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（
）は、発言なし部分
議 題 ･ 高橋教育長
（開会（午後１時３０分））
発言･
ただ今から、令和２年第１４回登米市教育委員会１２月定例会議を
結果
開会します。開会時間は午後１時３０分とします。
高橋教育長

高橋教育長

前回までの会議録の承認については、事前配布により、内容を確認
していただいていることとし、説明を省略させていただきたいと思い
ます。
会議録の内容についてご異議ありませんか。
（
「なし」の声あり）

高橋教育長

ご異議がないものと認め、承認することとします。

高橋教育長

会議録署名委員の指名を行います。
私から指名してよろしいでしょうか。
（
「はい」の声あり）

高橋教育長

ご異議がないようですので、１番 畠山委員、２番 小野寺委員に
お願いします。

高橋教育長

日程第１、報告第２３号「一般事務報告について」を上程します。
「教育長の一般事務報告について」、私から報告いたします。

高橋教育長

（一般事務報告について、令和２年１１月１８日から令和２年１２
月２４日までの会議・行事等への出席状況やその概要などについ
て、別紙資料１及び資料１-②に基づき報告）

高橋教育長

（教育長の）一般事務報告が終わりました。この件についてご質問は
ありませんか。

須藤委員

新型コロナウイルス感染症対応では、土日関係なく連日の対応であ
り、大変ご苦労様である。新型コロナウイルス感染症対策本部会議の
メンバー構成について教えてほしい。

高橋教育長

本部長が熊谷市長であり、副本部長が渡邉副市長、千葉病院事業管
理者、そして教育長の私である。委員は部長級の職員であり、教育委
員会関係では大森部長がメンバーである。その他、各総合支所の支所
長など幅広いメンバーで感染対策や情報共有等を行っている。また各
教育委員の皆様には教育総務課の職員から、その都度、情報提供をさ
せていただいている。新型コロナの感染が収束せず、まだ感染拡大す
るのではないかと懸念している。

須藤委員

登米市の場合は本部会議等で保健所や医師から助言をいただくこと
はあるのか。

高橋教育長

教育委員会では窓口を二階堂学校教育管理監として、登米保健所と
連携・情報共有をしている。詳細は二階堂学校教育管理監から説明さ
せる。
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議 題 ･ 二階堂次長兼
個人情報が厳しく管理されていることもあり、教育委員会は私が窓
発 言 ･ 学校教育管理 口となり、登米保健所と随時連絡を取り合っている。子どもがＰＣＲ
結果
監
検査を受けることや学校に調査が入る時等、いち早く連絡をもらうこ
ととしている。連絡は夜中でもあり、私から教育長に伝えながら迅速
な対応ができるようにしており、また、学校に保護者から情報があれ
ば、学校から私に情報が入るようにもしている。
大久保委員

資料１－②「５ 12 月登米市部長等連絡調整会議」の中で、成人式
の開催について協議されている。現在、成人式は延期となったが、こ
の調整会議の時点では方向性等話し合われたのか。

日野生涯学習
課長兼東京オ
リンピック・
パラリンピッ
ク推進室長

この部長等連絡調整会議の頃は、まだ２部形式とし、保護者を除い
て、感染対策を徹底した上で実施することで進めていた。成人式対象
者への通知は対象者の名前で通知しているが、自宅には通知が届いて
いるものの学生等のため関東等におり、家にいる親が子どもの名前で
通知されていることから、封を切らずに分からないままである可能性
もあると思った。このことから無観客で２部形式等により実施するこ
とをマスコミを通して皆さんに知っていただくため、部長等連絡調整
会議の案件とした。調整会議後、マスコミに投げ込みし、２～３日後
の河北新報において、無観客で２部形式等による成人式開催について
の記事が掲載され、各家庭に周知となったものである。

大久保委員

この時点では新型コロナウイルスの感染拡大が予見できなかったと
いうことか。最終的には延期となったが。

高橋教育長

そのとおりである。最終的には市長、私、大森部長、日野生涯学習
課長で協議し、新型コロナウイルス感染拡大の状況から、成人式の延
期が必要と判断し、マスコミに投げ込み、延期の周知を図ったもので
ある。

佐竹委員

資料１－②「６ 第 18 回新型コロナウイルス感染症対策本部会議」
に関連し、小学校での新型コロナウイルス感染症の対応や問題点、ま
た冬休み明けの衛生管理について、手洗い場の管理やアクリル板の設
置等、衛生管理の対応策についてお聞きしたい。

二階堂次長兼
報道にあるように市内では宝江、上沼、石越小学校、豊里小・中学
学校教育管理 校、豊里幼稚園、南方小学校で児童等や教職員の感染が確認され、そ
監
の後臨時休業して対応してきた。保健所で濃厚接触者の特定をした後、
ＰＣＲの検査対象が全校児童等かクラスの児童等とされている。心配
する保護者から電話が寄せられたりしたが、その時は保健所から丁寧
な確認があり、対応したことをお話しし、理解をいただいた。消毒に
ついては、事前に保健所と打合せをし、ウイルスは 72 時間で消えるこ
とやアルコール・次亜塩素酸ナトリウムを使用し、教職員でも消毒は
可能だと説明を受けていたが、宝江、上沼、石越小学校は業者による
消毒作業を実施した。豊里小・中学校、豊里幼稚園、南方小学校につ
いては保健所の指導の下、教職員等で消毒作業を実施した。教職員の
頑張りもあり、学校での感染は一人も発生しておらず、今後も感染予
防対策を継続して徹底してほしいと各校長には話している。なお、一
番心配しているのは誹謗中傷であり、心のケアである。市民の皆さん
には新型コロナウイルス５つの感染対策や誹謗中傷に関するチラシを
活用し、子どもや親に感染した子どもを特定するようなことを行わな
いよう、校長を中心に取り組むよう指導している。
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議 題 ･ 新田学校教育
文科省の学校における新型コロナウイルス感染症対策マニュアルが
発 言 ･ 課長
あり、マニュアルには新しい学校生活の取組の中で、教室内での対応
結果
や部活での取組等が例示されている。これに基づき手洗いの徹底、寒
い時期だが定期的な換気等を実施し、これまでの感染対策で十分対応
できていると思う。学校のみならず、市内の公共施設の大半ではトイ
レを中心に非接触型の蛇口の整備を進めており、まだ工事中だが年明
けから順次竣工する予定である。トイレが共有スペースで一番危ない
ところということで、非接触型の蛇口の整備を進めている。二階堂学
校教育管理監の話のとおり、家庭内感染の児童はあったが、学校内で
の児童の感染は確認されていない。ＰＣＲ検査でも全員陰性だったこ
とから、これまでの学校での取組が良かったと思う。これからの時期
は乾燥し、感染しやすい時期なので、換気等これまでの取組を徹底し
感染防止に努めていきたい。
高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）

高橋教育長

ご質問がないようですので、報告第２３号「一般事務報告について」
は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）

高橋教育長

ご異議がないようですので、日程第１、報告第２３号「一般事務報
告について」は、報告のとおり承認することとします。

高橋教育長

日程第２、報告第２４号「専決処分の報告について（令和２年度登
米市一般会計補正予算（第７号）に対する意見聴取について）」を上程
します。

高橋教育長

事務局から説明をお願いします。

大森教育部長

（議案を朗読）

担当課長等

（議案内容を別添資料に基づき説明）
歳出：各課・室長

高橋教育長
畠山委員

説明が終わりました。ご質問はありませんか。
資料２－③一般・特別会計補正予算の概要９、10 ページの音声文字
化システム機器の関連で、聴覚に障害がある児童等の所属の学校はど
こか。

千葉活き生き
学校支援室長

小学校は錦織小学校、中学校は佐沼中学校と南方中学校である。

高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）

高橋教育長

ご質問がないようですので、報告第２４号「専決処分の報告につい
て（令和２年度登米市一般会計補正予算（第７号）に対する意見聴取
について）
」は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。
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議題･
発言･
結果
高橋教育長

（
「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので、日程第２、報告第２４号「専決処分の
報告について（令和２年度登米市一般会計補正予算（第７号）に対す
る意見聴取について）」は、報告のとおり承認することとします。

小林教育総務
以上で議事は全て終了しました。
課長兼学校再
それでは、次回の教育委員会定例会議の開催日程についてお願いし
編推進室長
ます。
高橋教育長

次回は、令和３年１月２７日（水）の午後１時３０分開催でお願い
したいと思います。会場については、後日改めて連絡いたします。

高橋教育長

令和３年１月２７日（水）の午後１時３０分から行うことにご異議
ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）

高橋教育長

高橋教育長

ご異議がないようですので、次回の会議の日程は令和３年１月２７
日（水）の午後１時３０分から行うことで決定します。

午後２時００分、閉会を宣言します。
大変ご苦労様でした。
閉会（午後２時００分）

そ の
他

以下の９件について、資料に基づいて事務局から説明し、内容を確
認していただきました。
（１）登米市教育振興基本計画の見直しについて
（２）登米市教育振興基本計画学校教育編推進計画の見直しについ
て
（３）登米市教育振興基本計画生涯学習編推進計画の見直しについ
て
（４）第１１回総合教育会議について
（５）令和３年度登米市教育基本方針（素案）について
（６）登米市立小中学校等再編構想の見直しについて
（７）１１月の生徒指導状況について
（８）令和２年登米市議会定例会１２月定期議会一般質問について
（９）令和３年登米市成人式の延期について
散会時間は、午後３時３５分
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上記記録は正確であることを認め、ここに署名する。
令和３年１月

日

会議録署名委員
委

員

㊞

委

員

㊞

その他の概要
（１） 登米市教育振興基本計画の見直しについて（小林教育総務課兼学校再編推進室長 説明）
・資料６により、登米市教育振興基本計画の見直しについて説明を行う。
（２） 登米市教育振興基本計画学校教育編推進計画の見直しについて（新田学校教育課長 説明）
・資料７により、登米市教育振興基本計画学校教育編推進計画の見直しについて説明を行
う。
（３） 登米市教育振興基本計画生涯学習編推進計画の見直しについて（日野生涯学習課長 説明）
・資料８により、登米市教育振興基本計画生涯学習編推進計画の見直しについて説明を行
う。
（４）第１１回総合教育会議について（小林教育総務課兼学校再編推進室長 説明）
・資料３により、第１１回総合教育会議について説明を行う。
（５） 令和３年度登米市教育基本方針（素案）について
（小林教育総務課兼学校再編推進室長 説明）
・資料４、５により、令和３年度登米市教育基本方針（素案）について説明を行う。
（６）登米市立小中学校等再編構想の見直しについて
（小林教育総務課兼学校再編推進室長 説明）
・資料９により、登米市立小中学校等再編構想の見直しについて説明を行う。
（７）１１月の生徒指導状況について（千葉活き生き学校支援室長 説明）
・資料１０により、１１月の生徒指導状況について説明を行う。
（８）令和２年登米市議会定例会１２月定期議会一般質問について
（小林教育総務課兼学校再編推進室長 説明）
・資料１１により、令和２年登米市議会定例会１２月定期議会一般質問について説明を行
う。
（９）令和３年登米市成人式の延期について（日野生涯学習課長 説明）
・資料１２により、令和３年登米市成人式の延期について説明を行う。
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