
令和３年 第４回真室川町教育委員会 会議録 

 

 令和３年７月１９日（月）午後１時３０分より、真室川町役場３０１会議室にお

いて、令和３年第４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 

 

2. 事務局出席者   教育課長    髙橋 雅之 

          指導主幹    早坂 真紀 

          学校教育係 

          課長補佐    山田 千穂 

          生涯学習係 

          課長補佐    佐藤 正美 

          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２５号 

真室川町文化行事企画委員会委員の委嘱について 

  日程第５   議案第２６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６   議案第２７号 

         真室川町学校保健委員会委員の委嘱について 

  日程第７   議案第２８号 

         真室川町教育委員会外部評価委員の委嘱について 

 日程第８   議案第２９号 

        令和４年度使用真室川町立小・中学校用教科用図書の採択につい 

        て 

  日程第９   その他 

  日程第 10   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、只今から令和 3年第 4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 10

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」です。事前に資料

は配布されているかと思いますが、訂正等ありましたらお願いいたしま

す。 

教育課長   8ページの 1か所、誤記をご指摘いただいております。別紙のとおり

訂正をお願いいたします。 

教育長    よろしいですか。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」を事務局から報告してください。 

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） 

佐藤補佐   （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。 

遠田委員   成人式は、2年度分をまとめて、合同で行うのですか。 

佐藤補佐   令和 2年度分を午前に、令和 3年度分を午後に行います。来賓も限ら

れた方のみの出席とし、式典のみの簡略化した式を予定しています。 

教育課長   緊急事態宣言下の都道府県もある中ですので、感染対策を講じ、来賓

も限定させていただき、規模も縮小しながら開催いたします。できるだ

け感染しないようにということを第一に考えているところです。 

教育長    県外の方も来ますので、PCR検査の補助のことも通知しておりますし、

自宅での 2週間の健康観察期間を設けてもらうなど、できる限りの対策

をした上での短時間での開催ということで進めています。他の市町村で

も延期等さまざまな動きが出てきているようですが、まずは開催の方向

で準備しております。 

鮭延委員   公営塾の人数は、今どれくらいでしょうか。 

山田補佐   少しずつ増えて、現在 74人です。6月末時点では 71人でしたので、

その後 3人増えています。 

遠田委員   中学生の方が多いですか。 

山田補佐   ちょうど半々くらいで、35～36人ずつです。 

教育長    この 3年間で一番多くなっております。ちなみに、中 3の数学の夏の

講座は何名ですか。 

山田補佐   現時点で 15名の申し込みがあります。中学校 3年生全体の人数が 60

名ですので、4分の 1の申し込みとなっています。昨年度も同程度の人



数でした。 

教育長    他にございますか。では、山田補佐から真室川校魅力化地域連携協議

会の運営状況を簡潔にお願いします。また、学校保健委員会について、

以前は各校で行っていたものを、学校医の働き方改革の意図もあり昨年

度から町全体で一本化して行っております。この 2点について、説明し

てください。 

山田補佐   まず、学校保健委員会からご説明しますが、一昨年まで学校ごとに学

校保健委員会を開催し、ＰＴＡの方や学校医、学校歯科医等の先生方か

らご出席いただいておりました。夜に開催していた学校が多く、各校に

学校医等の先生が何度も足を運ぶ必要がありました。昨年度からは、教

育委員会が主催する形で、全体の学校保健委員会を開催し、町全体の方

針を確認し、各校では機動的、効率的に学校保健活動が取り組めるよう

見直しを行っております。効率的に会議が開催できること、町全体で課

題を共有することをねらいにしています。テーマとしては、今年度もメ

ディアコントロールが中心となっています。 

       真室川校魅力化地域連携協議会については、主に今年度の取り組みに

ついて委員の方と協議したところです。また、昨年度は町と真校が中心

となって動いていましたが、今年度からは協議会に元町職員の庄司利彦

氏が魅力化コーディネーターとして配置されています。庄司さんには町

広報紙での情報発信や、町と真校との橋渡し役などを行っていただいて

おりますので、そういった活動の紹介もしたところです。また、小中学

校の児童生徒と高校生の活動の連携ができないか、真室川あさひ小学校

の伝承野菜をテーマにした学習活動とコラボレーションできないか、と

いったことを検討しています。 

教育長    付け加えますと、魅力化地域連携協議会での今年度の新しい取り組み

として、資格取得の支援を進めています。生徒のキャリアアップの支援

で、予算化していますので、このあたりもＰＲしていきたいと思ってい

ます。 

山田委員   とてもいい取り組みだと思います。それを子どもたちが認識するよう

取り組んだら、もっと目を向けてもらえると思います。あわせて、通学

手段の確保・整備なども検討してほしいです。 

鮭延委員   小国町では県外留学といった取り組みもしていたと思います。 

教育長    準備期間が実質あと 1年半程度しかない中ですので、厳しい選択を迫

られることもあると思いますが、やれることはやっていきたいと思いま

す。他にございますか。 

山田委員   最近、モンテディオ山形の勝ちが続いていますが、8月 22日の応援デ

ーはどういった内容を予定していますか。 

佐藤補佐   新型コロナウイルス感染症拡大の状況もありますので、今回の応援デ



ーでは、入場料の割引案内だけを行う予定です。 

教育長    他にご質問はございますか。 

一同     ありません。 

教育長    それでは日程第 3「報告」に進みます。事務局より説明をお願いしま

す。 

教育課長   （中体連陸上、真中吹奏楽部全日本吹奏楽コンクール最北地区予選、小

中学生のワクチン接種について説明） 

教育長    特に 12歳以上の予防接種については、あくまでも任意であるという

ことを踏まえ、集団接種は推奨しないという通知が出ておりますので、

この点を踏まえて、各学校に周知しています。また、中体連や修学旅行

等、学校行事に被らないように日程調整を進めております。 

教育課長   今週中には、児童・保護者あてにワクチン接種の意向調査が発送され

る予定となっております。 

教育長    他にご質問等ございますか。それでは、日程第 4、議案第 25号「真室

川町文化行事企画委員会委員の委嘱について」から日程第 7、議案第 28

号「真室川町教育委員会外部評価委員の委嘱について」を一括して、事

務局より説明をお願いします。 

山田補佐   （議案第 25号から第 28号までを説明) 

教育長    では、ひとつずつ確認させていただきたいと思います。 

まず、日程第 4、議案第 25号「真室川町文化行事企画委員会委員の委

嘱について」、何かご意見等ございますか。芸術鑑賞はいつですか。 

山田補佐   10月 26日、火曜日の予定です。 

教育長    主な活動はその辺りからになりますね。他にご質問はございますか。 

       では、議案第 25号を議決することにご異議ありませんか。 

一同     はい。 

教育長    次に、日程第 5、議案第 26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」について、ご質問等お願いします。なければ、議案第

26号を議決することにご異議ありませんか。 

一同     はい。 

教育長    ありがとうございます。次に、日程第 6、議案第 27号「真室川町 学

校保健委員会委員の委嘱について」、ご意見はございませんか。なけれ

ば、議案第 27号を議決することにご異議ありませんか。 

一同     はい。 

教育長    ありがとうございます。続きまして、日程第 7、議案第 28号「真室川

町教育委員会外部評価委員の委嘱について」にご質問はございますか。

なければ、議案第 28号を議決することにご異議ありませんか。 

一同     はい。 

教育長    ありがとうございます。次に、日程第 8、議案第 29号「令和 4年度使



用真室川町立小・中学校用教科用図書の採択について」を議題といたし

ます。こちらは教科用図書採択の議案となりますので、非公開の秘密会

としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

一同     ありません。 

教育長    異議なしと認め、これより秘密会といたします。 

       （以下、秘密会） 

教育長    それでは秘密会を解きます。日程第 8、議案第 29号「令和 4年度使用

真室川町立小・中学校用教科用図書の採択について」は可決されまし

た。次に、日程第 9「その他」について、事務局より説明をお願いしま

す。 

栗田補佐   （保育施設でのおいしいふるさと給食について説明） 

教育課長   （真室川町教育関連の山形新聞掲載記事について説明） 

早坂主幹   （緒方湊さんの書籍、緊急通学路安全点検、小学校プール開放につい

て説明） 

教育長    では、ご意見、ご質問等ございましたら、お願いします。 

山田委員   344号線の大向の橋の手前の辺りについて、道が狭く危険だと感じて

いるのですが、危険個所には入っていますか。 

早坂主幹   危ないという声が実際に寄せられていますので、学校ともやり取りを

行っていますが、私有地が含まれる個所があり、歩道を設けるのが難し

い状況です。 

山田委員   関心が高まっているときに、なんとかできればと思います。 

遠田委員   夏休みのラジオ体操について、今年度は小学生が集まって行っていま

すか。 

佐藤補佐   近年は子どもの数が減ってきていることもあり、最初から集まらずに

個人で行う地域もあるようです。 

教育課長   以前、町内会の子供会単位で行っていたものを、コロナ禍で取りやめ

にしたという情報はいくつか把握しております。 

遠田委員   プール開放を行うのであれば、ラジオ体操もぜひ集まって取り組んで

ほしいと思います。 

山田委員   野菜ソムリエプロの緒方さんですが、情報発信の姿勢が本当に素晴ら

しいので、書籍が出たということだけでなく、そういった取り組み方も

紹介して、町内の子の探究力の向上に繋げてほしいです。 

早坂主幹   10月 30日、31日に、真室川あさひ小の 10周年記念式典の際に、関

連行事として緒方湊さんと児童が交流する場を設けることが予定されて

います。伝承野菜を通した交流の中からいい影響が得られるものと期待

しています。 

鮭延委員   教職員のワクチン接種についてですが、進捗状況はどうですか。 

栗田補佐   7月末頃までに 1回目の予防接種が終了する予定で、1回目の 3週間



後に、自動的に 2回目の接種が行われます。約 130人の申込があり、順

調に進んでいます。 

遠田委員   それは全体の何割くらいですか。 

栗田補佐   詳細な割合は出していませんが、対象者全体は 200名程度で、65歳以

上の方、他市町村での早い時期での接種が見込まれる方などを除く 180

名程度を見込んだなかから、町民枠で早い時期で接種される方も相当い

ますので、最終的に 130名程度の方が教職員枠で申し込まれていると聞

いております。 

教育長    他にございますか。なければ、日程第 10の閉会となります。みなさ

んありがとうございました。 

一同     ありがとうございました。 

 

 


