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吉川市教委告示第７号 

令和２年第８回吉川市教育委員会会議を次のとおり招集する。 

令和２年８月４日 

                  吉川市教育委員会教育長  戸張利恵    

 

日 時  令和２年８月７日（金）午後３時から 

場 所  吉川市役所２０２会議室 

 

付議案件 

 

１ 令和３年度使用中学校教科用図書の採択について 

２ その他 

 ① 令和２年度第１回吉川市教育総合会議開催について 

   ８月２８日（金）午後３時３０分～ おあしす 

 ② 次回（令和２年 第９回）教育委員会会議開催について 

※ ８月２８日（金）午後１時３０分～ おあしす 

 ③ 令和２年度 7月・９月補正予算について 
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開会の日時 令和２年８月７日 午後３時００分 

閉会の日時 令和２年８月７日 午後４時００分 

会議開催の場所 吉川市役所２０２会議室 

教育長 戸張 利恵  

教育長職務代理者 中島 新太郎 

会議に出席した委員の氏名 

席順 １ 戸張 利恵 

２ 中島 新太郎 

３ 小林 照男 

４ 鈴木 真理 

５ 荒井 一美 

    

    

会議に欠席した委員の氏名 

     

 

説明のため会議に出席した者の職・氏名 

教育部長          中村 詠子 

副部長兼学校教育課長    馬場 重弘 

教育総務課長        石田 和親 

生涯学習課長        岩上 勉 

 

会議に出席した事務局職員 

書記長（教育部長）     中村 詠子 

書記（教育総務課 管理担当副主幹） 安室 晴紀 

傍聴人  １人 
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令和２年第７回吉川市教育委員会会議 議事日程 

日 程 議案等番号 内        容 提出者 

  
 

開会の宣告 教育長 

日程第１ 第２８号議案 令和３年度使用中学校教科用図書の採択について 〃 

日程第２  その他 〃 

日程第３  閉会の宣告 〃 
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会議の要点記録 

◎開会の宣告（午後３時００分） 

○戸張教育長 ただいまから令和２年第８回吉川市教育委員会会議を開催いたします。 

 

◎日程第１、「令和３年度使用中学校教科用図書の採択について」 

○戸張教育長 （議題の宣告及び報告を求める発言） 

○中村教育部長 第２８号議案「令和３年度使用 中学校教科用図書の採択について」 

ご説明いたします。先の７月２７日（月）に令和２年度第２回第２５採択地区教科用図書

採択協議会が開催され、別添資料のように、中学校教科用図書が、採択協議会によって選

定されました。『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』第１３条第４項に

「採択地区が２以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択地区内の市町村

の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校

において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会を設けなければなら

ない。」同第５項に「前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択

地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければ

ならない。」と規定されております。 

そこで、吉川市においても、第２５採択地区教科用図書採択協議会における協議の結果に

基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないという、先の規定どおり、

吉川市教育委員会において、第２５採択地区教科用図書採択協議会で選定された中学校の

教科用図書を採択するため、この案を提出するものでございます。以上、ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

○戸張教育長 先の７月２７日（月）に令和２年度第２回第２５採択地区教科用図書採択

協議会が開催され、別添資料に示しましたような中学校教科用図書が、採択協議会によっ

て選定されました。資料の確認をお願いします。 

『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』第１３条第４項・第５項の規定

を申し上げます。４項「採択地区が２以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当

該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村

立の小学校及び中学校及び中学校において使用する教科用図書の採択について協議を行う

ための協議会次項及び第十七条において採択地区協議会という。を設けなければならない。  

５項「前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会に

おける協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。」と

いう規定です。吉川市においても、第２５採択地区教科用図書採択協議会における協議の
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結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないという、先の規定

どおり、吉川市教育委員会において、第２５採択地区教科用図書採択協議会で選定された

中学校の教科用図書を採択するということで、よろしいでしょうか。 

発言がありませんので、異議なしと認め、第２５採択地区教科用図書採択協議会で選定さ

れた中学校の教科用図書を採択します。 

したがって、第２８号議案は、原案のとおり可決されました。 

日程第２、「その他」を議題といたします。事務局から報告等お願いします。 

○中村教育部長 次回の教育委員会につきましてご報告いたします。令和２年８月２８日

に予定しておりますが、実は当日、新型コロナウイルス対策についてさまざまな対応を取

ってきた事について市長より教育委員の皆さんと意見交換がしたいと申し出がございまし

た。当日、総合教育会議を開催したいと思います。当初より早い時間になりますが、午後

１時３０分からおあしすミーティングルーム４にて教育委員会を開催し、その後同じミー

ティングルーム４にて午後３時３０分より総合教育会議を開催いたします。時間、場所が

変わっております。ご協力お願いいたします。前回ご報告いたしました１０月開催予定の

「今後のＩＣＴ教育について」の会議につきましても予定通りに開催いたします。よろし

くお願いいたします。 

 令和２年度補正予算につきまして担当よりご報告いたします。 

〇石田教育総務課長 教育総務課よりご説明いたします。７月補正予算書をご覧下さい。

１ページ目 1表、教育に関する歳入歳出の表をご覧ください。歳入につきましては補正額

の歳入合計額をご覧ください。総額３億７９３２万２千円でございます。歳出につきまし

ては合計欄で４億４４万５千円です。差額につきましては一般財源が投入されております。

主なものですが、国庫補助金、補正額３億５４３５万１千円でございます。詳しくは後ほ

ど説明いたしますが新型コロナウイルス対策に関係する補助金、交付金となります。申し

訳ございませんが、参考資料をご覧ください。 

２ページ目、この資料は大別いしまして事業を１番から降りまして補正予算の事業を参

考にしたものでございます。教育費につきましては、番号で２３番からとなっております。

教育総務課におきましては２６～２９に所管しております。２６番の事業でございますが、

学校管理運営事業（小学校）こちらにつきましては消毒液等感染症対策に係る経費となり

ます。２７番につきましては教育振興事業（小学校）でございます。こちらにつきまして

は児童１人１台のタブレット端末の整備、モバイルルーター、カメラ・マイクの購入とな

ります。２８番、管理運営事業（中学校）でございますが、こちらは小学校と同じでござ

います。２９番、教育振興事業（中学校）でございます。こちらにつきましても小学校と
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同じでございます。 

引き続き詳細についてでございます。議案書をご覧ください。９ページ１０ページをご

覧ください。歳入の国庫支出金こちらの総務費、国庫補助金、説明欄に新型コロナウイル

ス感染症対策地方創生臨時交付金ということになっております。新型コロナウイルス対策

に関する交付金につきましては総務費にて一括して歳入しております。３億８９５１万１

千円の内、総務課では８６３３万７千円でございます。中学校費の部分につきまして４０

８０万１千円です。総額で１億２７１３万８千円タブレット端末整備費として充てられて

いる状況です。総額で市に入っている金額は３億８９５１万１千円でございます。 

 続きまして教育費、国庫補助金でございます。小学校費補助金でございます。説明欄に

ございます、公立学校情報機器整備費補助金でございます。国のＧＩＧＡスクール構想に

伴う端末機器購入に充てるものでございます。補助対象額は地方財政分で 1/3でございま

したが、2/3の部分をＧＩＧＡスクール構想の補助対象分という事で 1億３７８６万円を

歳入しております。学校保健特別対策補助金につきましては、感染症対策等で使用するも

のです。今後の学びの保証に対応するため、大型提示装置などを購入するため充てるもの

としまして１３００万円でございます。中学校費につきましても同様でございますが、タ

ブレット端末の購入で６５３４万円歳入し、感染症対策として７００万円となっておりま

す。 

 引き続き充てられている事業について説明いたします。ページ１３、１４でございます。

１３ページ教育費、小学校費、学校管理費でございます。説明欄、学校管理費運営事業で

ございます。需用費につきましては、学校において日常的における消毒液やごみ袋など感

染症対策における消耗品的なものでございます。備品購入費につきましては、管理用備品

は学校別に非接触型の体温計等の購入でございます。教材費につきましては、ワイヤレス

アンプなどの購入などでございます。教育振興費でございます。教育振興事業（小学校）

でございます。役務費、通信運搬費はこの後タブレット端末の通信費でございます。備品

購入費、ＩＣＴ教育機器購入費となっております。タブレット端末の購入、台数は４３８

５台でございます。約２億２０００万円でございます。モバイルルーター４５２台、カメ

ラ・マイク８セット。総額２億２３８７万９千円を計上しております。中学校費の学校管

理費でございますが、説明欄は小学校費と同じでございます。教育振興費の教育振興事業、

中学校費も内容は同様となりまして、備品購入費、ＩＣＴ教育機器購入費ですが、タブレ

ット端末の購入、台数は２０７３台でございます。モバイルルーター、カメラ・マイク４

セッで総額１億５９８万２千円でございます。只今、入札等の準備をしております。教育

総務課は以上です。 
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〇馬場副部長兼学校教育課長 学校教育課分の説明をさせていただきます。主に歳出につ

いて説明させていただきます。議案書１２ページです。教育指導推進事業についてですが、

報酬、期末手当、旅費になります。教育指導推進事業の中で報酬の対象となってくる方は

学校に配置されている事務支援員、スクールサポートスタッフの報酬になります。学校の

規模により２時間、３時間、４時間と事務的な作業を手伝っていただく事務支援員、スク

ールサポートスタッフを配置していましたが、国、県より予算がおりましてそれに伴い４

時間までに拡大できることとなり、報酬、期末手当、旅費を計上しております。教育内容

充実事業につきましても人件費となります。土曜日授業が年間９回、夏休み授業が１０回。

その部分について新たに、特別教育支援員及び教育支援員などに報酬が必要なため、報酬、

期末手当、旅費となります。 

１４ページご覧ください。一般事務報酬がほかよりも高くなっておりますが、コロナウ

イルス対応で各学校に学習支援員を配置できるようになりました。1校につき２名の配置

です。２４名の学習支援員の報酬を計上しております。今、２４名の配置を進めておりま

す。８月１７日の新学期より勤務できるように準備を進めております。学校保健事業の需

用費、消耗品費につきましてはアルコール、マスクの購入となっております。委託料のバ

ス運営業務委託料についてですが、旭小、三輪野江小の遠距離から通学する児童を、新型

コロナウイルスによって短くなった夏休み期間、登校する日数が増えた後半８日間ですが、

登下校にバスを出す費用となります。旭小、三輪野江小ともに乗車する児童は決定してお

り、１７日からの運航はできる状況にあります。学校教育課は以上です。 

○中村教育部長 本来は教育委員会に図ってから議案を上げるべきではございますが、臨

時議会という事で期間も短いという事でした。おかげさまで、全員賛成という事で議会に

て予算が成立しております。以上でございます。 

○戸張教育長 （質疑及び意見を許可する発言） 

○中島教育長職務代理者 参考資料の２ページですが、１人１台タブレット端末ですが、

全児童生徒対象と、家庭に通信環境が整っていない全員に配布と、目途として導入時期は

いつになるのか。 

〇石田教育総務課長 １日でも早くと準備を進めているところではありますが、全国的ニ

ーズが高く目途としましては年度末としておりますが、一度に全ての学校に入れることが

できませんので、早いところにつきましては年末に入れられればと思っております。また、

状況が変わりましたらご報告させて頂きます。 

○中島教育長職務代理者 できるだけ早くお願いいたします。もう一点ですが、遠隔学習

用配信機器こちらですが、今後オンライン授業を行っていくと思いますが、学校の先生方
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がオンライン授業できるのか。例えば、どの授業もオンライン授業できるのか。それとも

各学校で得意な先生がオンライン授業を行うのか。どのように考えているのか。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 オンライン授業については可能な限り全ての先生方ができ

るようにしたいと思います。そのために業者よりパソコン機器を借りてオンラインにて会

議等を行って参りました。教頭会や予算に関するヒヤリングなども人を集めることなくオ

ンラインでやった経緯があります。オンラインで何かやることについての抵抗感はかなり

無くなってきていると思います。ただ、全ての授業をオンラインでいいのかというとそう

ではなく、そうではないとも思っています。休業にて学校を止めることになってもいいよ

うに、６月より臨時休業対策会議を開きましてその中に５つの部会があり、ＩＣＴの部会

があります。ＩＣＴの部会のなかでどのような事ができるのか情報教育推進委員の皆さん

で方策を考える経緯があります。機器がそろい各家庭の通信状況によってもできることと

できないことがございますが、方向性についてはさまざまな手法を取り入れていきたいと

思います。 

○中島教育長職務代理者 先生方により力量があると思いますが、できる先生もいると思

いますし、なかなかスムーズにできない先生もいると思います。休業も起こりうることで

すから、是非、全ての先生がオンライン授業できると。今すぐとはいわないが、全ての先

生がオンライン授業できるという形で研修をしていただきたい。 

〇小林委員 意見ですが、私もＩＣＴ化を進めてまいりましたが、課題になったことがあ

りますのでいくつかお話しします。４月にタブレット機器を３００台準備しました。そこ

で課題になったのが、タブレット機器は中国生産されており納品が大幅に変わってしまっ

たことが 1つ目。３００台が１度に納品されるわけでなく準備ができたものから納品され

ました。もう一つは、今回の予算にも配慮が必要かと思いますが、キッティング作業に時

間がかかると。これは想定を超える時間がかかりました。３月下旬から４月に納品された

のでどうにか間に合ったと思い４月から使えると思いましたが、３００台を使える状態に

するのにかなり時間がかかりました。今回６０００台を超える台数を購入するということ

なので。現場で先生方がキッティング作業できればすぐに使えますが、現場でキッティン

グ作業することはできないと。ネットワークにつなぐ作業やアプリのダウンロード作業、

ＩＤやパスワードの設定など想定以上に時間がかかります。結局一度現場に配布しました

がもう一度改修することになり、担当者がキッティング作業し、もう一度配布することに

なりました。３つ目の課題ですが、中島委員の意見に近いですが、リモートで何かを始め

たときに、プレゼンテーションの方法について今までは目の前に児童生徒いる前提で授業

をしていましたが、教室で目の前にいる授業は慣れていますが、遠隔授業ではそのまま同
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じように授業をしたのではよいとういう錯覚、思い込み。それを配信すればいいという思

い込みしてしまう。遠隔授業ではプレゼンテーションの仕方が違う。演劇を見ているのと

映画を見ているのとの違い。映画やＴＶ番組は編集をかなりしている。複数台のカメラで

撮影し、目線が変えたり他カメラの映像にしたりと計算しつくされている。演劇の場合は

目線が一定で同じ。仕組みが全く違うという事が課題として出てきました。プレゼンテー

ションの方法などは学問化されていますので学んでいると思いますが、リモートでやるプ

レゼンテーションについては学問化されていなかった。ノウハウが全くない状態で始める

ことになったといことが課題です。大手企業や大学で学問化使用するする動きがあります

が、教室の黒板を映して送っても遠隔教育が成立するということでなく、まだまだ落とし

穴があり研究が必要だということが課題です。 

 普段使っている教室を撮影するのではなく、空いている教室のスタジオ化。照明、音声

など外の音声もシャットダウンしスタジオ化し、ある程度慣れている先生により専門的に

やるような。オンラインだから生放送と思われがちですが、生でやる必要はなく編集して

授業に合わせて発信すると。オンラインで会議をするので授業も生と思われますが４５分

の授業を作れば使いまわしができる。生徒は見逃しても好きな時間、わからない部分も繰

り返し見ることができる。一度作れば来年、再来年と教育内容が変わらなければ使える。

スタジオ化や編集の人間、先生という演者、役者みたいなことができるよう先生がいると

クオリティーが高いものとなります。クオリティーが高いものは結果飽きない。色々な動

画配信を見ていると思いますが３分で飽きてきます。大人でも３分は長い。ＣＭでも長く

感じることはあると思います。演出しつくしたものでも長く感じます。４５分、１０分で

も子供たちは飽きてしまいます。ウェブを介したプレゼンテーション能力を研究し活用す

る配慮が必要と思います。キッティング作業、スタジオ化の予算も考えていただき、プレ

ゼンテーションの研修を受けた方が対応すると効果があるのかなという意見です。 

○中島教育長職務代理者 小林委員より課題が出されたと思いますが、今、学校の中でオ

ンライン機器のなど、どのような研修を進めているのか。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 学校の中での研修については機器がまだ無いため進めてい

ません。会議という形でお互いに意見交換などできる場を体験しているところです。土曜

授業も行いますので、夏休みについては職員の休暇の確保もできない状況なので一切研修

も入れておりません。今後の計画の中では進めて参りますが、現時点ではこれからとなり

ます。 

○中島教育長職務代理者 専門家、専門業者方から実際に授業の進め方みたいなものを自

分達で学んでいく、そこからだと思います。先生方も忙しいので時間も無いと思いますが、
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機器が来る前に自分たちで専門家の来ていただき研修会をしてもいいのではないかと思い

ます。 

〇馬場副部長兼学校教育課長 専門家を呼ぶということは既に１学期中から行っておりま

す。吉川中学校ではＩＣＴ支援員という形で専門家により研修をしております。ＩＣＴ支

援員については、授業を作るという面では専門家は教員ですので、全てを賄える訳ではあ

りませんが、ノウハウを身に着けるとうい部分ではＩＣＴ支援員は効果を発揮してくれる

と思いますし、既に吉川中学校の先生方は感じていると思います。 

〇鈴木委員 昨年度やっていた総合教育会議でのＩＣＴで来ていたＮＴＴコミュニケーシ

ョンズの方々が説明していたプログラムは使えるのですか。違うものなのですか。 

〇石田教育総務課 基本方針は国のＧＩＧＡスクール構想に沿っていますが、台数につい

ては１人１台ではありませんでした。基本的な組み立て方はあの時の吉川市の方針の基礎

になっております。 

〇鈴木委員 その時は確か１人１台までにはなっていなかったと。それがＧＩＧＡスクー

ル構想で１人１台になり吉川市もなったと。 

〇石田教育総務課 基本的なプログラムソフトなどについては既に吉川中学校に導入して

おりまして、現在８小学校のパソコン教室の機器を入れ替えておりまして、パソコンの中

にソフトが入っているのではなく、クラウドの中に整えていく形になりそのときに計画し

たものを進めている状況です。９月には整っている状況ですので１０月の総合教育会議に

は吉川中学校、美南小学校の活用状況を視察後に総合教育会議を開催する準備を進めてい

ます。基本線については変わらず組み立ている状況です。 

 次に小林委員からの課題ですが、キッキングについては確かに懸念される問題でありま

す。予算にはキッキングの作業費を入れたものを計上しております。６００台もの台数を

使える状態にするまでには３か月は必要と言われています。これから交渉して１日でも早

く使えるよう努力して参ります。校内ＬＡＮ整備も行いますので、ＬＡＮとの設定や検証

もあります。ＬＡＮ整備と端末の購入を一気に行いますので両方を整わせるのが課題です。 

 

◎閉会の宣告（午後３時５５分） 

 

○戸張教育長 以上で本日の議事日程は、すべて終了しました。これで、令和２年第８回

吉川市教育委員会会議を閉会といたします。閉会にあたりまして、中島教育長職務代理者

よりごあいさつをお願いします。 

○中島教育長職務代理者 皆さん大変お疲れ様でした。梅雨明けと同時に暑い日が続きま
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すが、私もこの暑さで参っていますが、東京の小学校では７人熱中症で倒れたと。非常に

厳しい夏になっているようです。更にコロナが益々拡大している状況で、色々問題が出て

きている状況で、タブレットが１人１台入ると色々な課題が出てきている。色々な問題を

１つ１つ難しい状況ではありますが、対応していただけるとありがたいです。 

 １つコロナの事で気になったことが、岩手県で感染者がいませんでしたが、先日出まし

た。その時に感染した男性の会社に誹謗中傷の電話やメールが相当きたと。今後、吉川で

も感染した児童生徒が完治し登校した時に同じような問題が起こらないか心配しています。

教育委員会も先生方もアンテナを高くしてそういう問題をキャッチして素早く対応してい

ただければありがたいです。是非よろしくお願いいたします。 
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付議された議案等の処理結果 

 
令和２年第８回吉川市教育委員会会議 

議案等番号 件     名 議決結果 

第２８号議案 令和３年度使用中学校教科用図書の採択について 可 決 

 


