
令和元年 第３回真室川町教育委員会 会議録 

 

令和元年５月２１日（火）午前９時より、真室川町中央公民館研修室１において

令和元年第３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    井上 夏来 

          委     員    山田 敏一 

          委     員    鮭延三枝子 

２．事務局出席者  教 育 課 長    髙橋 雅之 

          指 導 主 幹    浅沼 幸治 

学校教育担当 

          課 長 補 佐    山田 千穂 

          生涯学習担当 

          課 長 補 佐    須田 英樹 

          子育て支援担当 

          課 長 補 佐    佐藤 洋子 

  

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９号 

         学校医等の委嘱について 

  日 程 第 ５ 議案第１０号 

         真室川町教育支援委員会委員の委嘱について 

日 程 第 ６ 議案第１１号 

        真室川町特別支援教育推進委員会委員の委嘱について 

  日 程 第 ７ 議案第１２号 

        真室川町学校教育指導委員会委員の委嘱について 

  日 程 第 ８ 議案第１３号 

真室川町学校給食運営委員会委員の委嘱について 

  日 程 第 ９ 議案第１４号 

         真室川町学校給食献立作成委員会委員の委嘱について 

  日程第１０ 議案第１５号 

         真室川町学校保健委員会委員の委嘱について 



  日程第１１ 議案第１６号 

         真室川町外国語教育推進委員会委員の委嘱について 

  日程第１２ 議案第１７号 

         真室川町社会科副読本編集委員会委員の委嘱について 

  日程第１３ 議案第１８号 

         真室川町教職員安全衛生委員会委員の委嘱について 

  日程第１４ 議案第１９号 

         真室川町行事調整委員会委員の委嘱について 

  日程第１５ 議案第２０号 

         真室川町いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

  日程第１６ 議案第２１号 

         真室川町立真室川中学校評議員の委嘱について 

  日程第１７ 協 議 

         （１）研修について 

         （２）その他 

  日程第１８ 閉 会 

   

 

４．会議の経過 
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本日の出席委員は４名です。定足数を満たしておりますので、ただい

まより令和元年第３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１８までとなっております。次第に従いま

して、進めてまいりますので、よろしくお願いします。 

始めに、日程第１｢前回会議録の承認について｣を議題といたします。

事前配布しておりましたが、皆様から何か訂正等ありますでしょうか。 

ありませんか。ご承認いただけますか。 

はい。 

承認いただきました。ありがとうございました。 

続いて、日程第２「教育長事務報告について」、一括して説明いたし

ます。説明後、質問等をお伺いいたします。 

では、事務局からお願いします。 

(学校教育係の事務報告及び予定を一括で説明) 

(子育て支援係の事務報告及び予定を一括で説明) 

(生涯学習係の事務報告及び予定を一括で説明) 

ご質問等ございませんか。 

生涯学習係より説明がありました「スタディツアー」について、町民

の方でも町内にある文化財を実際に見たことがない方も多くおられま
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す。これまで本物を見るという機会はあるようで、なかったことだと思

います。 

また、手仕事祭は昨年度から好評であり、スタディツアーを一緒に実

施することで、両者が盛り上がるのではないかと考えております。 

多くの方に参加いただくよう、区長文書での配布や山形市内の３つの

大学にもご案内いたします。 

また、参加者の方には、公民館で入っている保険に加入いただき、万

が一の際は対応できるようにします。 

何かご質問はございませんか。 

では、よろしいでしょうか。 

はい。 

続きまして、日程第３「報告について」事務局よりお願いします。 

(児童生徒に係る事故について報告) 

その他報告はありますか。 

５月に教育長による学校訪問を行います。教育委員の方には、１０月

に訪問いただく予定としておりますので、ご承知願います。 

今回は、５月２７日及び２８日、６月４日に各小中学校と町立保育所

を訪問します。内容としては、今年度の重点、事務の通覧等を予定して

おります。また、人事評価も導入されておりますので、学校長、教頭及

び所長の面談を実施します。 

ありがとうございます。ただいまの報告について、質問等ございます

か。 

指導主幹より報告ありました熊の出没場所は、具体的にどちらです

か。 

大滝駅前です。 

連休中でしたが、農林課より連絡がありました。教育課から、北部小

学校及び真室川中学校に連絡し、各校より保護者に対し、メールで注意

喚起を行いました。今後、熊の出没が増えると思われます。 

各校へは、熊鈴を配布しております。 

また、今後も熊の出没について、教育課に報告いただき、学区内の小

学校及び真室川中学校にも連絡をし、各校より保護者に連絡します。 

町外での熊の出没について、ニュースでも流れていましたので、油断

せずに対応していきます。 

防災放送での周知はしませんか。 

緊急性がある場合には、防災放送も活用しています。今回の発生につ

いては、防災放送では周知していません。 
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報告については、よろしいですか。 

続いて、重点施策について、各係より報告はありませんか。 

学校教育に関することについて、３つ報告いたします。まず、公営塾

については、現在施設の改修工事を実施しており、工期は６月中となっ

ております。また、学習指導については、現在、業者を公募しておりま

す。ホームページで募集しており、来週締切りとしています。応募状況

を見て、業者を選定いたします。今回は、数学と英語の２教科を実施し

ますが、１教科のみ実施希望する業者も受け付けます。今後、７月には

体験学習を実施し、受講者を募集し、８月から開講する予定で進めてお

ります。 

次に、本物教室について、日程が決定した２件を報告します。１つ目、

６月４日に童歌をテーマとした授業が、真室川中学校１年生を対象に、

及位地区の佐藤寿也さんを講師に招き、実施します。２つ目、６月１０

日に真室川中学校２～３年生を対象に、民謡チャンピオンの佐藤麻衣さ

んを講師に招き、民謡の授業を実施します。７月には、町出身の俳優、

佐藤昇さんの一人芝居による授業を行う予定で調整しております。 

続きまして、おいしいふるさと給食についてですが、第１回目が６月

３日に実施することが決定しています。ハンバーグをメインとした献立

となります。本日、学校給食運営委員会及び献立作成委員会があります

ので、各校へ詳細を周知し、実施内容について検討する予定です。 

保育所の改修工事について、現場説明を実施しております。入札後、

議会の議決をいただき、契約する予定となっております。 

家庭保育支援給付金については、対象となる方より申請を受け付けて

おり、支給に係る準備を進めております。 

本物教室について、モンテディオ山形の市町村応援デーの際に、バス

を手配し、多くの方に参加いただきました。 

 また、１０月１８日には、山形県企業局による山形交響楽団のコンサ

ートが新庄市を会場に開催されますので、本物教室としての実施を検討

しております。 

街中図書館構想について、今年度は１０月～１２月を目途に課内での

ワーキングを起ち上げ、議論の進め方やロードマップを原案としてまと

める予定です。その後、町民の方にも参加いただき、年末から年明にか

けて、検討していきたいと考えております。 

続きまして、スタディツアーについて、第２回は林業をメインテーマ

として秋の収穫祭と日程を合わせ、実施することを予定しております。 

総合型地域スポーツクラブについて、長期間継続できるような形を模
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索し、検討していきたいと考えております。 

また、教育プラットフォームについて、真室川町としては青尐年育成

町民会議を活用し、学校のニーズを受けたうえで、連携しながら進めて

いくことを検討しているところです。 

ありがとうございました。 

おいしいふるさと給食について、第２回目に教育委員の方に試食いた

だくことを考えております。本物教室を兼ねて、マナー指導も事前に実

施し、ナイフとフォークを使用します。一人芝居について、演目を乞食

大名でお願いしたいと考えておりますが、現在調整している段階です。

また、街中図書館構想については、課内で構想を練ったうえで、委員の

方を集めて、意見書を提出する予定です。 

 おいしいふるさと給食について、６月３日に全校が実施するのですか。 

 全校が一斉に実施します。 

 教育プラットフォームについて、昨年の３月頃だと思いますが、神室

尐年自然の家でプラットフォームに関する会議がありました。その内容

について、引継ぎはありましたか。 

 管内で実施している市町村の情報交換は、実施しています。 

 先ほど申し上げました会議の内容も参考になるかと思います。 

 ありがとうございます。 

 プラットフォームは、言葉が先行しており、どのような意義があるの

か、見えにくい点があるというのが現状です。情報収集し、より良い方

法を模索しながら、検討していきます。 

他にございませんか。 

 公営塾について、町内に住所があるが、町外の学校に通学している子

は対象になりますか。 

 本町に在住している方は、通学校に関わらず、対象となります。 

 分かりました。 

 他にございませんか。 

 では、続きましては、日程第４から日程第１６までとなりますが、議

案第９号から第２１号まで委員の委嘱となりますので、一括で事務局よ

り説明いたします。 

 (議案第９号から第２１号まで一括説明) 

いじめ問題対策連絡協議会委員の任期は、今年から２年ですか。 

任期は、昨年から３年間ですが、今年から変更となった委員の方に委

嘱するものです。 

 学校給食献立作成委員会について、「健康は食から」という言葉もあ
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るように、子どもだけの課題に限らず、高齢者の食の課題にも活用でき

ると思うので、保健師や管理栄養士を委員に選定するといいのではない

でしょうか。 

 現在の要領に沿った委員の委嘱となっておりますが、保健師等の選定

については今後の課題としてまいります。 

 真室川小学校の栄養教諭が委員となっておりますので、専門的な面で

は心配ないかと思います。 

それでは、議案第９号から第２１号までご承認いただけますか。 

はい。 

承認いただきましたので、日程第１７「協議」に進みます。 

まず、（１）の研修について事務局よりお願いします。 

(教育委員研修について説明) 

７月に福島県郡山市で開催される東北六県市町村教育委員会連合会

教育委員・教育長研修について、視野を広めるために今年度も参加した

いと考えています。併せて視察・見学などもできればと考えていますの

で、委員のみなさんより研修したい内容がございましたら、ご意見くだ

さい。 

また、７月に教育研究センターで開催される研修については、今回は

県スポーツ保健課長から運動部活動のガイドライン等に係る内容の話

があり、その内容を受けて最上町と真室川町が実態について発表するこ

とになるかと思います。そのため、発表者や内容についての検討が必要

ありますので、６月にお集まりいただくことになるかもしれません。 

郡山市での研修について、ご意見はございませんか。 

研修については、町内の状況しか分からないため、他の自治体の現状

を見せていただくと勉強になると思います。 

郡山市での研修視察は、図書館や博物館等を候補として、事務局で検

討します。 

７月の教育研究センターでの研修については、事務局で資料等を準備

してからご相談させていただきます。 

続いて、自主研修についてご希望の内容はありますか。 

 小学生の外国語活動をどのような内容で行うのかが分からないので、

その点を研修したいです。 

 公営塾の内容や工事後の現場等もご確認いただきたいと考えており

ます。また、山形新聞で実施している新聞の読み方について、教育委員

会事務局を含め、研修したいと思います。 

 第１次町教育振興計画について、教育長が強く望んでいる点があると
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思いますので、お話しいただきたいです。 

 他に、図書の紹介も研修としてよいかと思います。以上の内容で検討

していきたいと思います。 

 議会との懇談会について、７月１６日の開催で日程調整しております

ので、よろしくお願いいたします。 

 昨年度は学力についての内容でしたが、教育課より提案できる内容を

検討します。 

それでは、研修全般について何かご意見等、ございませんか。 

 教育研究センターでの研修ですが、部活動のガイドラインを元に活動

が始まっているので、どのような変化があったのかなど、現状を教えて

いただきたいと思います。 

 実態調査を実施して、課題を把握したいと思います。 

 練習試合での休日・祝日の利用が多いのですが、利用時間が長く、練

習試合の捉え方をどうするかも課題と思われます。 

また、平日の部活動とクラブ活動について、大会前の２週間について、

中学校では３時間を超えて実施してもよいと捉えているようですが、そ

のような規制の方法もあるのかなと思いました。 

 強化練習の際は、どのような時間となっていますか。 

 強化練習については、学校で時間と日数を把握したうえで、平日２時

間というルールは超えてもよいことになっています。 

 山田委員がおっしゃったとおり、実態は課題が多くあります。 

ただし、関係団体が多くあるため、課題を共有しながら、尐しずつ改

善していく必要があるかと思います。 

他にございませんか。 

 それでは、研修が多くありますが、よろしくお願いいたします。 

最後になりますが、次回の教育委員会日程についてお願いします。 

 (教育委員会等の日程予定について説明) 

 それでは、全体を閉じますが、よろしいですか。 

 日程第１８閉会となります。 

 大変ありがとうございました。 

 ありがとうございました。 

 


