
令和２年９月 東御市教育委員会 定例会会議録

１ 日 時

令和２年（2020 年）９月 28 日（月） 午前９時 00分から午前 10 時 35 分まで

２ 場 所

中央公民館 学習室５

３ 議 題

（１）協議（審議・検討）

議案第 22 号 就学援助費支給の認定について

（２）今後の新型コロナウイルス感染症対応について

（３）報告

ア 平成 31 年度決算及び定期監査報告

イ 教育課

（ア）修学旅行について

・キャンセル料について

・最終学年応援事業について

（イ）いじめ、不登校の状況等について

（ウ）CRT 学力検査の結果について

（エ）長野県スポーツ推進審議会委員の推薦について

ウ 生涯学習課

（ア）図書館まつりの中止について

（イ）中央公民館・地区公民館のWi-Fi 整備状況について

（４）その他

・ 小中学校のWi-Fi 整備状況について



４ 出席者

○教育長 小 山 隆 文

○委 員

教育長職務代理者 下 村 征 子

委 員 小 林 経 明

委 員 小 林 利 佳

委 員 直 井 良 一

○その他

小林教育次長、柳沢教育課長、樋沢生涯学習課長、土屋学校教育係長

畑田指導主事、長岡指導主事、唐澤学校教育係主査、土屋学校教育係主任
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会議録

小林教育次長

ただいまから、９月度定例教育委員会を始めます。教育長から開会宣言をお願いします。

小山教育長

９月度定例教育委員会の開会を宣言します。

おはようございます。早朝より、又、お忙しい中ご参集を賜り有り難うございます。

９月 25日（金）の新聞記事に、新型コロナウイルスの感染状況につきまして、「新規感染の減少

鈍化 新型コロナ専門家組織 再拡大警戒を呼び掛け」という見出しで、専門家組織の分析が掲

載されておりました。地域によっては下げ止まったり、増加に転じたりといった状況のようですが、

先日の４連休の影響が何処かで出て来るのではないかといった心配もありますので、今週を何と

か乗り切りたいと願っており、各校には、改めて感染予防の徹底を呼び掛けて参りたいと思ってお

ります。

このコロナ禍の中ではありますが、９月 18日（金）には、滋野小でトップを切って頂き、校庭運動

会の代替案である「体育参観」が実施されました。競技以外はマスクを着用するなど、３密を防ぐ

コロナ対策で、２・４年、１・６年、３・５年と、２学年毎に分けての開催となりました。１・６年では、は

じめに「かけっこ」と「短距離走」、続いて、恒例の１年生の「玉入れ」でしたが、競技の間に籠（か

ご）の周りに円形に引いた白線の上でかわいい「ダンス」を披露、同じく６年生も同じ用具を使った

「玉入れ」でしたが、円形の白線の外側から投げ入れる方法で盛り上げてくれました。更に、トラッ

クを使った「学年リレー」を実施しましたが、工夫とアイデアが光る発表で素晴らしさを感じました。

又、６年生の「短距離走」では、１年生が決勝テープを持つ係やゴール後の６年生を所定の位置ま

でエスコートする係活動に取り組みましたが、１年生でも立派に任務を果たすことが出来てしまう

ことに大変感動しました。

続きまして、「最終学年応援事業」ですが、関係の皆さんのお力で、応援用のメッセージカード

が出来上がりました。不登校や急な風邪等で、当日参加できなかった児童・生徒のために、担任

の言葉を添えた別のメッセージカードも用意しましたので、品物と一緒に届けてもらうようにしまし

た。詳細に付きましては、後程報告があるかと思いますが、これまでにない企画ですので、子ども

達の反応に期待をしたいと思っております。

結びになりますが、あの猛暑が嘘のような天気になって参りました。寒暖の差が大きくなる季節

ですので、体調管理にお気を付け頂きたいと思います。

以上です。宜しくお願い致します。
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（１）協議（審議・検討）

小山教育長

議案第 22 号 就学援助費支給の認定については、個人情報の関係もありますので非公開とし

ます。よろしいでしょうか。

全委員

異議なし。

小山教育長

それでは、非公開とします。

小山教育長

続きまして、（２）今後の新型コロナウイルス感染症対策について説明をお願いします。

小林教育次長

これから季節性のインフルエンザが流行ってくるということで、新型コロナウイルスとインフルエ

ンザのすみ分けについて、学校でどのように対応するか事務局で検討しました。結論としましては、

今のコロナ禍での対応をしていれば、インフルエンザもカバーでき、特に季節性インフルエンザを

意識しなくてもよいと考えています。出欠についてはインフルエンザもコロナウイルスも出席をして

はいけないこととなっております。自宅で発熱した場合には、その状況を見ながら休んでいただき、

学校で発熱した場合についても同様に、すぐに帰宅していただくような、現在行っていることと同様

の対応をしていきたいと思います。

来月から、市民病院で、新型コロナウイルスの疑いの程度を数値化するチェックシートを市民の

みなさんにお配りする予定です。東御市のホームページには既に掲載されていますが、「咳がで

る」「熱がある」「痰がでる」「味覚障害・嗅覚障害がでる」といった項目を数値化し、合計で 10 ポイ

ント以上になると新型コロナウイルスの疑いが強く、10 ポイント未満の場合には、新型コロナウイ

ルス感染の疑いは低いけれど掛かりつけ医に相談していただくような内容になっています。学校

にもシートをお配りしましたので、児童生徒の様子をみながら、チェックシートを使い対応していっ

ていただきたいと思います。

インフルエンザの予防接種補助でございますが、７月 22日の臨時会で予算が確保されましたが、

今般、その対象者が決まりました。児童については、小学校２年生までは２回分を補助、それ以外

は１回分を補助します。厚生労働省が予防接種を推奨する人として、小学校２年生までと高齢者、

基礎疾患のある人、妊婦が示されましたが、対象の方に対しましては市から通知をし、予防接種

のご案内をすることを予定しています。小中学生については 10 月 19 日頃郵送で通知する予定で

す。補助額は 3,000 円です。
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小林経明委員

学校の教職員は対象になりますか。

小林教育次長

学校の教職員は今回対象となっておりませんが、共済組合等の制度で補助があります。

小山教育長

インフルエンザも今年度の調査では、手洗いうがいの徹底等、コロナ対策が功を奏し、比較的

少ないようでありますが、積極的に呼びかけをしていきたいと思います。

小林利佳委員

補助金により、接種する方が増えることから、ワクチンの確保など、医師会との連携が必要であ

ると思います。

小林教育次長

担当部署である健康保健課でも同様の意見をいただいているようです。先程申し上げた方を対

象者とすることで、民間の先生方とも概ね合意ができているようです。

小山教育長

続きまして、（３）報告に移ります。順次報告をお願いします。

小林教育次長

ア平成 31 年度決算及び定期監査報告について説明いたします。

定期監査につきましては前年度の決算状況及び通常行われている事務処理について行われ

ます。監査結果ですが、総合的に判断した結果、概ね「良好」ですが、「効率的な行政運営、継続

的な事務の改善に向けて取り組みを強化し、コスト削減に努力することを期待したい」ということで

あります。監査の意見ですが、各部署共通で収入未済額についてあげられ、教育課は育英資金

貸付金で１件ございます。これについては計画的に返済を頂いております。各部署事項ですが、

学校教育係に関しては３点ございます。１点目が通学手段の見直しについてです。祢津線の運行

について、商工観光課と協議し進めております。２点目が体力向上対策についてです。引き続き

体力向上に努めたいと考えております。3点目が教育支援委員会についてです。構成員に保育士

を含めたらどうかということであります。今後検討していきたいと考えています。次に青少年教育

係ですが１点で、ネットリテラシー教育についてでございます。次に文化財係ですが、１点で北御

牧郷土資料館に保管された資料の目録整備についてでございます。これにつきましては現在作

成中でございます。次に生涯学習課です。社会教育・公民館係ですが、１点で公民館学習講座の

取り組みについて、受講者、先生の高齢化、受講者の減少等あるが、健康づくりや生きがいづくり
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に有効であるので、受講者増の取り組みを推進されたいとのことです。次に図書館係ですが、２点

ございます。１点目が図書館キャラクターの活用、２点目が移動図書館の利用促進についてであ

ります。

土屋学校教育係長

イ教育課（ア）修学旅行等のキャンセル料及び最終学年応援事業について説明いたします。

修学旅行等の変更や中止により、キャンセル料が発生いたします。こちらの関連予算を、現在

開催している９月議会に上程しております。それに合わせ要綱を設置したいと考えています。基本

的にはキャンセル料については保護者負担がないように、全額市で対応したいという内容で要綱

を設置します。現在業者から求められているのが、旅行を企画した時の企画料で、業者によって

異なりますが、概ね料金の８％位です。これを学校へ補助金として交付し、学校から業者へ支払

いをしていただくというものでございます。既に修学旅行に代わるものを実施している学校もござ

いますので、明日から施行しますが、４月１日に遡って適用します。

次に最終学年応援事業についてですが、こちらも９月議会に関連予算を上程しております。こ

れは、小中学校において新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により学校行事に支障をきた

している小学校６年生及び中学３年生の最終学年の児童生徒へ、市内の農畜産物を応援品とし

て贈って、応援するための事業に要する経費に対し補助金を交付します。関係する教職員もこれ

に含まれます。補助金の額ですが、一人当たり 1,300 円を上限としています。学校ごとに何を贈る

か決めていただき、この経費に補助金を支出します。農畜産物ですので、家に持ち帰り、保護者

の方と一緒にお召し上がりいただきたいと思います。こちらも明日施行予定ですが、４月１日に遡

って適用します。

小林教育次長

農畜産物にはメッセージカードを添えてお贈りしたいと思います。参加できなかった児童・生徒

にはこのカードに、先生のコメントを添えてお届けすることを考えています。メッセージカードのフレ

ームの絵柄は６種類ほど用意しており、メッセージとあわせて、絵柄も楽しんでいただければと思

います。

小山教育長

教育行政始まって以来の取り組みではないかと思います。地域の魅力を感じ、故郷に対するア

イデンティティーを高めたいと考えています。また、先程ありましたが、親子で食べていただきなが

ら、会話を楽しんでほしいという願いもございます。

直井委員

積立金が余ることはありませんか。積立金を全額使うための計画になっていませんか。
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小山教育長

首都圏の修学旅行に比べれば値段は安くなるはずですが、バスをかなり使います。計算はして

いませんが、残額は返金します。

小林教育次長

バス代についてはさほど下がらないと思われます。下がるとすれば宿泊費です。ですので、差

額は出ますが、さほど安くはならないのではないかと思います。

直井委員

保護者にはしっかり説明をしておくことが必要であると思います。

小林教育次長

学校に伝え、保護者に説明ができるようにしたいと思います。

長岡指導主事

（イ）いじめ、不登校の状況について報告いたします。

（説明内容 非公開）

直井委員

学習指導補助員の活用状況はいかがですか。

長岡指導主事

既にすべの学校において、主に TT（Team Teaching）でクラスに入っていただいています。場合

によっては放課後学習を行っております。

小山教育長

放課後学習を見学させていただきましたが、担任の先生方、あるいは教科の先生にも様子を覗

いていただき、自分の教えた力量で子供が力をつけていない事実を学んでいただきたいと感じま

した。応援団に任せきりにならないようにしていただきたいと思います。

子どもを支えていくという教育環境や空気というようなものが育ってほしいと感じます。そうでな

ければ、義務教育の良さがなくなってしまいます。小中学校は先生との関わりが深ければ深いほ

どその影響は受けますが、信頼関係が生まれます。そいったものを作ってほしいと思います。

担任の先生が児童生徒に積極的にかかわるようになれば不登校は減るのではなないかと思い

ます。
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（ウ）CRT 学力検査の結果について報告いたします。

（資料説明）

小林経明委員

CRT 学力検査実施日はいつですか。

長岡指導主事

６月上旬です。前学年の状況を確認しています。授業づくり、学級づくりが成績に表れているの

ではないかと感じます。

小山教育長

基本は学級づくりだと思います。児童生徒と先生の信頼関係を育てることが一番大事であると

思います。どんな授業でも信頼関係があれば、子どもは夢中になって頑張ります。いかに普段か

ら学級づくりの中で児童生徒との関わりがもてているかが成績にも表れるのだと思います。

小山教育長

次に（エ）長野県スポーツ推進審議会委員の推薦についてですが、長野県市町村教育委員会

連絡協議会より、下村委員に長野県スポーツ推進審議会委員の推薦依頼がありました。下村委

員にはご了解をいただきました。任期は２年で、長野県スポーツ推進計画の評価・検証にあたっ

ていただきます。

樋沢生涯学習課長

ウ生涯学習課（ア）図書館まつりの中止について説明いたします。

11 月３日に予定をしていた図書館祭りですが、中止といたします。リユース市、古本回収は実
いち

施する予定です。

（イ）中央公民館・地区公民館のWi-Fi 整備状況について説明いたします。

順次設置が進んでおり、12 月中旬頃までには全地区館の設置が終わる予定です。今回のよう

な学校の休校等があった場合には学習の場としても活用する予定です。

小林経明委員

パスワードは設定するのですか。

樋沢生涯学習課長

セキュリティーのため、設定しますが、パスワードは館内に掲示することを考えています。
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小林経明委員

掲示してしまえば、フリーWi-Fi と同じでセキュリティーの意味がないと思います。セキュリティー

がしっかりしていれば、使用する側は安心して使用しますが、フリーWi-Fi であれば、使用する側

がセキュリティー対策をしなければなりません。

小林教育次長

使用方法を今後検討したいと思います。

小山教育長

（４）その他につきまして何かございましたらお願いします。

唐澤学校教育係主査

小中学校のWi-Fi 整備状況についてご報告いたします。

８月31日の入札で、メディアプラッツがこの委託事業を落札いたしました。10月から順次工事に

入ります。工期は３月末です。

タブレットについても順次納品されますが、現時点で具体的な日程は決まっておりません。

小山教育長

先生に使ってもらう環境や、研修の場を作っていってもらいたいと思います。

小林経明委員

トラブルの際、速やかな対応が行われるようにお願いします。

小山教育長

本日の議題は以上です。それでは、９月度定例教育委員会を閉会します。


