
令和２年 第４回真室川町教育委員会 会議録 

 

 令和２年７月２１日（火）午後１時３０分より、真室川町中央公民館研修室１にお

いて令和２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 

          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３１号 

真室川町立小中学校管理規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

  日程第５   議案第３２号 

         真室川町学校運営協議会規則の制定について 

  日程第６   議案第３３号 

真室川町学校保健委員会規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

  日程第７   議案第３４号 

         真室川町学校保健委員会委員の委嘱について 

 日程第８   議案第３５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９   議案第３６号 

令和３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 10   その他 

  日程第 11   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 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 11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、みなさんの方から質問等ございました

ら、お願いいたします。 

山田委員   真室川校魅力化地域連携協議会を立ち上げたとのことですが、人数と

委員構成を教えていただければと思います。 

山田補佐   顧問に町長を置き、委員として、山形大学の中井義時教授、真室川校

校長、真室川校 PTA会長、同窓会会長、真室川中学校校長、連合婦人会

会長、もがみ北部商工会会長、教育長、企画課長、教育課長の 10名です。 

教育課長   併せて、真室川校教頭、教育課指導主幹、企画課・教育課課長補佐な

ど 10名で実務者会議を構成し、より実働的な協議を進めていく予定です。

年 3回程度開催してまいります。 

教育長    最上管内では当町が一番早く協議会を立ち上げています。どんなこと

が話題になったか、事務局から紹介できますか。 

教育課長   真室川校の魅力を高め、活性化させるため、アイデアや考えをお聞き

しました。地元企業の人材としての期待や真室川校では進学、就職に係

る細やかな指導がされていること、そうした中で生徒が生き生きと高校

生活を送っていること、真室川校での学校生活の良さ・魅力を情報とし

て丁寧に発信していかなければというご意見もありました。真室川校で

はボランティアや夏まつりの踊りへの参加などしているわけですが、そ

れだけでなく、真室川校の生活が小中学生から見て、魅力的と捉えられ

るように活動していただき、その様子を丁寧に発信してほしいという意



見がありました。また、歴史ある真室川高校、真室川校が輩出してきた

多くの優秀な人材・先輩方を紹介してはどうかといった提案もいただい

ております。 

教育長    高校生の声も聞きながら、どういうところに力を入れるべきか、具体

的に協議していきたいと思っております。その他、ご意見、ご質問等ご

ざいますか。 

山田委員   卒業後の就職を考えると、企業の方の目線やアイデアがあるといいの

ではないでしょうか。 

教育課長   もがみ北部商工会会長に委員を委嘱しており、会社を経営されていま

すので、企業代表となります。また、真室川町は福祉施設、介護施設が

充実しておりますので、そうした施設に勤務するに有利な資格取得がで

きるカリキュラムの整備についての意見もいただいております。 

教育長    企画課長をあえて委員に入れたのは、企業の視点も含め、色々な意見

を引き出すため、というところもありますので、多様な議論をしていき

たいと思います。 

山田委員   地元の高校なので、やはり地元に残る生徒を育ててほしいと思ってい

ます。地域との繋がりを大事にした魅力づくりに期待したいと思います。 

教育長    他に、ご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

鮭延委員   成人式についてですが、1月に行うということで、保護者の負担や式が

華美になるのではないかという不安があります。 

須田補佐   新成人の実行委員で検討した内容を尊重して、今回は 1月の開催を予

定しております。例えば、10月の連休の頃といった選択肢も他にあった

のですが、新成人の中で 1月がいいのではと意見がまとまったというこ

とです。昨年は全国的に着物レンタルの問題がありましたので、そうし

た点も、今後の実行委員会で調整してまいります。 

教育長    華美になりすぎないようにということもあり、例年 8月の開催になっ

たという経緯もありますので、新成人とよく話し合いながら引き続き調

整していただきたいと思います。他に、ご質問等ございますか。 

中塚委員   スタディツアーについてですが、現地に赴いてのツアーが一番だとは

思うのですが、時間のない方や足の悪い方には、今回のようなオンライ

ンツアーはとてもいいなと感じました。映像が綺麗でその場にいるよう

な臨場感があり、昔語りではこういう語り部が地域にいるのだなという

発見や驚きもありました。昔語りができる方、伝統を受け継いでいる方

がまだ他にもいるのかもしれないと感じるような、素晴らしい映像でし

た。よりたくさんの方に観てもらうために、学校の授業で、保護者も交

えて映像を見ていただくのもよいと思います。 

教育長    多くの人に観てもらいたいのですが、誰が観たいのかといえば、故郷

を離れている方だと思います。東京真室川会の方にも紹介していきたい



と思います。子どもたちに伝えるということについては、DVDの作成を提

案しています。予算の都合もありますが、必要な方にお配りするような

形で対応できればなと思っています。 

遠田委員   DVDは、配布もいいですが、図書館に置いていただきたいと思います。 

教育長    作って終わりではなく、どう活用していくかが課題ですので、色々と

考えていきたいと思います。 

       他に、ご意見、ご質問等ある方はいらっしゃいますか。 

山田委員   昨日、テレビ放送で中村のハッチョウトンボ観察会の映像が流れてい

ました。町の PRとしても改めていいなと思いました。 

須田補佐   今回は、テレビ局の記者が真室川町を取り上げたいということで、映

像を使っていただきました。以前も不動明王の滝の映像を流していただ

いています。普段から色々なメディアに声を掛けているのですが、メデ

ィア制作側の方針があります。知っていただけていないというのは残念

なことですので、積極的にホームページを活用して、PRを兼ねた情報発

信をしていきたいと思います。 

教育長    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   （中学総合体育大会地区大会及び吹奏楽部発表会、おいしいふるさと

給食、釜渕保育所さくら植樹について一括で説明） 

教育長    3点ほど報告がありましたが、ご質問等ございますか。よろしければ、

次の日程に移りたいと思います。日程第 4から第 6まで、議案第 31号か

ら第 33 号について、事務局より一括して説明をお願いします。その後、

まとめてご質問等をいただきたいと思います。 

教育課長   （議案第 31号から第 33号までを一括して説明） 

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。 

遠田委員   学校運営協議会についてですが、庶務を学校側ですることとなってお

り、学校の事務負担が増えるのではないかというところがあります。も

う一点、委員の報酬について、どうなるかお聞きしたいなと思います。 

教育長    学校評議員制度という制度が以前からありますが、今後、学校運営協

議会に変わっていきます。庶務については、地域学校協働コーディネー

ターが担当します。今までは、学習支援員というイメージでしたが、こ

れからはそれだけでなく、地域に寄り添うということを第一に、学校運

営協議会に携わっていきます。 

教育課長   報酬については、町の基準に従って支払いを行います。金額は1日2,000

円になります。 

教育長    他に、ご質問等ございますか。よろしければ、議案第 31 号について、

承認いただけますか。 

一同     はい。 



教育長    議案第 32号について、承認いただけますか。 

一同     はい。 

教育長    議案第 33号について、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。承認いただきました。続きまして、日程第 7、

第 8に移ります。議案第 34号、第 35号について一括して説明の後、ま

とめてご意見を頂戴したいと思います。では、事務局より説明をお願い

します。 

山田補佐   （議案第 34号、第 35号を一括して説明） 

教育長    それでは、ご意見、ご質問等ある方は、お願いいたします。なければ、

議案第 34号について、ご承認いただけますか。 

一同     はい。 

教育長    第 35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。 

       では、続きまして日程第 9の議案第 36号を議題とします。教科用図書

の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     異議なし。 

教育長    異議なしと認め、秘密会といたします。 

       （以下、秘密会） 

       秘密会を解きます。 

       日程第 9「議案第 36号 令和 3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」は承認されました。 

       続いて、日程第 10に移ります。事務局より説明をお願いします。 

教育課長   （新型コロナウイルス対策の予算対応について説明） 

教育長    ご質問等のある方はいらっしゃいますか。 

遠田委員   学習指導員の追加配置については、目処は立っているのでしょうか。 

教育長    県の事業になります。各校に学習指導員 2名、スクールサポートスタ

ッフ 1名、計 3名の配置が見込まれ、勤務条件としては、時給 1,000円

で 1日 6時間、週 5日の予算となっているようです。1校で 3名、4校で

12名とかなりの人数となりますので、適任者を探しているところです。       

その他、ご意見等ございますか。なければ、課長より次回の委員会の日

程の確認をお願いします。 

教育課長   （次回委員会の日程調整） 

教育長    では、次回の委員会は 8月 25日（火）の午前 9時 30分より、お願い

いたします。他にご意見等ありませんか。なければ、日程第 11の閉会と

させていただきます。ありがとうございました。 



一同     ありがとうございました。 


