夫氏に委員を委嘱するものでございます。 

 任期につきましては、令和２年５月 20 日から令和２年９月 30 日までの前任者の残任期

間でございます。 

 以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げま
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す。 

 

【中山教育長】 この委員につきましても、校長会の役員の異動に伴う残任期間の補欠の

委員としての提案ということですが、質疑ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 この議案第 20 号につき、原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 全委員異議なしと認めます。よって、議案第 20 号「八尾市生涯学習セ

ンター学習プラザ運営審議会委員の委嘱の件」について、原案どおり可決いたしました。 

  

 それでは、次に議案第 21 号「八尾市図書館協議会委員の委嘱の件」について審議いた

します。提案理由を谷八尾図書館長より説明願います。 

 

【谷八尾図書館長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 21 号「八尾市図書館

協議会委員の委嘱の件」についてご説明申し上げます。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第７号の規定により、委員会の

議決を求めるものでございます。 

 提案理由でございますが、八尾市図書館条例第６条の規定に基づき、八尾市図書館協議

会委員の任期が満了することに伴い、委員を委嘱する必要がありますので、本案を提出す

る次第でございます。 

 それでは、お手元配付の八尾市図書館協議会委員名簿第 (22 期)（案）に基づいて、ご

説明申し上げます。 

 今回、11 名の委員を委嘱するもので、学校教育関係者１名、社会教育関係者２名、家

庭教育の向上に資する活動を行う者１名、学識経験者５名、そして、その他教育委員会が

必要と認める者２名であります。 

 その 11 名のうち９名の委員を再任委嘱し、２名を新たに委嘱するものでございます。

新たに委嘱する２名の委員といたしましては、家庭教育の向上に資する活動を行う者とい

たしまして、八尾市ＰＴＡ協議会の鍛冶宏之氏を、学識経験者として、大阪市立中央図書

館の島上智司氏を委嘱するものでございます。 

 任期につきましては、令和２年６月１日から令和４年５月 31 日までの期間でございま

す。 

 今回の市民委員の選考においては、本市のホームページや市政だより４月号等にて応募

を募り、４月 10 日を申込み期限とし、「八尾市の図書館サービスへの期待」と題した作

文の提出を求め、２名の方からの応募をいただきました。委員候補者の選考においては、

選考委員会により、社会教育または図書館運営の現状について正確に把握した内容である

こと、実現可能性のある新しい視点で第２次図書館サービス計画の実現に貢献できる内容

であることなどを選考の基準として、委員候補者の選考を行いました。 

 以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご
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審議の程、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

【中山教育長】 この委員につきましては、第 22 期ということで、全員がまた新たに２

年間の任期を担っていただくということで選んでいただいています。委員の皆様、何かご

質問ありましたらお願いします。 

 ＰＴＡ協議会からご推薦いただいた方に出ていただいているということと、新たに学識

経験者は大阪市立中央図書館から入っていただいているということで、皆様よろしいでし

ょうか。 

それでは、質疑もないようですので、採決に移らせていただきます。 

 この議案第 21 号につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、議案第 21 号「八尾市

図書館協議会委員の委嘱の件」について、原案どおり可決いたしました。 

 あと、議案からは離れますけれども、皆様心配してくださっているので、新型コロナウ

イルスの感染拡大に伴い、図書館も閉まっておりますので、お伝えできる範囲でお話しお

願いしたいんですが、よろしくお願いします。 

 

【谷八尾図書館長】 図書館の休館につきましては、４月１日から７日までの概ね１週間、

一時期開館させていただいたときはあったんですけれども、緊急事態宣言とともに、また

臨時休館ということで、その間、多くの市民の方から図書館を再開してほしいという声も

いただく中で、我々図書館としてどういったことができるのか、多くの方に図書館を利用

していただきたい、それと共に、学校も休校になっているということで、多くの子どもた

ちに本との出会いといいますか、触れていただく機会も我々としては何とか作っていきた

いという思いで、どういったことができるのかといろいろ模索しながら、検討もさせてい

ただいたんですけれども、どうしても生命の危険という部分で、なかなか踏み込んではで

きなかった部分もありました。 

 明日から一部のサービスではありますけれども、再開いたします。心待ちにされている

方もいらっしゃいますが、開館したといえど、多くの方にどんどん来てくださいというの

もなかなか言いにくいんですけれども、いわゆる３密を避けることと、ソーシャルディス

タンス、この辺も対策しながら、時には入場制限もさせていただくことになるかもわから

ないですけれども、今準備しているところでございます。 

 

【中山教育長】 議案とは関係なかったんですけれども、状況をお知らせいただきたかっ

たので報告いただきました。大変だとは思いますが、よろしくお願いします。 

 それでは、引き続き、議案第 22 号「八尾市就学支援委員会委員の委嘱又は任命の件」

について審議いたします。 

 提案理由を山下所長より説明願います。 
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【山下教育センター所長】 それでは、ただいま議題となりました議案第 22 号「八尾市

就学支援委員会委員の委嘱又は任命の件」についてご説明いたします。 

 本件は、教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第７号の規定により、定例教育

委員会において議決を求めるものでございます。 

 提案の理由ですが、八尾市就学支援委員会委員は、八尾市教育委員会規則第８号、八尾

市就学支援委員会規則第３条の規定に基づき、委員の任期２年の満了に伴いまして、令和

２年、３年度の新たな委員を委嘱または任命する必要があるため、本案を提出するもので

ございます。 

 八尾市就学支援委員会委員名簿（案）をご覧ください。 

 新たな委員候補者は、医師として、脳神経外科専門医として勤務する大津司氏、市立学

校の校長及び教員として、市立学校で特別支援コーディネーターとして勤務する岡本喜代

美氏、大阪府立支援学校に勤務する職員として、八尾支援学校で首席として勤務する松永

記一氏、藤井寺支援学校でリーディングスタッフとして勤務する黒川洋平氏、そのほか、

教育委員会が必要と認める者として、元八尾市立保育所で勤務されていた岡部和代氏、作

業療法士として市村公氏の６名を今回新たに委嘱するものでございます。 

 なお、任期は令和２年６月１日から令和４年５月 31 日まででございます。よろしくご

審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

【中山教育長】 委員の皆様、この件について何か質疑ありましたらお願いします。 

 

【水野委員】 就学支援委員会、すごく重要な任務を遂行されていると私も認識しており

ますが、今回、脳神経外科の先生が入られたということで、具体的にはどのようなことで

貢献が期待されているかということをご説明いただければと思います。 

 

【山下教育センター所長】 大津司氏でありますが、脳神経外科の専門という点から、主

に脳に疾患のある子どもたちへの理解というところで助言いただきたいと考えております。

具体的には、教育委員会としても、教育的なアプローチを丁寧に計画し、実践する必要が

あるということで、そういった側面から、就学に向けてのアドバイスをいただきながら、

学校でインクルーシブ教育を進めていければと考えております。 

 

【水野委員】 本当にとても大事な部分だと思います。ありがとうございました。 

 

【中山教育長】 他に何かこの件で質問ございませんか。 

 

【岩井委員】 委員の総数が前回より３名増えていると思うんですけれども、大津氏のほ

かに岡部氏と市村氏が委員として新たに入っておられますが、増やされた意図などを教え

ていただけたらと思います。 

 

【山下教育センター所長】 やはり、大きくは就学について子どもたちのインクルーシブ

教育を進めていくということで、先程も申し上げた、例えば教育的アプローチに関しては、
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動機付けであったり学習方法、内容の理解度であったり、さらに習慣形成など、こちらは

見落としていないか等、より深い見地でアドバイスしていただけると考えており、具体的

には、岡部氏は、公立保育所で保育士をされていた傍ら、子育て支援センターで子育て支

援に関わって、またこども施設課でも参事として子育てのことに不安を持たれている保護

者の悩みを実際に聞きながら、就学に携わってこられた経験をお持ちの点から、また市村

氏に関しては、八尾市の機能訓練巡回指導を行っていただいておりまして、主に肢体に関

わる不自由な子どもたちの機能訓練に携わっていただいており、そういったお子さんたち

の支援のあり方について、より深いアドバイスを頂けたらという観点で、今回委員の委嘱

を考えております。 

 

【中山教育長】 よろしいですか。他に質疑ございませんか。 

 

【村本教育長職務代理者】 委員に医師の方が５名入っておられますけれども、それぞれ

開業等されており、大変お忙しいんじゃないかと思うんです。委員会のときに病院を閉め

て出てこられるといったこともあり、結構な負担になっていると思うんですけれども、謝

金等はどうなっているのか教えていただけますか。 

 

【山下教育センター所長】 就学支援委員会の狙いとしましては、公立小中学校と府立の

支援学校に入学というところで、先程も申し上げた保護者の方からまず不安を取り除いて

あげると、また、子どもたちのよりよい就学について、具体的なアドバイスをいただきた

いというこちらの強い思いに賛同していただいて、前向きに、積極的に関わっていただい

ておると認識しております。 

 そういったところで、報償費に関しては、こちらのお気持ちとして支払いをさせていた

だいております。 

 

【中山教育長】 金額は、きちんと見合った額をお支払いしているということでよろしい

でしょうか。 

 

【村本教育長職務代理者】 はい、結構です。 

 

【中山教育長】 他に質問ございませんか。よろしいですか。 

 それでは、ないようですので、採決に移らせていただきます。 

 この議案第 22 号につきまして、原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

【全委員】 異議なし。 

 

【中山教育長】 それでは、全委員異議なしと認めます。よって、議案第 22 号「八尾市

就学支援委員会委員の委嘱又は任命の件」について、原案どおり可決いたしました。 
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{報告事項} 

 

【中山教育長】 それでは続きまして、報告事項に移らせていただきます。 

 「新型コロナウイルスによる感染症に対応した臨時休業措置について」、仁科指導課長

より報告させていただきます。 

 

【仁科指導課長】 それでは、「新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業措置等につい

て」、口頭にてご報告申し上げます。 

 まず、４月 22 日開催の定例教育委員会以降の国、府からの通知、そのことに伴う本市

教育長の専決処分の実施と全学校園への通知について、時系列でご報告させていただきま

す。 

 ４月 28 日ですが、４月 27 日付の臨時休業期間を延長する府の決定を受け、教育長専決

処分により、全市立学校園に対する臨時休業措置を令和２年５月 10 日日曜日まで延長す

ることを決定いたしました。 

 ５月７日ですが、５月７日付の臨時休業期間の延長等について府より要請があり、その

ことを受けて、教育長の専決処分により、全市立学校園に対する臨時休業措置を令和２年

５月 11 日月曜日から令和２年５月 31 日日曜日とし、併せて、分散登校等の取組を実施す

ることを決定いたしました。 

 分散登校については、児童生徒の心身の状況の把握とその対応及び生活や学習の状況を

把握すると共に、学習課題の提示や確認を行うため実施することとし、登校しない場合も、

欠席扱いはしないこととしたものでございます。 

 登校日の設定としては、５月 11 日月曜日からの第１週目は週１回の実施とし、 18 日月

曜日以降は週２回としております。 

 登校日の留意事項としては、教室の人数は 10 人から 15 人程度とし、児童生徒間の距離

を概ね１メートルから２メートル確保し、児童生徒の滞在時間は概ね２時間程度、ただし、

個別の対応がある場合は１時間以内で延長する場合もあるとしております。その他マスク

の着用、検温等の健康観察、校舎の清掃・消毒等の感染防止対策の徹底を図り実施してお

ります。 

 なお、教職員や児童生徒に陽性者が発現し、かつ学校内に当該陽性者に係る濃厚接触者

が存在する場合は、当該校のみを中止とすることとしております。 

 その他、学校５月７日付の通知においては、体育大会・運動会の中止を含めた今後の学

校行事等の取扱い等についても定めており、現在、市のホームぺージに掲載すると共に、

各学校から児童生徒及び保護者に対して、順次お伝えをすることとなっております。 

 次に、分散登校の実施状況ですが、登校日の１回目の実施に当たって、感染不安等から

登校していない児童生徒数の割合は 1.2％、内訳としては小学校が 1.4％、中学校で

0.7％となりました。子どもが集まることでの感染リスクを心配しての欠席者に対しては、

各学校において健康状態の把握、課題の配付・回収を電話連絡、保護者による来校、家庭

訪問等、個々の状況に応じて対応をいたしたところです。 

 次に、この間の各学校における学びの保障に向けた取組についてですが、５月 31 日ま

での臨時休業期間中であっても、新学年の教科書の内容について学習を進めていくことと
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しており、各学校において、教科ごとの指導計画を作成し、そのことに基づいてプリント

教材やオンライン動画のコンテンツ等を提供・提示して、計画的に学習を進めていただい

ております。児童生徒の学習状況については、登校日等を利用して学校で確認をし、学校

再開後には、臨時休校期間中の学習状況やその成果を把握し、可能な限りの補充授業や補

習も実施して、より発展的な学習にも繋げていくこととしております。 

 次に、本市の児童生徒の家庭におけるＩＣＴ環境調査を実施いたしましたので、その結

果についてご報告をさせていただきます。 

 ５月 19 日現在の回答率ですが、98％となっておりまして、小学校では、「インターネ

ットによる学習動画を見る環境がない家庭数」は 15.3％、「ＤＶＤを再生する機器を所

有していない家庭数」が 4.8％、中学校では、「インターネットによる学習動画を見る環

境がない家庭数」として 2.3％、「ＤＶＤを再生する機器を所有していない家庭数」は

0.7％となったところです。 

 今後、既に行っておりますが、この調査結果を基に、コンピュータールームの開放など、

個別にオンライン学習に対する対応をさせていただくことといたしております。 

 最後に、今後の予定についてでありますが、学校再開等の判断時期については、いまだ

大阪府からの正式な通知は来ておりませんが、今週末には示されるものと考えております。

大きな方向性といたしましては、国の緊急事態宣言の解除を受けてのこととはなりますが、

５月 25 日月曜日から６月５日金曜日までは、感染防止対策を徹底した上で、１教室当た

りの児童生徒数の上限を定めながら、通常再開に向けて、段階的に教育活動を開始するこ

ととし、特に、進路指導や配慮が必要な最終学年、小学校の第６学年や中学校の第３学年

の児童生徒については、優先的に学習活動を開始していくものと考えております。夏季休

業期間の短縮を含め、学校再開後の具体的な取組もいまだ確定していないものもございま

すけれども、一つ一つ調整していきたいと考えておりますので、ご報告申し上げます。 

 

【中山教育長】 今、指導課長の報告がありましたが、最初、教育長の専決処分をさせて

いただいた部分につきましては、通知が来てすぐ次の日からということもありまして、そ

れで専決させていただいた状況です。 

 それから、学習状況についても、今説明があったとおりですけれども、各学校それぞれ

に工夫を凝らしておりまして、教育委員会もホームページで状況をその都度更新している

んですけれども、学校もホームページ等々にそれぞれの学校が取り組んでいることをきち

んと掲載していただくように指導助言し、ホームページはしっかり更新していただけるよ

うになりました。 

 また、オンラインの動画コンテンツ等も提示しておられる学校も出てきております。教

育委員会としてはこういうものを使えるよという提示もさせていただいていますが、各学

校それぞれの特性を出していただいて、子どもに合う形の課題提示をしていただいており

ます。 

 今の報告につきまして、何か質疑等ありましたらお願いします。 

 

【水野委員】 大学で今、ネット配信に四苦八苦しています。毎日新聞の報道だと、大学

の教員にアンケートをとったら、負担が５倍という話が出ていて、もちろん学習保障はと
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ても大事なんですけど、動画をアップしたり、分散登校を行ったり、予定外のことで、先

生方が勤務超過になっていて、働き方改革もそうなんですけど、結局、先生方が疲弊して

みたいなことになると本末転倒ですので、ここのところの着地点というか、落としどころ

は非常に実は重要だと思います。やはり長期化すると思うので、計画的にやっていく必要

があると思いますので、その辺りをぜひご検討いただきたいということです。 

 一方では、特に中学校３年生の学力保障は非常に重要なので、一方的な動画配信では文

字に見えてこないとか、耳からの情報だけなので、なかなか難しいというところはありま

すので、私ももし何かできることがあればと思いますが、方策を研究いただければと思い

ます。 

  

【中山教育長】 仁科課長、何かありましたら。 

 

【仁科指導課長】 授業動画の作成は 15 分のものを作るのにも４時間、５時間かかると

いうことで、その負担については我々も承知をいたしております。今の家庭学習支援とい

たしましては、教科書とその補助教材としてのプリントということで、当然このプリント

を作るにも相当な労力が要るわけなんですけれども、まずはそのことをメインとして、

我々としては提示をしているところです。 

 オンライン動画等については、既に文部科学省であったり、各都道府県の先進事例の授

業動画等を紹介させていただいて、保護者の方々に選択として使っていただくという形を

とっておりますが、各学校の先生方には、それよりも子どもたちに何らかのメッセージと

してしっかり届けていただくということを、今、我々としてはお願いをしているところで

ございます。 

 今後の履修も含めてなんですけれども、教職員の負担はもちろん、児童生徒の負担、そ

ういったことの軽減も図りながら、また児童生徒の登校再開後の心のケアも含めて、我々

としては取り組んでいかなければいけないと考えているところでございます。 

 

【中山教育長】 よろしいでしょうか。また、本当に日々刻々と変わる状況の中で、学校

教育部が先頭に立って対応してくれているんですが、今後は給食の問題であったり、いろ

んなところで課題がまだまだ出てきますので、随時報告させていただきたいと思います。

また、ご示唆、ご意見を頂けたらと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 最後に、議案第 23 号について審議を行いますが、冒頭にお諮りしましたとおり、非公

開で行います。議事の都合により暫時休憩に入らせていただきます。傍聴の皆様はご退場

いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

（傍聴者退場） 

 

（以下、非公開審議） 

 


