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会議結果（要旨） 

 

会  議  名 令和２年４月教育委員会会議（定例会） 

開 催 日 時 令和２年４月２３日 午後１時３０分～午後２時３０分 

開 催 場 所 音更町役場 ４階４０１・４０２会議室 

委 員 出 席 者 福地教育長、田中教育長職務代理者、石川委員、種川委員、川井委員 

事 務 局 出 席 者 
八鍬教育部長、藤原学校教育課長、宮田生涯学習課長兼生涯学習係長、佐藤文

化センター館長、川瀬図書館長、加藤スポーツ課長、定村総務係長、櫻井学校

教育係長、遠山主査、安村施設係長 

傍 聴 者 数 無し 

議 題 ・ 諮 問 内 容 

１ 会議録署名委員の指名 

２ 報告第１号   諸般の報告 

３ 報告第２号   教育長職務代理者の指名について 

４ 報告第３号   新型コロナウイルス感染症対策について 

５ 議案第１号   学校運営協議会を設置する対象学校について 

６ 議案第２号   音更町教育研究所所員の委嘱について【秘密会】 

７ 議案第３号   音更町学校評議員の委嘱について【秘密会】 

８ 議案第４号   音更町学校運営協議会委員の任命について【秘密会】 

９ 議案第５号   音更町社会教育委員及び音更町公民館運営審議会委員

の委嘱について【秘密会】 

10 議案第６号   音更町生涯学習推進協議会委員の委嘱について 

【秘密会】 

11 議案第７号   音更町文化財保護審議会委員の委嘱について【秘密会】 

12 議案第８号   音更町図書館協議会委員の委嘱について【秘密会】 

13 議案第９号   音更町スポーツ推進委員の委嘱について【秘密会】 

14 協議案第１号  令和２年度補正予算（案）について【秘密会】 

15 協議案第２号  教育委員の学校訪問について 

会 議 資 料  

会 議 結 果 
議案第１号から第９号につきましては、原案のとおり可決されました。 

協議案第１号、第２号につきましては、原案のとおり決定されました。 

会 議 経 過  別紙会議録のとおり 

お 問 合 せ 先 教育委員会 学校教育課 総務係 
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令和２年４月教育委員会会議（定例会）会議録 

 

と き 令和２年４月２３日 

ところ 役場 ４階 ４０１・４０２会議室 

 

委員会出席者 福地教育長、田中教育長職務代理者、石川委員、種川委員、川井委員 

事務局出席者 八鍬教育部長、藤原学校教育課長、宮田生涯学習課長兼生涯学習係長、佐藤文

化センター館長、川瀬図書館長、加藤スポーツ課長、定村総務係長、櫻井学校

教育係長、遠山主査、安村施設係長 

 傍 聴 者 数 ０人 

 

開会（１３時３０分） 

 

令和２年４月教育委員会会議（定例会） 

 

（教育長） 

本日の出席者は５名で定足数に達しております。 

  ただ今から、令和２年４月の教育委員会会議定例会を開会いたします。 

日程１、会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員は、音更町教育委員会会議規則第７条の規定により種川委員を指名い

たします。 

日程２、報告第１号 諸般の報告を議題といたします。 

事務局の報告を求めます。藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  議案の２ページをお開きください。音更町教育委員会事務報告をいたします。 

  ３月 24 日、火曜日、小学校卒業式が 11 校で行われております。 

  小学校の卒業式につきましては、先月の定例会で報告させていただいたとおり、児童生徒、

その保護者、教職員の参加により実施されております。 

  ３月 27 日、金曜日、退職校長辞令伝達式が行われております。鈴蘭小学校の校長が退職とい

うことで辞令の伝達式をしております。 

  ４月２日、木曜日、教職員辞令伝達式を行っております。校長４名、教頭･主幹教諭９名、一

般教諭等 11 名の 24 名に音更町立学校での勤務を命じる辞令の伝達を行い、教育長から歓迎の

挨拶がありました。 

  ４月５日、日曜日、臨時校長会議を行っております。新型コロナウイルス感染症対策に係る

入学式の対応について協議を行いました。 

  ４月８日、水曜日、小中学校入学式が 15 校で行われております。入学式につきましては、卒

業式と同様の対応とすることとしていましたが、道の対策本部において、「感染確認地域」に該
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当するとされ、新たに示されたガイドラインに基づき、中学校の入学式においては、保護者の

参加を見合わせて実施したところです。 

  ４月９日、木曜日、下士幌小学校、木野東小学校の２校で入学式が行われております。 

  ４月 13 日、月曜日、第１回第 12 地区教科書採択教育委員会協議会が行われております。今

年度は、令和３年度から全面実施される中学校用教科書図書が採択される予定であります。 

  ４月 17 日、金曜日、新型コロナウイルス感染症の対応に関する全道テレビ会議が実施され、

新型コロナウイルス感染症に対応した学校の臨時休業の要請がありました。それを受け、同日、

臨時校長会議を開催しております。道教委の要請を受け、子どもたちの健康と安全を第一に考

え、４月 20 日から５月６日までを臨時休業としたところであります。 

  以上、報告を終わります。 

（教育長） 

  報告が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これで質疑を終わります。 

  本件は、報告済みといたします。 

  日程３、報告第２号 教育長職務代理者の指名についての件を議題とします。 

議案の３ページをご覧ください。この件につきましては、私の方からご説明させていただき

ます。 

本件につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条第２項の規定に基づ

き、令和２年４月１日付けで、田中義博委員を引き続き教育長職務代理者として指名しました

ので、その件についてのご報告を行うものであります。 

教育長職務代理者につきましては、法律によりあらかじめ教育長が指名するものとされてお

りますが、その任期についての定めがなく、教育長が別の委員を職務代理者に指名するまでが

任期とされております。 

しかし、今回のように新たに教育長が任命された場合における、これまでの職務代理者の任

期については、法律の解釈上判然としないため、この際改めて指名を行い、これを公に示すも

のであります。 

何か質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これで質疑を終わります。 

  本件は、報告済みといたします。 

  日程４、報告第３号 新型コロナウイルス感染症対策についての件を議題とします。 

  事務局の報告を求めます。 

藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 
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  報告第３号 新型コロナウイルス感染症対策について、これまでの経過も含めてご説明させ

ていただきます。 

  小中学校に関係する分についての対応の経過ということで、３月 27 日、金曜日、臨時校長会

議を開催しております。内容は、学校再開等についてということであります。 

  同日、教育長通知で「新型コロナウイルス感染症に係る学校の再開等の対応について」とい

うことで、学校が講ずべき措置、具体的な対応というものを各学校に通知しております。 

  ４月５日、日曜日、臨時校長会議を開催しております。入学式の対応ということで実施して

おります。 

道教委から「小学校、中学校、高等学校、および特別支援学校等の再開に当たっての留意事

項について」という通知があり、入学式については、卒業式と同様に保護者の参加を取りやめ

るようにというものが示されています。 

町といたしましては、卒業式において感染対策の措置を講じることにより、卒業式の保護者

の参加を認めていたことから、入学式も同様の対応としましたが、４月１日、新型コロナウイ

ルス感染症専門家会議において、地域区分ごとの基本的な考え方や、想定される対応等が示さ

れたことと、４月２日、北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、北海道の現

状と「感染症確認地域」に該当するとなったことから、中学校のみ保護者の参加を取りやめる

ことといたしました。 

  ４月８日、水曜日、小中学校入学式が 15 校で行われました。 

  ４月９日、木曜日、下士幌小学校、木野東小学校で入学式が行われました。 

  ４月 17 日、金曜日、新型コロナウイルス感染症への対応に係るテレビ会議が開催され、道教

委から 4月 20 日、月曜日から５月６日、水曜日までの間、臨時休業の要請がありました。同日、

臨時校長会議が開催され、学校の臨時休業について協議をいたしました。 

臨時休業に伴う学校の対応といたしましては、児童生徒の健康観察の強化や健康状態の把握。

それから、家庭学習プリント等の用意と、道教委のウェブページ上で「どさんこ学び応援サイ

ト」というものがありまして、それを家庭学習の参考にして活用していただくということで、

情報を各学校に通知しております 

  その他学校行事等の対応については、１学期に実施を予定している、運動会、体育祭、修学

旅行、宿泊研修、遠足など２学期以降に延期することとしております。また、参観日の中止、

PTA 総会の書面開催等も行っております。少年団活動の中止要請、部活動の中止としておりま

す。 

  臨時休業に伴う教育委員会施設の対応としましては、５月 10 日日曜日まで臨時休館、休所と

しております。対象施設は、記載のとおり、屋外運動施設、スポーツセンター等となっており

ます。 

  分散登校については、道教委通知「学校再開後の分散等の実施について」に基づき、臨時休

業期間中の登校日の設定についての通知がありました。本町の方針については、４月 24 日開催

の校長会・教頭会において通知する予定ですが、臨時休業中の登校日は設定しない、５月７日、

８日は一斉登校日で午前授業とし、給食を実施することとしております。 

  教職員等の対応については、臨時休業期間中の在宅勤務を実施するため、実施要領を制定し

ております。４月 21 日に各学校に通知しております。 
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  給食費の対応につきましては、５月の給食費は徴収をしまして、臨時休業に伴う給食費の返

還は後日案内したいと考えております。 

  教育委員会が主催する事業、行事の対応についてでありますが、夏休み期間中に予定してい

た音更町こども姉妹町視察研修は、軽米町と協議し中止としております。 

  スポーツ教室、生涯学習講座関係は６月まで中止し、その後については、関係者と協議を続

けるとしております。 

  OOJC オープンカレッジにつきましては、上半期、９月まで中止いたします。 

  放課後こども教室は６月まで中止。文化センターの行事、図書館のイベント等は６月まで中

止または延期をし、その後は関係者と協議を続けることとしています。 

  学力調査等ということで、１月の定例会で令和２年４月実施の全国学力・学習状況調査につ

いて説明しておりましたが、中止ということになっております。また、全国体力・運動能力、

運動習慣等調査についても中止となっております。 

  以上であります。 

（教育長） 

  説明が終わりました。質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これで質疑を終わります。 

  本件は、報告済みといたします。 

  日程５、議案第１号 学校運営協議会を設置する対象学校についての件を議題とします。 

  事務局の説明を求めます。藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  議案の５ページをお開きください。 

議案第１号、学校運営協議会を設置する対象学校についてであります。 

このことについて、音更町立小中学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第３条

第１項の規定に基づき、次のとおり学校運営協議会を設置するものであります。 

１、学校運営協議会を設置する対象学校は、音更町立駒場小学校であります。 

２、学校運営協議会を設置する日は、令和２年４月１日であります。 

３、対象学校を駒場小学校とする理由につきましては、駒場小学校は、同じ中学校区にある

複式小学校と実施している小小連携や、すでに学校運営協議会を設置している駒場中学校との

小中連携による学習や研修の取組を実施してきた実績があるほか、学校と地域の関わりが深く、

保護者や地域住民の協働体制があるなど一定の基盤が整っていることから、学校運営協議会を

設置する学校として適しているためであります。 

以上、ご説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 
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（教育長） 

  なければ、これで質疑を終わります。 

  これから議案第１号について採決します。 

  本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（各委員） 

  異議なし。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。 

したがって、本件は原案のとおり可決されました。 

  日程６から日程 14 までについては、音更町教育委員会会議規則第 14 条の規定により秘密会

として審議したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（各委員） 

  異議なし。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。ただ今から、会議を秘密会といたします。 

   

（以下、非公開） 

 

本件までにつきましては秘密会で審議してまいりましたが、ここで秘密会を終わりたいと思

います。ご異議ありませんか。 

（各委員）  

 異議なし。 

（教育長） 

 異議なしと認めます。これで秘密会を終わります。 

 

  日程 15、協議案第２号 教育委員の学校訪問についての件を議題とします。 

  事務局の説明を求めます。 

  藤原学校教育課長。 

（教育課長） 

  議案の 17 ページをお開きください。 

協議案第２号 教育委員の学校訪問について。 

このことについて、次により協議をさせていただきます。 

令和２年度教育委員学校訪問実施要領（案）でございます。 

１、訪問期日につきましては、本年は６月から８月までの間に実施し、１か月のうちに２日

間程度訪問いたします。 

２、訪問時間につきましては、１校当たり１時間 30 分程度を基本とし、児童生徒数や学級数

の状況に応じて訪問時間を変更いたします。 
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３、訪問学校につきましては、１日当たり２、３校とし、午前２校、午後１校を目安としま

す。 

４、訪問資料等につきましては、（１）学校経営の重点事項、懸案事項等とする。 

（２）学校で作成する当日の訪問資料の統一化を図る。（３）全校分を事前に配布する。というこ

とです。 

５、訪問日程につきましては、事務局で日程調整をし、５月開催の定例教育委員会に協議案

として提案したいと考えております。 

６、今年度のテーマにつきましては、のちほど協議をさせていただきたいと思います。 

７、その他ということで、新型コロナウイルス感染症対策として、訪問にあたっての留意点

を提示しております。 

今年度のテーマにつきましては、別紙に事務局案を提示していますので、ご協議いただきた

いと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

（教育長） 

  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

    石川委員。 

（石川委員） 

  今年、学校訪問ということで、どうするのか気にはなっていたんですけれども。 

  気になるのは、対応する時間自体学校側が、我々が訪問して見るのもとっても大事だとは思

っているんですけれども、訪問する時間を割いてもらうという部分と、学校以外の者として入

るのは良いのかどうなのかということです。時期が６月以降ですけれども、ある程度落ち着い

ているのかなというのもあるんですが、その辺どうなのかなと思っていたんですけれども。 

（教育長）  

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  あと、もう一つ。授業参観は実施しない、というのは僕は良いと思いますね。例えば、僕自

身、仕事は不特定多数の人たちと会っているので、もしかしたらウイルスを持っているかもし

れないという心配をしているので。今までは、子どもの様子を見たいので授業参観がメインだ

ったけれども、今年度は校長、教頭、先生達に短い時間で挨拶をするパターンにする方が良い

のではないでしょうか。 

 

（教育長） 

  今、お二方からお話があったとおり、事務局の方でも色々考えたところでありまして、まず、

時期をどうするかということと、学校に入って良いかどうかというのを考えました。 

  今のままではできないのかなと思っていますけれども、もう少し状況が落ち着いてきてとい

うことになれば、まず訪問すること自体は良いのかなと。ただ、それに当たっても、授業参観

は控えたほうが良いだろうということで、田中教育長職務代理者からお話があったとおり、校

長室か会議室かわかりませんけれども、そういったところでお話を聞くという場を設定すると

いうことに留めた方が良いのではないか、ということと、テーマのところに関わってくるんで
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すけれども、一つは時間を短くしてやるというのと、今までは子どもたちの様子を見るための

時間があったものを、もう一つ付随するテーマみたいなものを設定して、二つくらいのテーマ

にしてお話を聞くというのもありかなと。この辺は、時間の配分等もありますので、教育委員

の皆さんとご相談をさせていただきたいと思っていたところなんですが。テーマの話になって

きますが、なかなか今コロナの対応っていうのは外せないのかなと思っていた時に、従来の課

題とされたものの一つくらいはやっておきたいということになれば、二つくらいのテーマにし

て聞いていく時間はあるのかなとも思ってはいました。 

  田中教育長職代理者。 

（教育長職務代理者） 

  僕が思っているのは、学校に行けるようになったら、先生達を励ましてあげたいんですよ。

先生達に頑張ってくれてありがとう、ということを伝えることをした方が良いと思うんです。

ただ、時間を無駄に長くしてはいけないし、複式校で大きなテーマを二つするのは結構大変だ

と思います。その辺を臨機応変に考えないといけないと思います。 

（教育長） 

  種川委員。 

（種川委員） 

  こういう状況なので、テーマを増やさないで滞在時間を短くする方向でいった方が良いのか

なと思ったりもします。６月というのもどうですかね。 

（教育長） 

  時間を短く取れれば、設定する日にちも少なくなりますので、多少後半にもっていっても回

りきれるというのもありますし。 

（教育長職務代理者） 

  例えば、授業参観を見れないのであれば、夏休みは校長、教頭、先生達はいるだろうから、

そこを利用して話をするというのもいいのかもしれません。それも一つかなと思いますけれど

も、どうですかね。 

（石川委員） 

  極端な話ですけれども、天気が良ければ外で話をするのもいいのかなと。夏休みとかのお話

になってくれば、もっと色々場所とかできるのかなと思いました。 

（教育長職務代理者） 

  そうすると、焦って子どもたちに合わせなくて良いから調整しやすいかなと。 

（教育長） 

  そうしましたら、今いただいたような意見を基に、６月が無理であれば少し後ろにずらした

り、夏休みを活用したりという期間を設定をしながら、短期間で学校を訪問するということま

では行う、ということでよろしいでしょうか。 

（各委員） 

  良いと思います。 

（教育長） 

  他にこのことについてはよろしいですか。 

（各委員） 
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  はい。 

（教育長） 

  それでは、テーマの方に入らせていただきたいと思います。 

  藤原学校教育課長。 

（学校教育課長） 

  学校訪問のテーマにつきましては、事務局案として４点挙げさせていただきます。 

１「新型コロナウイルス感染症対策に係る学習等への影響と対応状況について」であります。 

臨時休校に伴う未履修など、新型コロナウイルス感染症対策による児童生徒の学習等への影

響と学校における対応状況を把握し、課題を明確にしていただきたいと考えております。 

２「教職員の働き方改革について」であります。 

教職員の働き方改革について、各学校における勤務実態や取り組み状況を把握し、課題を明

確にしたいと考えております。 

３「学校における災害時の対応について」であります。 

毎年、台風、水害、大雪など全国で災害が発生しています。 

児童生徒の安全確保のために、災害等に備えた対応や防災教育の取組等について、各学校の

安全教育の状況を把握し、課題を明確にしたいと考えております。 

４「教育活動における地域との関わりについて」であります。 

現在、学校と地域がどのような関わりを持っているのかを把握し、学校と地域が連携・協働

して子どもたちの成長を支えていくための仕組みや課題を検討していくものであります。 

  以上であります。 

（教育長） 

  説明が終わりました。 

  それでは、ご意見等あれば。 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  今こんな大変な時期なので、思い切って新型コロナウイルスに関することだけっていうのは

駄目ですか。校長、教頭からこういうところに苦労しているとか話を聞きたいですね。 

（教育長） 

  他にありますか。 

  石川委員。 

（石川委員） 

  今、田中教育長職務代理者がおっしゃっていた方向性で良いのかなと思います。 

  その中には、合わせて働き方改革には直接は結びつかないかもしれませんが、交代しながら

勤務をされているんですよね。そんな中でゆっくり考えてもらえるところもあるのかなってい

う気もするんですね。積極的に色々してもらうというよりは、振り返ってみてもらうといいま

すか。前向きではないですけれども、こんな機会もないので関連付けないかなと。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 
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  コロナで授業がなくなりました、資料作りをしているなどの中でわかったことがあるかも知

れないってことでしょ。無駄だったこととかあるかも知れないし、そういうところを見直しす

る時間もあると思うんですよ。そういうのを含めてということでしょ。それは働き方改革に影

響があるかもしれない。今回のは十分働き方改革に関係していると思いますよ。 

（教育長） 

  そうすると、今回コロナのことをメインにして、そこから見えてくる今後に向けてっていう

ような新しい動きというようなことですね。 

  他に何かありますか。 

  それでは、他になければテーマの方を決めたいと思います。 

  この１番の新型コロナウイルス感染症対策に係る学習等への影響と対応状況と、今後に向け

た対応についてとか、そのような形にさせていただきたいと思います。 

（種川委員） 

  １ついいですか。 

（教育長） 

  種川委員。 

（種川委員） 

  資料等は極力最小限で、口頭で済むものは口頭でしていただいて構いませんというふうに付

け加えてくだされば。 

（教育長） 

  わかりました。 

  それでは、これから協議案第２号 教育委員の学校訪問についての件を採決します。 

  学校訪問のテーマにつきましては、新型コロナウイルスの関係の影響と、今後に向けてのや

るべきことというような形でさせていただきたい思いますが、そういうことで決定することに

ご異議ありませんでしょうか。 

（各委員） 

  異議なし。 

（教育長） 

  異議なしと認めます。 

  そのとおり決定されました。 

  これで、本会議に付されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

  提案議案以外に教育委員、事務局から何かあれば発言してください。 

  石川委員。 

（石川委員） 

  今年度からタブレットが使われるということで、これからなので学校が休みとかの活用、先

に入っていれば、今回のようなことになると色々活用できたのかなということもあったんです

けれども。というのと、これから順調に進んで入っていくのかなというのと年をまたぐという

のを急がなくていいのかなとか、何かそんなお話は出ているんでしょうか。 

（教育長） 
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  GIGA スクール構想の推進ということで、今年度まず通信環境を各学校に整備をして、全小中

学校に校内高速通信環境を整備して、それと合わせて国の令和２年度に行われる補正予算を活

用して１人１台のタブレットを今年度から４年かけて整備するというということで進んでおり

ます。ところが、国の経済対策の補正の中に、GIGA スクール構想の加速化というような項目が

入ってまいりまして、今年度１年ですべての小中学生に１人１台配置することということが謳

われました。実際上は、物がないということで１年で終わらない場合については、令和３年度

までかかってもいいというような形で、今回補正予算の中に入っています。前年度までにいわ

れていた GIGA スクール構想のタブレットというのは、Wi-Fi 環境の中でしか使えないタブレッ

トだったんですけれども、これを今回のようなことを教訓に各家庭に持ち帰ってもいいような

形にするということまで出てきていまして、家で Wi-Fi が使えないご家庭には Wi-Fi ルーター

を持たせてあげるというようなことも構想に入ってきました。ただこれも、物があるとかない

とか、維持費はどうするんだとか通信費はどうするとか、そういう細かいところが全く分から

ない状況でして、これが今後そう遠くない時期に国から明らかにされてくると思いますので、

地方負担も当然出てきますから、その辺を含めて全国的に大きな話題になるかなと思います。

そこが解決されていけば、家庭でｅ-ラーニングとかができるという形になります。かなり対応

は進むと思います。ですが、今の時点ではまだそこまではいかないというのが実情です。 

  石川委員。 

（石川委員） 

  家庭でも使える状況というか、光通信の環境整備というのも含めて、学校だけではなくて、

通信環境の整備ということで合わせて進んでいってもらえないかなと思います。 

（教育長） 

  高速通信網の整備というのは、学校教育分野だけではなくて産業分野だとかにおいても今求

められておりますので、音更町としても進めたいとは思っているんですけれども。地理的に非

常に広い音更町は、近隣の町や村のような国の手厚い支援は受けられない町であるというのが

大きなネックになっておりまして、良い助成制度がないかどうかみてはいるんですけれども、

なかなかそこまでが行き届かない、どうしても国の制度に乗らなければできないというような

状況の中で、無線のルーターを使ってそれぞれが行うということが今できる最善の策というこ

とで行っているということになります。 

（教育長職務代理者） 

  家庭で差が出るのはまずいですね。やっぱり通信網を整備するのは大変なんですね。 

（教育長） 

  今回こういった事態が起こって何人か町内の社長さん方と会う機会があったんですけれども、

東京に行かなくても東京の人と会議ができる、今までなんでこんなに時間とお金をかけていた

んだろうということに気付いたと。海外に行かなくても、海外の人と仕事ができる、そういう

時代になっているんだということですので、コロナから得る教訓は大きいものがあるんだと思

いますし、社会が変わっていくきっかけになるんだろうと思います。 

（石川委員） 

  それで、学校訪問のところにもかかるかなと思うんですけれども、先生たちの実感がどんな

だったのかなと伺ってみたいなと思いました。 
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（教育長） 

  いずれにしても GIGA スクール構想が進んでいきますと、先生方にも研修を受けていただいて

そういったスキルというものを上げていっていかなければならないので、今すぐにでもできる

先生とそうでない先生が混在していると思いますから、その辺の実態というのも聞いてみるの

は必要かなと思います。 

  他に何かありませんか。 

（各委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これをもちまして令和２年４月の教育委員会会議定例会を閉会いたします。 

 

閉会（１４時３０分） 

 


