
令和 4年 第 1回真室川町教育委員会 会議録 

 

 令和４年２月２４日（木）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１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１号 

令和３年度教育予算補正案の原案について 

  日程第５   その他  

  日程第６   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 4年第 1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 6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、なにかございますか。 

教育課長   （一部前回会議録の字句訂正を説明） 



教育長    他にはございませんか。なければ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。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、みなさんから質問等ございましたら、

お願いいたします。 

遠田委員   12月 15日（土）に開催されたおはなし広場クリスマス会については

教育課長、課長補佐にも出席いただきました。ありがとうございまし

た。 

教育長    コロナ禍の厳しい状況ですが、開催できてよかったと思います。あり

がとうございました。他にございますか。 

山田委員   こども園の卒園式、保育所の修了式について、小規模に開催するとい

うことですが、小中学校については行う予定ですか。 

教育長    来賓を招かない予定としておりますが、卒業式自体は実施する予定で

す。その他ございませんか。 

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   2月 17日（木）から中学校を学年閉鎖し、同月 21日（月）に再開し

ました。また、同月 24日（木）から中学校の二つの学級を閉鎖、小学

校１校の学年閉鎖をしております。同月 28日（月）から再開の方向で

すが、日々状況が変わるため、今後の動向に注視していきます。基本的

に感染を拡大させないことを第一に対応しておりますので、ご理解をお

願いします。感染が疑われる者についての対応ですが、生徒児童の動線

を確認し、濃厚接触が考えられる場合には、個別に体調等確認を行うな

どして対応しています。 

部活動の自粛をはじめ、様々な感染対策を行っておりますので、安全

を確保しながら、学びの保障といった観点からも端末等の持ち帰りなど

により学校と連携しながら、このコロナ禍を乗り越えていきたいと考え

ております。 

教育長    コロナの状況について詳しく説明させていただきました。ご質問等、

ございますか。 

遠田委員   町内でも感染が確認されましたが、感染経路はどういった傾向があり

ますか。 

教育長    現段階では家庭内感染が多いと考えられます。保健所では、マスクを



せずに、1ｍ以内で 15分以上関わった場合に感染の可能性が高まるとし

ています。学校では給食の黙食やグループ活動をしない等の感染対策を

徹底しており、児童・生徒の動線なども確認しております。学校での感

染クラスターはほとんどないものと考えられます。他にございますか。 

中塚委員   3連休の際に中学生の子どもの eライブラリを拝見しました。体調・

体温の報告やメッセージを通して、コロナ禍でも先生とのやり取りがで

きると感じました。一方で、端末で解く課題については、難易度の高い

問題が出せないのではないかという懸念や、紙で解いたほうが早いと思

える教科もありました。また、今回の 2年生の学級閉鎖の際には、いつ

まで続くかわからないので、先生の方でも多く宿題を出したと聞きまし

た。学校再開の連絡が日曜日の昼にあり、子どもは夜遅くまで宿題をや

りましたが終わりませんでした。突然学級・学年閉鎖が決まって、学校

でもいつまで続くかわからない状況であると思うので、課題の出し方に

ついて、期限を分けて出すというやり方もあるのではないかと感じまし

た。 

教育長    指導主幹から端末の持ち帰りと使用状況について説明をお願いしま

す。 

早坂主幹   端末の持ち帰りは、自宅でネットへ接続できるようドングルの貸し出

し等保護者への周知などを行い、使用環境を整備するため以前から準備

を進めてきました。また、学年によっては端末での学習が難しい場合も

あるため、学校には学年の発達段階に応じた端末の活用をお願いしてい

ます。学校では、マニュアルの作成や自宅での接続シミュレーションな

どを行い、学級閉鎖の状況でなくても、普段使いから抵抗感なく使用で

きるよう指導をしているようでした。 

教育長    eライブラリは万能でないので、ひとつのドリルとしてとらえる必要

があると思います。使用方法について、紙と端末をバランスよく使っ

て、学校と相談しながら使い方を検討していく必要があります。持ち帰

りについては、荷物が多くなるため、今回中学生の保護者に端末を取り

に来ていただくよう連絡をしたと思います。休校・再開の判断は情報が

入るタイミング上、どうしてもぎりぎりになってしまいます。早い段階

で連絡できるようにはしますが、難しいところもご理解ください。宿題

の出し方については、いただいた意見をもとに学校と意見を共有して検

討していきたいと思います。 

他にございますか。 

鮭延委員   感染者の情報はどのように入ってきますか。 

教育課長   正式なルートでは、年代、性別、濃厚接触者の有無といった情報が保

健所より町へ入ってきますが、個人の特定はできません。その情報より

も先に保護者から学校へ連絡が入るため、学校から教育委員会へ情報が



入ってきます。今回の中学校の学年閉鎖は、そうして集めた情報をもと

に判断させていただきました。 

教育長    保健所からは個人情報を教えてもらえないため、基本的には学校から

の情報収集となっています。情報が入らない場合もあるため、委員会か

ら家族へ聞き取りをしているケースもあります。保護者の職場などに波

及するケースもあり、様々な問い合わせをいただきますが、各学校から

個人情報保護等のお願いの文書を出さないといけないと考えています。

様々な情報や憶測が飛び交いますが、子どもだけでなく大人も差別や犯

人捜しをしないという意識を持つ必要があると感じています。 

遠田委員   休校の情報について、子どもも必要以上に心配することがあると思う

ので、どこまで情報を出すかが難しい状況だと思います。 

教育長    難しい問題ではありますが、様々な意見を受け止めながら、必要な情

報については提供していく必要があると考えています。 

山田委員   中学 3年生については受験を控えているため、クラスターが起きたら

大変なことになります。繊細な問題ではあるが、委員会として対応が必

要になってくると考えています。感染しないという考えは大切ですが、

感染させないという意識付けも大切であると思います。家族が発熱した

ら登校しないなど、一人一人の危機意識を高めるための指導も必要だと

感じています。 

教育長    コロナに限らず、そういう意識付けは必要だと思います。ゼロコロナ

で生活していくのは難しいので、コロナと向き合って生活していく必要

があります。情報収集については、2日前までの行動履歴を追って対応

しているところであります。その他に何かございますか。 

一同     ありません。 

教育長    それでは、続いて、日程第 4、議案第 1号「令和 3年度教育予算補正

案の原案について」、事務局より説明をお願いします。 

栗田補佐   （子育て支援係の令和 3年度教育予算補正案を一括で説明） 

山田補佐   （学校教育係の令和 3年度教育予算補正案を一括で説明） 

佐藤補佐   （生涯学習係の令和 3年度教育予算補正案を一括で説明） 

教育長    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   子ども伝承祭や番楽フェスティバルのために、子どもたちは練習した

と思いますが、ネットを活用して見せたり、交流したりするなどのやり

方もできると思いますが、いかがですか。 

佐藤補佐   番楽については、密を避けるため練習もできていない状況でした。こ

こ 2～3年は番楽フェスティバルが開催できていないため、文化の継承

についても懸念される状況です。 

教育長    各団体でも伝承できないというのが不安な点だと思います。現状では

練習も実施できていない状況ですが、やれることを考えながら事業を実



施していきたいと思います。他にありますか 

鮭延委員   1月に天童市内のショッピングセンターのイベントで釜渕番楽の発表

をしているのを拝見しました。その際に町から補助金等を出したりして

いますか。 

佐藤補佐   各団体で様々なイベントに出演されることがあるようですが、今回の

イベントに限らず、主催側から謝金が出るので、町からの補助は行って

おりません。 

教育課長   町のバスを使って送迎のみ行う場合もあります。 

教育長    ありがとうございました。その他に何かございますか。なければ、議

案第 1号について議決いただくということで、よろしいですか。 

一同     はい。 

教育長    議案第 1号は議決しました。それでは、日程第 5、「その他」につい

て、事務局より説明をお願いします。 

教育課長   3月 4日（金）に臨時の教育委員会を開催したく、午後 7時からの開

催でご都合いかがでしょうか。 

一同     問題ありません 

教育課長   では、よろしくお願いいたします。次に卒業式についてですが、来賓

を呼ばずに式を執り行うこととなりますので、ご承知おきください。 

教育長    他に質問等ございませんか。なければ次回の日程調整をお願いしま

す。 

教育課長 （次回委員会協議会の日程調整） 

教育長    では、次回の委員会は 3月 25日（金）の午前 9時 30分よりお願いい

たします。 

一同     了解しました。 

教育長    他に何かございますか。 

鮭延委員   コロナ関係で、高校受験の際に万が一に備えた対応などはあります

か。 

早坂主幹   県から様々な情報が来ており、状況に応じて別室で受験、前日まで

PCR検査を済ませてもらうなど、細かな対応方法が示されています。で

きる限り公平な対応となるよう、県でも状況を整えているようでした。 

教育長    随時中学校に情報を提供していますので、対応していきたいと思いま

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 6、「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。 


