
令和 4年 第 3回真室川町教育委員会 会議録 

 

 令和４年５月２５日（水）午前９時３０分より、真室川町役場３０１会議室にお

いて令和４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     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    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５号 

        学校医等の委嘱について 

  日程第５ 議案第６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７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８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９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９ 議案第 10号 

真室川町学校運営協議会委員の任命について 



  日程第 10 議案第 11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 11 議案第 12号 

        真室川町学校保健委員会委員の委嘱について 

日程第 12 議案第 13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 13 議案第 14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 14 議案第 15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 15 議案第 16号 

        真室川町行事調整委員会委員の委嘱について 

日程第 16  議案第 17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 17 議案第 18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 18 議案第 19号 

        真室川町公民館運営審議会委員及び真室川町社会教育委員の委嘱に 

ついて 

日程第 19 議案第 20号 

        真室川町文化財保護委員会委員及び真室川町立歴史民俗資料館運営 

委員会委員の委嘱について 

日程第 20 議案第 21号 

        真室川町青少年問題協議会委員の委嘱について 

日程第 21 議案第 22号 

        真室川町青少年指導委員及び真室川町青少年育成推進員の委嘱に 

ついて 

日程第 22 議案第 23号 

        真室川町スポーツ推進委員の委嘱について 

日程第 23 議案第 24号 

        令和４年度教育予算補正案の原案について 

  日程第 24 その他 

  日程第 25 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 4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 25

までとなっております。よろしくお願いいたします。 



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

に資料をお配りしておりますが、訂正などはございますか。 

   なければご承認いただけますでしょうか。 

一同     はい。 

教育長    承認いただきました。続いて、日程第 2「教育長事務報告について」

事務局からお願いいたします。 

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） 

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、みなさんから質問やご意見がございま

したら、お願いします。 

       今年度も英検対策講座の公営塾がまもなく始まります。事務局から補

足して説明してください。 

山田補佐   今年度の公営塾英検対策講座の受講生は、今日現在、69名となってい

ます。開講式を 6月 1日、水曜日、小学生の 5級クラスの講座の前に行

います。17時 45分から公営塾において予定しておりますので、教育委

員の皆様にもご臨席方、ご案内いたします。 

教育長    是非、ご臨席いただきたいと思います。他にございませんか。 

鮭延委員   行事に公立保育施設尿検査とありますが、こちらは毎年しているもの

でしょうか。 

栗田補佐   各保育施設において、内科健診、歯科検診などの健康診断を行ってお

りますが、公立保育所では健康状態を観察するため、年中・年長児童を

対象に尿検査を実施しております。低年齢児の場合は、町の健診でこう

した検査を行っておりますので、4歳、5歳を対象に行っています。保

育施設の健康診断については、小中学校の児童生徒の健診の根拠である

学校保健安全法に準じて行うこととされていますので、昨年度から導入

しております。 

教育長    他にご意見などございますか。 

一同     ありません。 

教育長    それでは、続いて日程第 3「報告」を事務局からお願いいたします。 

教育課長  （地区中学校駅伝大会結果について説明） 

教育長    町総合運動公園を会場に、中学生には頑張っていただきました。男子

は見事優勝ということで、大変うれしく思っております。他に何かござ

いますか。 

一同     ありません。 

教育長    それでは、日程第 4、議案第 5号から日程第 22、議案第 23号までは

委員の委嘱等になりますので、説明は一括で行い、その後、審議したい

と思いますが、よろしいでしょうか。 



一同     はい。 

教育長    それでは、日程第 4、議案第 5号「学校医等の委嘱について」から日

程第 22、議案第 23号「真室川町スポーツ推進委員の委嘱について」ま

でを事務局から説明してください。 

山田補佐   （議案第 5号から議案第 18号までを説明） 

佐藤補佐   （議案第 19号から議案第 23号までを説明） 

教育長    それでは、ご質問があればお願いします。 

鮭延委員   議案第 18号についてですが、先日、孫娘が持っている町の社会科副

読本を見る機会がありました。身近な内容で、地域の話題が掲載され、

大変詳しいものでした。編集は大変なのではないでしょうか。 

教育長    社会科副読本は小学 3年生、4年生に配布し、社会科の授業で使用し

ています。令和 5年度まで現在のものを使用する計画です。令和 5年度

まで改訂版の編集を検討、作成し、令和 6年度から新しい副読本を使用

する予定です。編集作業には時間がかかりますので、今年度から準備を

行います。指導主幹から補足してください。 

指導主幹   現在、次期の社会科副読本作成に向け、情報収集などの準備作業を行

っています。近隣の自治体の中には、デジタル化しているところもあ

り、内容は、身近な資料が豊富に掲載されていました。現在は冊子です

が、デジタル化することの可否、子どもたちがデジタル化して活用でき

るか、教員が指導するうえで、指導しやすいかなど、委員会で意見を聞

いて、方向を決めていくこととしています。 

教育長    他にございませんか。 

遠田委員   委員会の会議の持ち方についてですが、コロナ禍でも対面で集まって

会議しているのでしょうか。ＩＣＴの機器も整備されているので、オン

ラインなど工夫してやってほしいと思います。 

教育長    今は集まって対面でしていますが、回数はそれほど多くありません。

就学指導や事前の調査や分析など重要な判断を行わなければならない委

員会もありますので、委員会は対面のままとなっています。  

       他にありませんか。 

山田委員   議案第 21号の青少年問題協議会委員ですが、定数は 10人以内で、9

人の委嘱となっており、安楽城地区の方がいません。議案第 22号の青

少年指導委員及び青少年育成推進員は定数が 15人以内で、委嘱が 10人

で、地区別には及位地区が 1人で、釜渕地区の方となっています。地域

的な配慮がもっとできないものでしょうか。 

佐藤補佐   委員のご意見を受けて、地域バランスを今後考慮してきたいと思いま

すが、各機関から推薦いただいて委嘱しているところもありますので、

そうした事情もご承知いただければと思います。 

鮭延委員   議案第 20号の文化財保護委員会委員及び歴史民俗資料館運営委員会



委員ですが、委員の選出理由が学識経験者とあります。それぞれ有識者

ですが、学識経験者という表現でいいのでしょうか。 

佐藤補佐   大学教授であるとか、長年にわたりその分野の研究をされてきたとい

う方ではありませんが、町の文化財に近いところで、身近な活動をされ

てきた方、経験豊富で見識が高い方ということで、こうした表現をして

いますので、ご理解をお願いします。 

教育長    その他に何かございますか。なければ、議案の議決についても、一括

で議決いただければと思いますが、よろしいですか。 

一同     はい。 

教育長    それでは、お諮りいたします。議案第 5号から議案第 23号まで一括

で議決することにご異議ありませんか。 

一同     はい。 

教育長    議案第 5号から議案第 23号までは議決されました。それでは、日程

第 23、議案第 24号「令和 4年度教育予算補正案の原案について」、事務

局から説明してください。 

教育課長   （議案第 24号を説明） 

教育長    今回の補正予算原案の一つ、学校給食等の原材料費の高騰に伴う補助

についてですが、今後、さらに上昇することも考えられます。その場合

の対応はどう考えていますか。 

教育課長   原材料費の上昇幅は、この 3月、4月の消費者物価指数や主要食品価

格改定動向調査をもとに現在の影響額で算出しています。今後も上昇し

ていくことが想定されますので、予算査定において、そうした際の対応

もしたい旨、相談していきたいと考えています。 

教育長    他になければ、議案第 24号についてお諮りいたします。議決するこ

とにご異議ありませんか。 

一同     はい。 

教育長    議案第 24号は、議決されました。日程第 24、「その他」について、事

務局からお願いします。 

教育課長  （教育委員自主研修、教育委員学校訪問、町議会との教育懇談会につい

て説明） 

教育長    教育委員の自主研修について、皆さんからご意見をお聞きしたいと思

います。 

中塚委員   これまで、本やことばを各委員から紹介していただきましたが、図書

室の改修が今後見込まれるので、図書室の写真など見ながら勉強しあっ

たり、教育委員会協議会の 7月研修会では、ＧＩＧＡスクール構想で整

備した機器の活用方法について意見を出し合うこととなっていますの

で、6月の教育委員会協議会では、小中学校の現状を勉強したいと思っ

ています。 



鮭延委員   これからの人に残したい文化、日本のお茶やお花の文化を考えていま

すが、子どもたちの心が豊かになるよう伝えたいものをテーマにしては

どうでしょうか。 

山田委員   これまでの研修では一方通行的に聞くだけだった感じがします。基本

的なことですが、地域で学ぶこと、子どもたちに伝えることなど、テー

マを作り、意見を出し合ってみてはいかがでしょうか。 

遠田委員   先日、真室川中学校での本物教室の様子が新聞報道されました。鮭延

城を学習していましたが、私たちも知っているようで知らないことが多

くあり、学び直すことが必要だと感じています。今、連日ウクライナ情

勢が報道されていますが、戦争体験を昔語りした新田小太郎さんの本な

ど、改めて町民に伝えていかなければならないと感じています。 

教育長    今後、真室川の「ひと」「もの」「こと」を取り上げた「大人の社会科

副読本」を作りたいと考えています。教育委員の自主研修から、施策へ

のヒントにつながることもありますので、こうした学びのようなものは

大変いいと思います。また、中央公民館、そして図書室の改修がありま

すので、フィールドに出て、他市町村の図書館を見てみたいとも感じて

います。次回の教育委員会協議会では、ＧＩＧＡスクールの現状と課題

の意見交換などをしたいと思います。皆さんからご意見があったことに

ついては、次回まで事務局で整理したいと思います。よろしいですか。 

一同     はい。 

教育長    それでは日程第 25、「閉会」に移ります。みなさんありがとうござい

ました。以上で閉会します。 

一同     ありがとうございました。 


