
令和２年 第５回真室川町教育委員会 会議録 

 

 令和２年８月２５日（火）午前９時３０分より、真室川町中央公民館研修室２にお

いて令和２年第５回真室川町教育委員会を開催した。 

 

1. 出席委員    教育長     門脇  昭 

          委 員     遠田 且子 

          委 員     山田 敏一 

          委 員     鮭延 三枝子 

          委 員     中塚 聖子 

 

2. 事務局出席者   教育課長    髙橋 雅之 

          指導主幹    浅沼 幸治 

          学校教育係 

          課長補佐    山田 千穂 

          生涯学習係 

          課長補佐    須田 英樹 

          子育て支援係 

          課長補佐    栗田  猛 

 

3. 会議案件 

  日程第１   前回会議録の承認について 

  日程第２   教育長事務報告について 

  日程第３   報告 

  日程第４   議案第３８号 

令和２年度(令和元年度事業分)真室川町教育委員会事務・事業点検

評価の報告について 

  日程第５   議案第３９号 

         物品購入契約締結に係る議決の申出について 

  日程第６   議案第４０号 

         物品購入契約締結に係る議決の申出について 

  日程第７   議案第４１号 

         令和２年度教育予算補正案の原案について 

 日程第８   その他 

  日程第９   閉会 

 



4. 会議の経過 

教育長    委員の定数を満たしておりますので、ただいまから令和 2年第 5回真

室川町教育委員会を開催いたします。本日の案件は、日程第 1から日程

第 9までとなっております。よろしくお願いします。はじめに、日程第 1

「前回会議録の承認について」となります。事前に資料は配布されてい

るかと思いますが、ご承認いただけますでしょうか。 

一同     はい。 

教育課長   事務局からになりますが、議事録の 8ページ、発言者名が抜けており

ました。教育長と教育課長となります。訂正いたします。 

教育長    他にはございませんか。 

一同     ありません。 

教育長    ありがとうございます。それでは、続いて日程第 2「教育長事務報告に

ついて」事務局よりお願いいたします。 

山田補佐   （学校教育係の事務報告及び予定を一括で説明） 

栗田補佐   （子育て支援係の事務報告及び予定を一括で説明） 

須田補佐   （生涯学習係の事務報告及び予定を一括で説明） 

教育長    一括して説明がありましたが、みなさんから質問等ございましたら、

お願いいたします。 

鮭延委員   子育て支援係の 9月 5日の保育の質の向上のための研修会ですが、ど

こからか講師の先生を招いて研修を行うのですか。 

栗田補佐   昨年に引き続き、山形大学学術研究院教授、地域教育文化学部で児童

教育コースの指導もされております野口徹先生をお招きして、保育の関

わり方等をご指導いただく予定です。 

教育長    公営塾の夏休み開放、街中図書館構想の状況や様子を教えてください。 

須田補佐   8月 14日、15日が 6～7名程度、日曜、月曜の利用が尐なかったよう

に思います。2階のスペースは、町の青尐年育成推進委員のみなさんにア

イディアをいただいて本を並べる等改修をしており、今月の町広報紙で

もお知らせしました。Wi-Fiが完備されているという事もあり、大学生が

パソコンを持ち込んで作業をするという場面も見られました。規模は小

さいですが、学習する姿勢は町民のみなさんに知っていただけたと思い

ます。 

教育長    ありがとうございました。塾だけの利用ではもったいないという事で、

生涯学習係に一工夫をしてもらいました。夏休み自体が短く利用者数も

多くは見込めませんでしたが、本町に学びの空間というものが尐なかっ

たので、大きな前進になったのではないかと思います。一方、塾に常駐

者がいないため、常時開放が難しいという大きな課題がありますので、

前向きに検討していきたいと思います。 

山田委員   夏休み期間の公営塾の開放時間を教えてください。 



須田補佐   午前 9時から午後 4時まででした。 

教育長    ありがとうございました。方向性のある取り組みであったと思います。

他に、ご意見等ございますか。なければ、続いて日程第 3に移りたいと

思います。事務局から報告をお願いします。 

教育課長   （8月町議会臨時会、クマ目撃対応(宮町地内)について一括で説明） 

浅沼主幹    (学校の始業、学校健診について一括で説明) 

教育長    様々な報告がありましたが、まず 8月の町議会臨時会ですが、新型コ

ロナウイルス対応地方創生臨時交付金の歳入が見込まれ、教育委員会の

事業費としても大きな額となりました。 

教育課長   地方創生臨時交付金は家賃補助や雇用の維持、新しい生活様式などを

含め、新型コロナ対策として、全体で 2億 6千万円ほどになりますが、

そのうちの約１億 7千万円が教育委員会で要望した金額となっています。 

教育長    あくまでも感染症対策です。外出しにくい中で、自宅で充実した過ご

し方をしていただくための図書の充実であったり、トイレの改修につい

ても同様であります。広い意味では避難所施設の改修になりますので、

将来的に考えれば非常に意味のある改修になるのではないかと思います。 

       予算も含めて学校健診のことなどありましたが、なにかご質問はあり

ませんか。 

山田委員   クマ対策という事で、安楽城地区にも多く出没するのですが、被害等

の発生はないのでしょうか。 

教育課長   人的な被害はなく、農作物の被害については、クマというよりイノシ

シが多いと、農林課の報告をお聞きしています。 

教育長    宮町も前回の秋山も小グマの発見という事もあり、親グマも近くにい

るだろうと、懸念されます。 

浅沼主幹   学校と連携して、クマ鈴の携行や注意喚起等は常にさせていただいて

います。 

教育課長   学校では、下校前に先生方が通学路で爆竹を鳴らしたり、一緒に下校

したりの対応をしているところです。 

教育長    報告案件についてはよろしいでしょうか。 

一同     はい。 

教育長    それでは日程第 4を事務局より説明をお願いします。 

山田補佐   （議案第 38号を説明）  

山田委員   外部評価報告書に対して、教育委員や町民から意見があった場合、ど

のようにその意見が反映されますか。 

山田補佐   ご意見につきましては、来年度の事業を計画するにあたり必要な反映

をしてまいります。 

山田委員   わかりました。続けてですが、「家庭におけるいのちの教育」という項

目で、学校での取り組みを家庭に周知できたという部分がありますが、



保護者の方がどれだけわかっているのか疑問を持ちました。また、目標

に対する進捗状況が下がっているところをぜひ、次年度は考えて欲しい

と思います。 

教育長    数値目標については、非常に難しいので説明をお願いします。 

浅沼主幹   1年ごとに数値を把握していきたいと思いますが、学年ごとの実態にも

差があります。また、人数にもばらつきがあるので学校にもお伝えし、

しっかりと育てていきたいと思います。 

教育長    絶対数が小さいため、変動要因が大きい面があります。県レベルや最

上地区全体程度の児童生徒数がないと、客観的な数値といえないのでは

ないか、かなり協議をしましたが、まずは数値化したところでした。今

回、県の数値と比較して、5％下がっているのは、そうした面があります

ので、一喜一憂せずに 5年間の平均が数値を上回るように取り組んでい

きたいと考えております。 

遠田委員   自己評価をして数値を出したと思うのですが、指導の在り方によって

変わってくるのだと思います。12ページの「将来や夢に目標をもってい

る」の解釈にしても、それは職業的なものであるのか、将来の人物像な

のかによっても大きく変わってくると思います。 

教育長    おっしゃる通りだと思います。その時の気持ちやその時の指導によっ

て違う数値が出ると思います。 

遠田委員   そうであればもっと内容や指導を吟味する必要があるかと思います。 

教育長    全国学力学習状況調査の中で、そこまで踏み込めない指導内容であり

ますが、大事にしていきたい部分です。ありがとうございます。 

遠田委員   内部評価、外部評価の中で課題を今年度に反映していきたいと感じま

した。例えば 11ページの「それぞれの課題を共有しながら」とあります

が、これは指導者なのか、生徒なのか、保護者の方なのかです。また、

運動習慣についても家庭と連携して取り組むとあるが、どういうことが

できるのか。保護者も教師も忙しい中で、どんなことが考えられるのか

見えてこないので、大きな課題になっているように思います。 

浅沼主幹   各学校においてアクションプランを作っており、指導者はもちろん子

どもたちにも、どういう力を高めなくてはいけないのか、意識しながら

指導にあたってもらっています。その辺は、保護者にも確認しながら行

っていきたいと改めて感じたところです。 

教育長    よく考えられたアクションプランが各学校での強み・課題にあわせて

作られているように感じます。具体的ですべての学年が共通してやれる

ことが明確に示されるようになってきました。ただ、保護者との共有ま

では到達できていませんので、今後の大きな課題だと考えています。 

中塚委員   いのちの教育に関して、道徳やそのような授業をした時に学年だより

に内容を掲載したり、夏休みも全学年に「差別」に関しての作文を書き、



それに対して保護者は目を通すような課題がありました。そのような取

り組みもあり、今、学習していることを共通理解できているように思い

ます。体力づくりの面になると難しく感じる面はあります。 

浅沼主幹   生活習慣については力を入れていますが、家庭と連携した運動の取り

組みについては今後の課題となっています。 

教育長    他にございませんか。 

山田委員   クラブ練習や保護者練習等の終了時間の面で、まだまだ理解してもら

えない人が多い気がします。指導者への周知、保護者の理解にもっと力

をいれるべきだと思います。 

教育長    部活動のガイドラインがあるといいながら、今のような実態があると

するならば、様々なところで対応する必要があると思います。他にござ

いますか。なければ、ご承認いただけますか。 

一同     はい。 

教育長    ご承認いただきました。次に進ませていただきます。それでは日程第 5、

6を事務局より説明をお願いします。 

教育課長   （議案第 39号、40号を一括して説明） 

教育長    それでは、ご質問等ございましたら、お願いいたします。 

一同     ありません。 

教育長    それでは、議案第 39号について、ご承認いただけますか。 

一同     はい。 

教育長    ご承認いただきました。議案第 40号について、ご承認いただけますか。 

一同     はい。 

教育長    ありがとうございます。ご承認いただきました。それでは日程第 7を

事務局よりお願いします。 

山田補佐   （学校教育係の教育予算補正案を一括で説明） 

栗田補佐   （子育て支援係の教育予算補正案を一括で説明） 

須田補佐   （生涯学習係の教育予算補正案を一括で説明） 

教育長    それでは、ご質問等ございましたら、お願いいたします。なければご

承認いただけますか。 

一同     はい。 

教育長    ご承認いただきました。続いて日程第 8を事務局よりお願いします。 

教育課長   （小中学校の運動会、今後の日程等について説明） 

教育長    ご質問等ございましたら、お願いいたします。 

山田委員   県立高校再編整備計画の地域説明会についてですが、町民の方にはど

のように周知していますか。 

教育課長   県教委主催となりますので、県教委から学校経由で保護者に案内がさ

れています。町からは町広報紙での周知と各方面に声掛けなどはしたい

と考えております。お配りしているチラシのとおり、真室川校生徒に対



する支援も引き続き行ってまいります。 

教育長    他に質問はございませんでしょうか。 

一同     ありません。 

教育長    それでは日程第 9、閉会となります。みなさんありがとうございました。 

教育課長   （次回委員会の日程調整） 

教育長    では、次回は協議会を 9月 23日（水）の午前 9時 30分より公営塾で

お願いいたします。 

一同     ありがとうございました。 

 

 


