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令和３年２月御代田町教育委員会定例会 会議録 

 

招 集 年 月 日  令和３年２月２６日（金） 

招 集 場 所  エコールみよた 大会議室 

開閉会時の日時 
開 会 令和３年２月２６日（金）午後１時３０分 

閉 会 令和３年２月２６日（金）午後５時００分 

 

出欠席者の職氏名 

職   名 氏    名  

教 育 長 茂木 伸一  

教育長職務代理 山口 智之  

教 育 委 員 市川 美香  

教 育 委 員 中山 梨恵子  

教 育 委 員  屋代 司  

 

説明のため出席した者の職氏名 

職 名 氏   名 職 名 氏   名 

教 育 次 長 木内 一徳 生 涯 学 習 係 長 大井 敏 

指 導 主 事 小林 英明 学 校 給 食 係 長 藤巻 祐子 

参事兼博物館係長兼博物館館長  堤 隆 公民館長兼図書館長  清水 成信 

参事兼社会体育係長 相澤 昇 御 代 田 北 小 学 校 長  宮澤 雅法 

次長補佐兼図書館係長 大井 るみ子 御 代 田 南 小 学 校 長  土屋 剛 

学 校 教 育 係 長 小平 佳伸 御 代 田 中 学 校 長  依田 俊一 

 

職務のため出席した委員会職員職氏名 

書    記 井部 優理  

 

教 育 長 等 の 報 告 教育長、指導主事、各係からの事業報告 

 

議 題 議案第１号 御代田町学校給食における食物アレルギー等対応補助金交付要綱の

一部を改正する告示案について 

議案第２号 御代田町立小・中学校管理規則の一部改正案について 

議案第３号 御代田町立小・中学校職員服務規程の一部改正案について 

議案第４号 教職員住宅貸付規程について 

議案第５号 令和２年度御代田町一般会計補正予算（第 12号）案について 
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規則案について 

議案第６号 令和３年度御代田町一般会計予算案について 

 

傍聴人 ０人 
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茂木教育長 教育長挨拶。 

３．学校長報告 ２学期のまとめと３学期の取り組みについて、そ

れぞれの学校長から報告をお願いします。 

小中学校長 土屋南小学校長、宮澤北小学校長、依田中学校長より「今年度のま

とめと来年度に向けた取り組み」について報告。 

茂木教育長 ここまでの内容について、質問等ありましたらお願いします。 

屋代委員 北小学校の学力向上について、コロナ対策で行った「授業を２回続

けて実施する」ということが効果につながったとありました。授業

が大切だととらえられる事柄だと感じました。授業についていけず

に教室から逃げ出す児童はたくさんいるのでしょうか。 

宮澤北小学校長 多くはいないですが、高学年にはいます。校長室で学習している児

童もいますが、個別で見ることで理解も進み、その後に教室に戻っ

ても落ち着いて過ごすことができています。町の支援員の皆さんに

も協力していただいてるところです。 

屋代委員 授業改善すれば変化が見られるのでしょうか。 

宮澤北小学校長 授業改善で良い方向に向かう児童もいますが、医療等へつなげる配

慮が必要な児童もいます。 

屋代委員 教科担任制についてですが、教科担任制の拡充や多面的評価とはど

ういったことでしょうか。 

宮澤北小学校長 ５年１組の担任が５年１組と２組の両方の国語を受け持ち、５年２

組の担任が５年１組と２組の両方の算数を受け持つという形です。

校内支援会議で配慮が必要な児童の情報共有はしていますが、実際

に授業で当該児童を教えることにより、児童の課題や良さが見えて

くるので、より深くかかわることができます。 

屋代委員 中学校に質問ですが、学力と不登校との関係について、二つの課題

は切り離せないとあるが、具体的課題はどのようなものでしょうか。 

依田中学校長 点数が取れない、指示が通らないということです。相対評価ではそ

ういった生徒たちの自己肯定感を高めることはできません。 

屋代委員 ステップアップ塾の講師をしていますが、授業に集中できない生徒

がいます。そのような生徒に聞いたところ、授業が分からないと答

えました。わからない授業をずっと聞いているのは苦しいものです。 

Ｐ５のカリキュラムマネジメントとはどういうものでしょうか。 

依田中学校長 １年から３年へと進む中で、だんだんと広い視野を持つよう、各教

科で何ができるか模索しています。例えば２年時には３年の中学生

模擬議会を視野に入れた授業をしています。総合的な学習の時間で

教科の学習と兼ねられるところは兼ねるなど、学校ならではのカリ
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キュラム、チャンネルを作っていく方向です。 

屋代委員 東信教育事務所の冊子に掲載されたことについて、評価はどのよう

なものと考えますか。 

依田中学校長 外部からお褒めいただけたと感じています。学校の中で特別支援学

級に対する個々最適化の指導が始まりでしたが、普通学級でもそれ

が活かされて、成果を得ることができました。 

山口職務代理 中学校について質問ですが、今年度の入試はコロナ禍の中でしたが、

なんらかの障害や影響はありましたか。 

依田中学校長 今のところ最小限に抑えられています。授業進度もむしろ早く進ん

でいます。 

山口職務代理 小学校では今年度から、中学校では来年度から新教育課程がスター

トします。主体的・対話的で深い学びが謳われていますが、新教育

課程はどのような部分を重視しますか。 

依田中学校長 授業態度、知識・技能をつけるためにその生徒がどのように学習を

設定してきたかを学びに向かう力と定義することにより、それぞれ

の担任がどこの位置でどのような評価をするのかが見えやすいと思

います。研修をして研究主任に発表してもらう予定です。ICT 教育

については、思考・表現を手助けするものと知識・技能をより強化

するものに位置付けていこうと考えています。 

宮澤北小学校長 主体的な学びに取り組んでいます。新型コロナウイルスにより１学

期は教科書をどう進めたらよいのか、予習的な宿題をどっさり渡し

ている状況でした。先生方もやりたい授業ができなかったと思いま

す。しかし、元から新教育課程については取り組んでいるものがあ

りましたので、今後もそれを続けていきます。 

山口職務代理 働き方改革についてですが、ICT の活用や会議を減らすこと、ペー

パーレス以外には何が必要だと考えますか。 

依田中学校長 ICT が導入されたからと言って必要なものを減らすことなく働く質

を保ちたいと考えています。 

宮澤北小学校長 先生方の働く時間を減らすのはほぼ限界を迎えています。C4th（校

務支援システム）の導入により、印刷しないでデータを残せるのは

ありがたく感じています。 

山口職務代理 中学３年生には先行してタブレットが導入され、GIGAスクール構想

により小中学校に一人一台のパソコンが導入されましたが、成果や

効果、また課題はどのようなものがありますか。 

依田中学校長 タブレットと教材があったから生徒たちは学んだわけではありませ

んが、授業の質や教師の的確な指示があってこそのものであったと
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思っています。 

宮澤北小学校長 一つの画面にみんなの意見をまとめることができることやプレゼン

が作りやすく、写真が使えて良いです。パソコンを使えるようにな

るのが一つの目的ではありますが、あくまで大事なのは授業ですの

で、パソコンをツールの一つとして使っていきます。既に使いこな

せている職員に他の職員が付いていき、子どもと一緒に職員も学ん

でいく方向で進めています。 

山口職務代理 電子黒板は使っていますか。 

宮澤北小学校長 電子黒板は導入されていませんが、無線によるペアリングによりテ

レビに接続して使っています。 

中山委員 普段から学校の様子を見させていただいていますが、配慮が必要な

児童には配慮をしており、頭が下がる思いです。人数が増えている

ので、チームであたらないと担任の負担は計り知れません。すでに

協力していただいていると思いますが、体を壊さないようにしてい

ただきたいです。 

配慮される児童に教師が集まると、逆に配慮されない側の児童の精

神も心配です。配慮される児童も心配ですが、全般的に見ていくこ

とが必要だと感じます。 

プログラミング教育との関わりから、まず学校に足を運べた児童が

いたことは良かったと思います。 

学校は勉強だけでなく生活面についても教えていかなければならな

い時代なので、今どきの子どもはこちらの期待する行動は難しいと

感じます。どう指導したらよいのか対応に苦慮するところです。学

校では指導方法についての指導はありますか。 

茂木教育長 体罰などを起こさないよう、研修を実施しております。 

中山委員 一個人としての意見で教科担任制についてですが、先生にはそれぞ

れのカラーがあります。ずっと一人の先生だけではなく、違う先生

と関わることは良いことだと思います。 

中学校について、学びの過程という話が出ましたが、過程は大切だ

と感じます。基本に残るから自分の中に入ってくるので、ただ学ん

だだけだとなかなか入りにくいことがあるからこそ、自分の中に残

ることが大きいので、大切にすることはとても良いことだと思いま

す。 

中学生模擬議会も普段足を踏み入れない議場で行うことで、かなり

印象に残ります。子どもは子どもの目線で柔軟な凄いことを言って

います。子どもたちの小さい意見を拾って結果につながっていく過
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程が良かったと思います。 

中学校の学力について、ゲーム等のメディアの影響はありますか。 

依田中学校長 現段階では考察できていませんが、来年になればわかってくるかも

しれません。 

中山委員 子どもによっては夜中ゲームをしていることにより、夜寝られない、

朝起きられない、学校に行くことができないという負の連鎖が起き

ることもあります。家庭がしっかりしなければいけませんが、どの

ように発信していくかを私たちも考えなければならないと思いま

す。 

南小Ｐ５メディアコントロールについて、昨年の３年生について「約

束無しは下がった」とあるが、大差はさほどないと感じます。あま

り改善されずにただ学年が上がっただけで、子どもの考えているこ

とと大人のものとでは、アンケートの結果も違います。アンケート

をとっただけでは良くないと感じます。 

市川委員 今年度は、コロナの影響によりあまり学校訪問はできませんでした。

読み聞かせのボランティアをやっていますが、今年度は南小学校で

の活動はありませんでした。北小学校は今年度も実施していただき

ありがたいです。南小学校にも北小学校の読み聞かせボランティア

の方が何名か来ていただいていますが、北小学校の読み聞かせボラ

ンティアのシェアリングは丁寧であり、私も勉強させてもらってい

ます。 

中学生の登山は浅間山を予定しているということですが、浅間山は

小学校で登っていると思うのですが、どうでしょうか。 

宮澤北小学校長 北小学校では、登山は実施していません。 

市川委員 私の息子は 5年生で登山に参加したと記憶しています。 

茂木教育長 キャンプは実施しています。浅間山への登山は規制があるため、黒

斑山となります。 

市川委員 小学校で登らないのであれば、中学校で登るのもよいと感じます。 

３年生の授業参観を訪ねましたが、テスト返しだったので廊下の展

示物を見せてもらいました。中学生模擬議会のグループワークの模

造紙が貼られていましたが、他のグループの人たちの感想が付箋で

貼られているのに対し、付箋の感想だけが貼られているグループが

ありました。 

そのグループはパソコンで発表したと考えられますが、模造紙の大

きさに印刷できるプリンターはあるのでしょうか。あるようであれ

ば、大きく印刷し、活用してもらえればと思います。使えばそのツ
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ールの良さが分かり、先生方も使うようになると思うので活用して

ほしいと思います。 

広報やまゆり３月号と学校だより「あさまやま」に中学生模擬議会

の記事が載っていました。傍聴席には入らず、教室のパソコンで傍

聴したとのことで、議場で傍聴できず残念という感想もありました。

議会に興味を持ってもらう良い機会なので今後も続けてほしいと思

います。 

午後２時 55分＜学校長退席＞ 

午後３時 00分＜委員会再開＞ 

茂木教育長 続いて、４．前回会議録の報告と署名について、事務局から訂正等

ございますか。 

小平学校教育係長 なし。 

委員全員 （会議録署名） 

屋代委員 GIGAスクールに関して、感想と意見があります。 

まず、ステップアップ塾で生徒にパソコンを使わせたのですが、生

徒は大喜びでした。パソコン自体は珍しいものではないですが、一

人一台というのが嬉しいようでした。 

その際に、Wi-Fi を使ってグーグル検索をさせて、数学の図形が書

けるサイトを紹介しました。パソコンは電卓・そろばん・辞書と同

じ扱いであり、個人的にやりたいものや追及したいことをさせるの

によいツールです。オマーンの大学でも同様のことをしてきました。

レポート等の印刷も不要になるので、先生の業務量を圧縮できます。 

これは意見なのですが、生徒に持たせた方が良いと思います。鍵を

かけて仕舞ってしまうのは残念であり、持ち帰って、授業でやった

続きをやってほしいと思います。町にできることは、先生方がアッ

プロードする先を作ることです。Wi-Fi 環境がなくても、学校でダ

ウンロードとアップすればできます。オンライン授業まで行かなく

てもできることはあると思います。 

茂木教育長 続きまして、５．教育長等の報告をお願いいたします。 

木内教育次長 資料に沿って、先月の教育委員会で行った行事について説明。 

茂木教育長 資料に沿って報告。 

次長・各係長 各係の事業報告について、小平学校教育係長、大井生涯学習係長、

堤参事兼博物館係長兼博物館長、大井教育次長兼図書館係長、相澤

参事社会体育係長、藤巻学校給食係長より資料に沿って説明。 

山口職務代理 スポーツ推進委員の公募をしたとありますが、12 人中 11 人がスポ

ーツ推進委員を辞めた経緯と公募の結果を教えてください。 
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相澤参事兼社会体育

係長 

12 名のスポーツ推進委員の任期は今年の３月 31 日までとなってい

ます。年度初めの会議において、任期満了につきそのうちの５名が

辞めるという話を聞き了承しました。慣例で辞める委員が次の委員

を推薦することになっていましたが、透明性が薄いため公募しまし

た。現在の委員の意向を確認してから公募するよう理事者からの指

示があったため、委員に確認したところ 12名中 11名が辞めたいと

のことでした。 

次期の委員構成については、広くスポーツを推進する目的でいろい

ろな分野の方に委員になってもらいたいと考えており、幼稚園・保

育園、高齢・障害者スポーツ関係者、小中学校の先生と広くバラン

スよく採用したいと考えました。広報やホームページで募集をした

ところ、現在委員である１名と小中学校の先生３名、幼稚園や保育

園で体育指導の経験がある方、高齢ボランティア支援をされている

方、スポーツ経験者３名の計９名が集まっています。スポーツ分野

の地域おこし協力隊員が採用されれば 10名となります。 

山口職務代理 元の委員の方への意向確認はどのような方法をとりましたか。 

相澤参事兼社会体育

係長 

書面で「引き続き引き受けてくださるか、辞めるか」と「その理由」

「今後に期待すること」の質問項目で意向確認を行いました。 

山口職務代理 ボランティアのような形で引き受けてくださっている方が多い中、

意向を尋ねたらやめたい人が多いのではないかと思います。 

相澤参事兼社会体育

係長 

ボランティアではなく、非常勤の特別職という公務員の位置付けで

あります。意欲と責任を持って取り組んでいたはずなので、これか

らもそうであると思います。 

小林指導主事 今月の学校訪問時の学校の様子について報告。 

屋代委員 Ｐ11の課題のある事例とは具体的にどのような事例でしょうか。 

小林指導主事 配慮の足りない声がけで子どもが傷つき、教室に入りづらくなると

いう事例がありました。 

屋代委員 学校には来ているけれど授業に参加できていない児童生徒も把握す

べきではないでしょうか。大学はその講義を受けないことで拒否す

ることはできますが、小中学校では拒否することはできません。 

小林指導主事 登校はしていますが、授業には参加できない児童生徒についても把

握はしています。 

茂木教育長 どれも解決に向かっています。大学と違い、担任を変えるというも

のではありません。どうやって良くしていくかというところに焦点

を当てたいと思います。 

山口職務代理 長期振興計画に不登校率６％とあります。だんだん改善していると
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は聞いていますが、他地区と比べてどうでしょうか。 

小林指導主事 不登校理由でのデータは県教育委員会の方で出しています。児童生

徒数の変動等もありますので、正確な数字とは言えませんが、御代

田町は今年度の数字で小学校は 1.5％で、中学校は 4.9％となって

います。もう少し人数が減ると全県並みとなります。 

小平学校教育係長 改善傾向にはあります。長期振興計画を作成した時点における不登

校の人数が多いときでした。 

茂木教育長 続きまして、６．議事に入ります。 

＜議案第１号 御代田町学校給食における食物アレルギー等対応補

助金交付要綱の一部を改正する告示案＞について事務局より説明を

お願いいたします。 

藤巻学校給食係長 ＜議案第１号 御代田町学校給食における食物アレルギー等対応補

助金交付要綱の一部を改正する告示案＞について資料に沿って説

明。 

茂木教育長 質疑等ないようですので、＜議案第１号 御代田町学校給食におけ

る食物アレルギー等対応補助金交付要綱の一部を改正する告示案＞

について承認してもよろしいでしょうか。 

委員全員 （承認） 

茂木教育長 続きまして、＜議案第２号 御代田町立小・中学校管理規則の一部

改正案＞について事務局より説明をお願いいたします。 

小平学校教育係長 ＜議案第２号 御代田町立小・中学校管理規則の一部改正案＞につ

いて資料に沿って説明。 

茂木教育長 質疑等ないようですので、＜議案第２号 御代田町立小・中学校管

理規則の一部改正案＞について承認してもよろしいでしょうか。 

委員全員 （承認） 

茂木教育長 続きまして、＜議案第３号 御代田町立小・中学校職員服務規程の

一部改正案＞について事務局より説明をお願いいたします。 

小平学校教育係長 ＜議案第３号 御代田町立小・中学校職員服務規程の一部改正案＞

について資料に沿って説明。 

茂木教育長 質疑等ないようですので、＜議案第３号 御代田町立小・中学校職

員服務規程の一部改正案＞について承認してもよろしいでしょう

か。 

委員全員 （承認） 

茂木教育長 続きまして、＜議案第４号 教職員住宅貸付規定＞について事務局

より説明をお願いいたします。 

小平学校教育係長 ＜議案第４号 教職員住宅貸付規定＞について資料に沿って説明。 
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茂木教育長 質疑等ないようですので、＜議案第４号 教職員住宅貸付規定＞に

ついて承認してもよろしいでしょうか。 

委員全員 （承認） 

茂木教育長 続きまして、＜議案第５号 令和２年度御代田町一般会計補正予算

（第 12号）案＞について事務局より説明をお願いいたします。 

各係長 ＜議案第５号 令和２年度御代田町一般会計補正予算（第 12号）案

＞について堤参事兼博物館係長兼博物館長、相澤参事兼社会体育係

長、小平学校教育係長、藤巻学校給食係長より資料に沿って説明。 

茂木教育長 質疑等ないようですので、＜議案第５号 令和２年度御代田町一般

会計補正予算（第 12号）案＞について承認してもよろしいでしょう

か。 

委員全員 （承認） 

茂木教育長 続きまして、＜議案第６号 令和３年度御代田町一般会計予算案＞

について事務局より説明をお願いいたします。 

各係長 ＜議案第６号 令和３年度御代田町一般会計予算案＞について、小

平学校教育係長、大井生涯学習係長、堤参事兼博物館係長兼博物館

長、大井教育次長補佐兼図書館係長、相澤参事社会体育係長、藤巻

学校給食係長より資料に沿って説明。 

山口職務代理 P127公設学習塾 600万円の内訳についてですが、月額はどのくらい

の金額でしょうか。 

小平学校教育係長 月額ではなく年額の契約となります。運営管理等の事業費・講師と

チューターの人件費・交通費・教材費やテスト代などを含めた額に

なっています。 

茂木教育長 質疑等ないようですので、＜議案第６号 令和３年度御代田町一般

会計予算案＞について承認してもよろしいでしょうか。 

委員全員 （承認） 

小平学校教育係長 ３月行事予定・後援について説明。 

茂木教育長 次回定例教育委員会は、３月 25日（木）午後１時 30分から総合教

育会議が行われますので、終了後の午後２時 30 分からエコールみ

よた大会議室で行います。 

また、４月定例教育委員会は、４月 27日（火）午前９時 30分から

エコールみよた大会議室で行います。 

以上で２月の定例教育委員会を終了します。 

（終了 午後 5時 00分） 


