
令和３年１月 東御市教育委員会 定例会会議録 

１ 日 時 

    令和３年（2021年）１月 27日（水） 午前８時 55分から午前 10時 20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１号 令和２年度卒業式・令和３年度入学式について 

議案第２号 令和３年度入学予定者に係る入学準備費の認定について 

議案第３号 就学援助費支給の認定について 

 

（２）新型コロナウイルス感染症対応について 

 

（３）ICT環境整備について 

 

（４）報告 

ア 教育課 

（ア）いじめ、不登校の状況等について 

（イ）学区外就学の認定について 

（ウ）土偶展について 

 

イ 生涯学習課 

（ア）北御牧地区作品展について 

（イ）冬季スポーツ大会について 



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、山内文化財係長、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、１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 

おはようございます。 

１月度定例教育委員会の開会を宣言します。 

今年の冬は、新型コロナウイルスの感染状況に気を遣いながらも、厳しい寒さに馴染み

切れない日々を過ごしておりますが如何でしょうか。雪の少ない本市にとっては有り難い

のですが、日本海側や豪雪地帯に住まわれている皆さんは、大変な思いをされているので

はないかと思っております。 

さて、新型コロナの感染拡大で、様々なイベントが中止となっておりますが、１月 20日

（水）に計画をされておりました「理事会（教育長）定例会」と「県教育委員会との教育

行政懇談会」も、前者は書面表決、後者は中止となってしまいました。後者であります「県

教育委員会との教育行政懇談会」については、回答が頂けるようですので確認をして参り

たいと思っております。 

ここで、「県教育委員会との教育行政懇談会」に出させて頂いた要望の一つをお伝えしま

す。「少子化時代における新たな学校づくり」のテーマのところで、「30人未満学級に期待」

という要望を出しました。次年度より、いよいよ 35人以下学級が動き出しますが、長野県

は、前倒しで既に 35人以下学級を実施しておりますので、その費用を活用して、30人以下

学級を順次整えて行ったらどうかといった提案です。 

この少人数化は、「いじめ」や「不登校」、あるいは「不登校傾向」といった課題や「不

適応」、「学力不振」など、様々な背景を抱える子ども達に対して、個々の課題に寄り添い、

きめ細かな支援が出来ることを前提にしたものです。 

いずれにしましても、少人数化に頼るだけでなく、「インクルーシブ教育」の積極的な導

入や「開かれた学級」「分かる授業」作りなど、教師自身の力量も問われる提案であります

ので、次年度から、「福祉課」「健康保健課」「子育て支援課」「教育課」の４課が連携し、

保育園や学校、本人や家庭に対して、伴走的に支援をして行く「切れ目のない自立支援事

業」に繋げてみたいと考えております。 

もう一つ、校長会の資料として配らせて頂きました「卒業式」と「入学式」についてで

すが、昨年度のものを参考に、且つ、新型コロナウイルスの感染対策を考えたこの方向で

宜しいかどうか、本日決定をして頂いて、明後日の校長会に提案して参りたいと考えてお

りますので宜しくお願い致します。 

以上です。本日は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１号 令和 2 年度卒業式・令和３年度入学式についてですが、説明をさせていただきま

す。 

まず、令和２年度の卒業式ですが、来賓はお呼びしないと考えています。１ヶ月程前にご案内を

発送しますが、新型コロナウイルスの感染状況が掴み切れず、急遽お断りする状況が生まれると、

学校にも負担がかかります。ワクチン接種も動き始めていますが、まだ確定ができていないといっ

た理由からです。また、感染防止策として、少人数で、時間を短くするなど、昨年並みの対応が必

要であると思います。一方で、感染状況にもよりますが、市長・PTA 会長の出席も検討していきた

いと思います。 

保護者については、参加は昨年同様最少人数での参加を呼び掛け、在校生については、学校

規模にもよりますが、感染状況を確認しつつも、現時点では参加させる方向で考えていきたいと

思います。 

 校歌などについては、練習も難しいので、歌は歌わず、入場時にテープを使っていきたいと思い

ます。小学校の呼びかけ等はプロジェクターを活用したり、姉妹学級から手紙を卒業生に送るな

どしたらどうかと考えています。送辞、答辞は進めていただきたいと思います。市教育委員会の告

辞はございますので、ご準備をお願いいたします。 

 校長先生からは、状況によっては、教室においてリモートで参加するといった提案もありました。

こういったことにも取組んでいただければよいかと思います。基本的な部分は統一し、細かな部分

は学校の工夫により実施していただきたいと思います。 

次に、令和３年度の入学式についてですが、基本的には卒業式と同じように考えています。し

かしながら、春休みを挟むと、引っ越し、転勤、観光など、大勢の人が動く可能性があると思いま

す。ワクチンの一般接種も５月頃になるといった報道もあります。判断に悩む状況かと思っており

ますけれども、在校生は基本的に入れる予定で考えていますが、新型コロナウイルスの感染状況

によっては新小学６年生、新中学３年生の参加だけで、他の子どもは教室で参加するなどといっ

た方法もあると思っています。心を込めつつも、簡素化の方向で考えています。歓迎の言葉等は

式次第に入れていただいて、思いが伝わるように入学式を進めていただければと思います。市教

育委員会の告辞は実施します。 

以上でありますが、いかがでしょうか。 

 

小林経明委員 

昨年と同じように 30分程度で収めるようにするのが良いと思います。 

 

小山教育長 

入退場は別にして、式は 30分を目途に内容を考えていただきたいと思います。 
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小林経明委員 

これまで全校で集まることを避けてきた状況があれば、全員の在校生を入れることについては

もう一度考えなければならないと思います。 

 

小山教育長 

オンラインを使った参加の方法も考えていきたいと思います。 

 

畑田指導主事 

送辞・答辞があるとすると、例えば、児童会や生徒会の役員が代表で送辞を行うといった選択

もあると思います。 

 

小山教育長 

基本的には、式は卒業生、新入生のみで、お迎えの言葉や送る言葉は児童会や生徒会の役

員が参加するとし、進めていきたいと思います。 

 

小林経明委員 

新型コロナウイルスの状況は昨年に比べ、悪くなっている訳ですから、基本は去年と同じで良

いと思います。 

 

小山教育長 

入退場は別にして、式は 30分を目途に設定していただき、来賓は市長と PTA会長とし、祝辞を

頂くのは市長としたいと思います。児童生徒の全校の参加はやめ、卒業生、新入生を中心に、児

童会、生徒会の役員が参加し、送る言葉や歓迎の言葉を会長などが行うこととしたいと思います。

歌や呼びかけはせず、学校において工夫していただきたいと思います。 

 

小山教育長 

議案第２号 令和３年度入学予定者に係る入学準備費の認定について、及び議案第３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。 
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（２）新型コロナウイルス感染症対応について 

 

小山教育長 

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

 

柳沢教育課長 

上田地域では、警戒レベル３から４に上がり、学校開放につきましては、室内の使用は禁止とし

ていますが、２月１日から再開していきたいと考えています。 

また、１月 15日から各小学校でスキー教室、そり教室が行われておりますが、急に感染の状況

が拡大したことから、田中小学校で中止となっております。その他の学校は実施予定です。 

 

小山教育長 

保護者の皆さんにも理解していただき、今のところ児童生徒の感染については報告されていま

せん。自主的に休んでいるお子さんはいますが、収まってきているかと思います。たまたま発症は

ありませんが、今後も気を引き締めて、万全の態勢で感染者を出さないという強い思いで進めて

いきたいと思います。 

 

樋沢生涯学習課長 

施設の利用ですが、中央公民館のロビーは現在使用を中止としております。地区館ですが、北

御牧以外の地区館は午後５時以降と土日は管理者がいないため閉館、北御牧は通常通りとなっ

ていますが、昨日、レベルが３に下がりましたので、利用人数は若干の制限をしますが、東部地区

の地区館も開館をしていきます。 

図書館については１時間 30分時間短縮しています。 

 

（３）ICT環境整備について 

 

小山教育長 

続きまして、（３）ICT環境整備について説明をお願いします。 

 

唐澤学校教育係主査 

小中学校のタブレット及びネットワーク整備状況については、田中小学校、滋野小学校、北御

牧小学校、北御牧中学校で全て整備が完了し、２月 19 日までに残りの祢津小学校、和小学校、

東部中学校の整備が完了する予定です。 

導入済みの学校では遠隔会議システムを使用し学級活動を行ったり、体育の授業で自分の動

きを動画に撮って確認したりと、徐々に学習活動の中に ICT を取り入れていただいております。先
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生方も使用する先生に刺激され、使用する気持ちが高まっているという感想も聞かれています。

また、子ども達の吸収の早さにも驚いているとのお話もありました。 

先生方で組織される情報教育委員会も先般開催され、活発な意見交換がなされています。 

また、ICT 機器の教育での活用の推進のため、「東御市学校 ICT 支援連絡協議会」設置したい

と考えております。教職員、教育委員、ICT 機器に関し見識を有する方等で組織し、ICT 機器の環

境整備や活用の推進のため従事していただきます。任期は２年です。 

今後、情報教育委員会と東御市学校 ICT 支援連絡協議会が連携し、ICT 推進に取り組んで参

りたいと考えています。 

 

小山教育長 

１月２２日（金）に自治会館で副市長と総務部長が参加する会議の中で、ICT に関わるお願いを

していただきました。県からは、全国の良い事例を紹介していただけるということでした。私からは、

昨日ありました上小地区市町村教委連絡会の中で、その事例をもとに、１年生にはこの範囲、２

年生にはこの範囲といった基本的な流れを示していただけないかということを申し上げました。ハ

ード面は揃ったけれども、各市町村、各学校によって活用力に差が出てしまってはまずいのでは

ないかと思います。県は独自で ICT 教育の推進センターを立ち上げながら、各市町村や学校との

連携をとっていくとのことです。 

 

（４）報告 

 

小山教育長 

続きまして、（４）報告に移ります。順次報告をお願いします。 

 

長岡指導主事 

  ア教育課（ア）いじめ、不登校の状況等について説明いたします。 

（説明内容 非公開） 

 

土屋学校教育係主任 

（イ）学区外就学の認定について説明いたします。 

（説明内容 非公開） 

 

山内文化財係長 

（ウ）土偶展について説明いたします。 

「東御市の土偶展 2021・国史跡戌立遺跡回顧展」ということで、１月 13 日（水）から３月 26（火）

の平日（1月 31日、２月 23日、３月 21日は開館）、午前９時から午後５時まで、東御市文書館（北

御牧庁舎３階）で開催しております。入場は無料です。主な土偶を 30 点ほど選び、昨年に引き続
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き展示しております。また戌立遺跡の昭和５年当時の発掘調査のときの写真や県に報告した時の

文書、また復元住居の寄附金の名簿等の文書も合わせ、当時の発掘の際にどのようなことがなさ

れたかを振り返る回顧展という形で開催しております。 

 

小山教育長 

校長先生にもお伝えしていきたいと思います。 

 

樋沢生涯学習課長 

  イ生涯学習課（ア）北御牧地区作品展について説明いたします。 

開催につきましては、２月４日（木）の実行委員会において、最終判断をしていきたいと考えてお

ります。 

 

樋沢生涯学習課長 

  （イ）冬季スポーツ大会について説明いたします。 

開催につきましては、１月 28 日（木）の実行委員会において、最終判断をしていきたいと考えて

おります。 

 

小山教育長 

本日の議題は以上です。それでは、１月度定例教育委員会を閉会します。 


