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令和２年５月教育委員会会議（臨時会）会議録 

 

と き 令和２年５月７日 

ところ 役場 ２階 第１・第２委員会室 

 

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５月教育委員会会議（臨時会） 

 

（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５月の教育委員会会議臨時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条の規定により川井委員を指名い

たします。 

日程２、報告第１号 新型コロナウイルス感染症対策に係る学校の臨時休業の延長等につい

てを議題とします。 

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） 

  報告第１号 新型コロナウイルス感染症対策に係る学校の臨時休業の延長等についてであり

ます。 

  議案の３ページをご覧ください。 

  定例会で報告した内容と重なる部分もございますが、小中学校関係（１）対応の経過という

ことで、４月 24 日、金曜日、定例校長・教頭会議が行われております。 

  その中で令和２年度主要事業の概要についての他、新型コロナウイルス対策の関係も協議さ

れております。 

  同じく４月 24 日、金曜日、教育長通知で学校における臨時休業期間中の登校日の設定と学校

再開後の対応についてということで通知をしております。内容につきましては、臨時休業期間

中の登校日を設定しないで、電話等による健康状態や学習状況の把握ということと、５月７日、

８日を一斉登校ということを通知しているところです。 
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  ４月 30 日、木曜日、令和２年度第２回町議会臨時会が開催されました。そこで教育委員会の

補正予算が可決されております。新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品等の購入であり

ます。 

  ４月 30 日、木曜日、市町村教育委員会教育長テレビ会議が実施されております。休業延長に

係る基本的な考え方等がテレビ会議で行われております。 

  ５月１日、金曜日、臨時校長会議を開催しております。その中で、臨時休業の延長というこ

とで協議を行っております。 

  ５月４日、月曜日、道教委から新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の更なる要請

についてということで通知がありました。本日５月７日、木曜日、臨時校長会を実施しており

ます。 

  （２）臨時休業についてということでありますが、４月 17 日、金曜日、令和２年４月 20 日、

月曜日から５月６日、水曜日の間を臨時休業としておりました。 

  その後、４月 24 日、金曜日、教育長通知で令和２年５月７日、８日を一斉登校、午前授業と

し、給食を実施するという通知をしております。 

  その後、５月１日、金曜日、教育長通知で、臨時休業期間を５月 10 日、日曜日まで延長する

ということで、一斉登校は中止しております。 

  本日５月７日木曜日、臨時校長会議を開催しております。道教委通知「新型コロナウイルス

感染症に対応した臨時休業の更なる要請について（通知）」の要請を受け、５月 31 日まで臨時

休業を延長することとしております。 

  （３）分散登校についてであります。 

  先程の道教委からの通知の要請を受けまして、分散登校の準備を進めるということで、臨時

休業期間中の分散登校につきましては、５月 18 日から順次実施いたします。 

  小規模校、大規模校関係なく町内統一した授業時数とします。 

  分散登校期間中に、小学校１、２学年は５日間登校出席し授業時数を 20 時間とします。 

小学校３、４学年は４日間登校出席し授業時数を 18 時間とします。 

小学校５、６学年は５日間登校出席し授業時数を 24 時間に設定します。 

中学校につきましては、１、２学年は４日間登校出席し授業時数を 20 時間、３年生につきま

しては、５日間登校出席し授業時数を 24 時間と設定しております。 

大規模校においては、20 人を目安として必要に応じて学級をグループ分けし、児童生徒の間

に可能な限り距離を確保し、対面とならない形で教育活動を行います。ただし、児童生徒間の

距離が確保できる場合は、20 人以上になっても構わないものとしております。例えば、多目的

広場や体育館等を利用してということになろうかと思います。 

学校の一部を休業とした日数は、授業日数に含み、児童生徒の出欠を取る。保護者が感染で

不安を感じるなどやむを得ず登校できない児童生徒に対しては、校長が出席しなくてもよいと

認める日とするということにしております。 

部活動等は、学校再開後まで中止するということであります。 

次に学校給食についてであります。分散登校に伴いまして、給食を実施することとしており

ます。メニュー等につきましては、現在詳細を詰めているところであります。給食の盛り付け、

配膳は教職員が行い、学校給食等の持ち帰りはさせないこととしております。 
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また、委員会所管の施設でありますが、５月 31 日まで休館、休所とします。 

次に、図書の宅配サービスの実施ということで、臨時休館中に、希望者のご自宅に本を届け

るサービスを実施いたします。５月１日から実施しておりまして、５月 24 日まで実施する方向

であります。 

その他でありますが、令和２年度就学援助申請の受付を５月 29 日まで延長。また、令和２年

度奨学資金申請の受付を６月 12 日まで延長する予定であります。これは、コロナ対策で確定申

告の期限の延長等の影響もありまして期間の延長をすることと、奨学資金につきましては、高

校等の書類を整えるということもありまして、学校が休校になっているところがありますので、

そういうところも含めまして現在６月 12 日まで延長する予定であります。 

以上であります。 

（教育長） 

報告が終わりました。若干、臨時休業中の分散登校についての説明が、時数とか言葉だけで

はわかりづらい感じもあるんですが。 

八鍬教育部長。 

（教育部長） 

  分散登校のことにつきまして、更に具体的にご説明をさせていただきたいと思います。 

  分散登校の考え方につきましては、文科省の方からも例を示させていただいておりますが、

音更町の場合につきましては、１つのクラスを２つのグループに分けて登校させましょうと。

日にちを変えて１日目がＡグループ、２日目がＢグループと。これが先程申しましたように、

１つのクラスに大体 40 人が定員ということで密になりますので、密を避けるために２つに分け

ると。それを各クラスごとに分けまして、１日目も２日目も同じ授業を受けるような形で最終

的には行っていただくような形になるかと思います。 

  時数の関係につきましては、小学１・２年、３・４年、５・６年。それから、中学１・２年

と３年ということで、細かく分かれているんですが、文科省の方からは最終学年である小学６

年、中学３年、まだ通い始めたばかりの小学１年につきましては、分散登校期間中における登

校を他の学年よりは増やしましょうという指導がありまして、２週に渡って分散登校の期間が

ありますので、１週目よりは２週目の方が少し登校回数、もしくはその日の時数を増やしまし

ょうと。徐々に再開に向けて体を学校生活に慣らすような形で組んでくださいというような指

導がございまして、今日校長会の方ともご相談をさせていただきまして、小学１年については

まだ学校が始まったばかりなので、登校回数は 10 日間で５日、２日に１回という形なんですが、

授業については４時間に揃えましょうという形にしております。他の学年につきましては、最

初から４時間、午前授業で、次の週から６時間という形で徐々に時数を増やして慣らしていく

ような組み方をさせていただいておりまして、いずれも給食につきましては実施をするという

形になっております。 

  当然、スクールバスにつきましても使用していただく形で、今現在、学校の方にどの日に、

どなたが出席するのかを取りまとめを依頼しているところでございます。 

  基本的には、教育委員会で例示をさせていただいたのは、２日に分けてＡグループかＢグル

ープどちらかが登校するということです。ただし、小規模校についてはグループ分けすること
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がありませんので、これにつきましては、クラスごと１日目、２日目どちらかに登校させると

いう形で学校の方に設定をしていただき、分散登校を実施するということになっております。 

  大体イメージはつかめましたでしょうか。 

  音更の分散登校についてはこのような方法で実施するということにしております。 

  以上です。 

（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。 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  今のことを校長会にお話をして、先生達の反応はどうでしょうか。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長） 

  今日午前中に校長先生方と分散登校の出席時数とかも農村部と市街地校でも意見がありまし

た。最終的には午前中に校長会の方で取りまとめをしていただいて１・２年生、３・４年生、

５・６年生という複式学級方式の登校の方が良いのではないかということで、そこは統一して

いただきました。子どもたちに教える先生は変わらない方がやりやすいんではないかなという

感じはしています。学校が始まったばかりなので、担任が変わった時にはまだ慣れはないかも

しれませんが、基本的には２日に分けてクラスは登校しますけれども、同じ先生が教えるとい

うことで、特に１年生においては本格再開になった時には、なじみやすいのかなと。同じ授業

を２回しなければならないのですが、後々を考えるとこういう方法の方が良いのかなというふ

うに思っていますけれど。なにせ、これまでに経験のない形になっていますので、先生方にも

子どもたちに対応していただくような形で授業をしていただければというふうにこちらの方は

お願いをしたいなと思っております。 

  以上です。 

（教育長） 

  校長会の中で色々ご意見を伺ったりしているんですが、やはり４月 17 日の金曜日までの間と

いうのは、昨年度の未履修分を教えるのに時間を費やしてしまっている状態で、４月 20 日から

休業ということになったものですから、新年度の授業はほとんど新しい教科書をまだ開けてい

ないという状況があります。そんな中で、家庭学習だけを課してしまっているので、今回の分

散登校が始まったことによって、初めて授業ができるという状況なんですけれども、これが１

日おきとか飛び飛びでやることによる効果っていうのが非常に難しいなというふうな反応の話

は起きてきています。ただ、そこは課題を渡してありますので、その指導を含めてやっていく

ような形で、この後につなげていくための準備期間というような教え方になるだろうというこ

とで聞いております。 

  今は、31 日までという期間が示されておりますので、あくまでもそこを目標に組んでいると

いうことになります。もしかしたら今道知事が言っているように、14 日の国の方針を受けて 15

日の道の対策本部で変わるかもしれませんけれども、それは、今後の感染状況を見てというこ

とになりますので。今回は、授業時数に含めるか含めないかという議論になりまして、文科省
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の方から含めても良いし、含めなくても良いという両方の考え方が示されたんですけれども、

授業時数に入れないで任意登校とした場合には、その中で授業をするということになりますと、

結局不安だから行かせたくないとか、任意なので行かなくてもいいんでしょということになっ

てしまいます。授業が進んでいくと、やはり不平等とかそういう事が起こるので、音更は今回

授業日に数える、教育課程上の日数にカウントしますということを予め保護者にお知らせした

上で登校してくださいと。その上で、どうしても感染に不安があるということがあれば申し出

てくださいと。それは欠席扱いにはしませんという救済措置を設けるということです。他の町

では、任意登校でいくところもあるというのも聞いています。 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  僕も任意登校じゃないのは賛成です。衛生面とかに本当に気を遣わないといけないというこ

とはあると思うんですけど。  

（教育長） 

  川井委員は何かございますか。 

（川井委員） 

  登校日で良いと思います。心配は心配ですけど、十勝で感染者がすごく出ているわけでもな

いので、少し半々な気持ちです。保護者も学校に行かせたいし、心配な部分もあるけど、登校

日にして家庭でも気を付けながら学校でも気を付けていただいていった方が、子どもにとって

も良いのかなと思います。 

（教育長） 

  登校するにあたって、衛生面とか気をつけて欲しいこととかありますか。 

（川井委員） 

  給食の時が一番心配なのかなと思いますけど。 

  中学生はお話を聞くと、無言でひたすら食べている状態で。小学生はやっぱりしゃべってし

まう子どももいると思うので。ただ、分散登校の時は人数が少なくて、ある程度距離が保てる

と思うのでその辺は良いのかなと思います。 

  あと、体育の時にずっとマスクをしているのもつらいからはずしてしまって、また授業の時

にマスクをして、給食を食べるというのは意味があるのかなと。体育館が密集してしまうので

公園に行って、マスクをはずしてたってなると、その辺がどうかなと。マスクをしたままでも

出来る体育のメニューにしたりする必要があるのかなと。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長） 

  マスクの問題ですが、まず１枚目のマスクについては文科省からゴールデンウィーク前後に

は届いたということで、第２弾は５月中に届く予定です。 

  あと、教育委員会も購入して５月末までにはお渡しをしようとする予定です。基本的には、

マスクを着用したままということで、最大限に配慮をして、三密や飛沫防止、感染防止の対策

を取れるような形で授業を行うのが本来であろうかと思います。 
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  ですから、音楽の授業も歌わないといった形で制限されている部分がありますので、体育に

おいてもマスクをしたままできるような工夫、メニューを学校の方も考えていただければ良い

かなと思います。 

（教育長）   

  体育の授業は基本、密集密接をしないようなメニューにしてくださいということで文科省か

ら出ていますので、その辺は気を付けさせるようにしたいと思います。 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  一般的にマスクは、自分が移るんじゃなくて、人に移さないためのものなので、先生方には

子ども達にマスクをしない人は悪い人というのではなくて、マスクをする意味を理解させるよ

うに徹底した方が良いと思うんですよね。運動する時にマスクはきついので、離れた状態でで

きるようなメニューにするとか。そういう工夫の方がずっと効果はあると思います。 

（教育長） 

  そのようにお話をさせていただきたいと思います。 

  種川委員。 

（種川委員） 

  学校での感染対策をこのようにします、ということを保護者の方に伝えるということは、ぜ

ひやっていただきたいなと思います。各学校で工夫する部分もあると思うんですが、全町的に

見ると異なっているということがないように、その辺は足並みを揃える必要があるのかなと。

保護者の方は学校へ通わせている時に、感染してしまうのではないかと不安に思うと思うので、

その辺を丁寧に伝えるというのが大事なのかなと。とにかく保護者の不安を少しでも除くって

いうことをしなければなと思っております。 

  前回の教育委員会会議の時にアルコール等は学校等で十分に使えるように用意をしています、

というようなことも保護者の方に伝えれば、安心できると思うのでぜひ発信していただければ

なと思います。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長） 

  今回改めて分散登校が始まるということもありますので、文書なり何らかの形で保護者の方

に伝わるような方策は考えていきたいというふうに思いますし、学校の方にもできるだけそう

いった形の安心感を与えるような周知をしてもらえるようにお伝えはしたいなと思います。 

（教育長） 

  ３月の分散登校をした時には、各学校の通知内容がかなり違っていました。ものすごく感染

防止対策を具体的に書いて安心して学校に登校してくださいという学校と、そういうことがほ

とんど書かれていない学校がありまして、今ＳＮＳの時代なので保護者の間で回されてまして。

うちの学校の案内だととても学校に行かせられないと、他の学校の案内だと安心して学校に行

かせられるという投書もいただいております。それで、各学校にそういう話をしまして、追加

で丁寧に案内してくださいという話をさせていただいております。その後は保護者のクレーム、
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投書も収まっております。どこまで細かくいえるか分かりませんけれども、安心していただけ

るような表現を工夫するということでさせていただきたいと思います。 

  田中教育長職務代理者。 

 （教育長職務代理者） 

発熱しているとかは今までどおりでしょ。あと、休ませるというか、どうしても感染が怖い

ということであれば校長が出席しなくても良い日と認めるということもしっかりと明記すると

いうことなんでしょ。熱が出た時には登校させないということを大原則に書いていただいて。 

（教育長） 

これまでも風邪の症状がある場合には、登校を控えてくださいという形で欠席になりません

ということでしておりますので。ただ、明確に保護者の方にどこまでどんなふうに伝わってい

るかっていうのもありますので。学校と教育委員会の間では共有されていても保護者にどこま

でいっているかというのもありますので。そこはちょっと気をつけていきます。 

（種川委員） 

  保護者によっては、多少具合が悪そうでも学校に行きなさいということもありますよね。そ

れは、学校の入口でチェックするというのは可能でしょうか。例えば、熱をそこで測るとか。

そういう子は別室で他の子に触れさせないようにするとか。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長） 

  基本は家庭での検温、健康状態の確認ということでしていただくんですが。熱を測ってこれ

なかった場合は、学校に登校してきた時に確認をしています。体調が悪いということであれば、

保健室での対応、その時に検温とか、本人に聞き取りをして体調確認をする。実際に登校して、

保健室で対応して下校させた子どもたちもおりますし。登校時にたくさん来ますので、１回１

回聞くのも大変だということもあって、今回補正予算の中で非接触型の体温計を各学校に２つ

程用意をして、短時間で検温できるような形の準備はさせていただいておりますので、登校時

には子どもたちの健康管理をしていただくということはできるかなと思います。これからはや

ってもらわなきゃならないと思っております。 

（教育長） 

  玄関で手に消毒をかけたり、健康状態を確認しているんですけれども、朝来てから授業中に

発熱、具合が悪くなって保健室に行ったりするとその子が無理して来たというふうに言われて、

下校した後でも、保護者から危ない子を登校させている、どうなっているんだというようなご

連絡を教育委員会がいただくということで、まるで登校した子が悪いというような見方、いじ

めにつながるようなことが子どもだけじゃなくて保護者にも起こらないように気をつけなけれ

ばならない段階に入ってきているなと思っていまして、各学校にはくれぐれもきちんと教育し

てくださいというふうに強く言っているところです。 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  保護者の方に検温の用紙じゃないけど、何度でしたと書いてサインをしてもらってっていう

くらい徹底して見てもらいたいです。玄関で体温を測るなんていうのは無理だと思います。走
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ってくる子もいるし、そういうのもあるので、先生たちが少しでも戸惑いのないように授業が

できるようにして欲しいです。 

（教育長） 

  川井委員。 

（川井委員） 

  小学校も休み中も全部検温して提出をすることになっているので、毎日計っているんですけ

ど。中学校は提出になっていないので、計ってますけど書かないから忘れることもあるので、

提出するということにした方が良いと思います。 

  咳と風邪の症状は休んでくださいって書いてあるんですけど、わかりづらいというか、うち

も喘息を持っているので、この咳はどうしたら良いかなと。そういうのがあるので、この前先

生から電話が来た時に、喘息で咳が出てますということを言ったら、そういう子が多いという

ことをおっしゃっていたので、学校の方である程度、喘息の子は把握できるような健康調査が

あった方が良いのかなと思います。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長） 

  子どもの体調っていうのは学校でも非常に気を遣っていると思います。先生方に良く観察を

していただくのはもちろんですが、保護者の方は、学校に登校させるのであれば、必ず検温を

していただく、大丈夫だよというくらいの気持ちで送り出していただければなと思います。 

  川井委員からのお話であった検温の提出や健康状態の確認は、学校側でも今日の体調確認と

いう意味で分かりやすいのかなと思いますし、統一することによって先生方も安心するかなと

思います。分散登校前に、学校と保護者で情報を共有できる機会をとっていただければなと思

います。 

（教育長） 

  種川委員。 

（種川委員） 

  再度お願いなんですけれども。18 日までの取組っていうのがすごく大事で、そこできめ細か

く保護者の方と情報のやり取りができるかっていうことだと思います。各学校独自でするので

はなくて、ある程度統一しないとうちの学校は体調確認してくれなかった、とか不安が増幅し

てしまうので、学校間で情報共有しながら取り組んでもらえれば、保護者の方の不要な不安を

溜めなくて済むのではないかなと思います。 

（教育部長） 

  学校内では統一されて健康観察とか、やり取りするものは決まっていると思いますけど、学

校間での差が出ないように、大事なことについては確認をして情報共有をしてくださいという

のは示させていただきたいなと思います。 

（教育長） 

  具体的なやり方というのは、校長会でも話をさせていただいて、どのような方法が良いのか

検討させていただきたいと思います。 

石川委員。 
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（石川委員） 

  保護者も積極的に協力できることと捉えていただくと良いのかなと思います。先生方に協力

できるのかなっていう考え方なのかなと思いました。 

  色々比較してしまうのは不安が大きいということと、情報が見えすぎてしまうという状況も

ありますので、情報発信の元は学校が正確だよとか、そんな印象で取り組んでいただければと

思います。 

  あと、PTA の会長さんや役員さんを通して、親の立場からも校長先生たちと同じ様に声掛け

といいますか、横の連携を取ってもらったら良いのではないかなと。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長） 

  これは、子どもたちを守るためには先生方、PTA、保護者一体になって取り組まなければなら

ないことと教育委員会として感じています。 

  今、お話のありました PTA の関係については、ご協力いただけることはご協力していただき

たいところなんですが、PTA の集まりも控えている状況なものですから、協力の依頼っていう

のが難しい部分もあるのかなと思っているんですが、いずれにしても保護者、学校、教育委員

会が一体となってどのような形で取り組んでいったら良いのか考えていかなければならないし、

実行していかなければならないと考えております。 

（教育長） 

  田中教育長職務代理者。 

（教育長職務代理者） 

  全体で集まらなくても良いので、校長と PTA 会長、役員間でもぜひ話をしてくださいと協力

を仰ぐということをしたら良いと思います。 

（教育長） 

  八鍬教育部長。 

（教育部長） 

  今、情報交換のツールも色々ありますので、現状をお伝えして、協力していただけるところ

は協力していただくということは非常に大事なことだと思いますので、校長には、PTA 会長さ

んに連携を取っていただくようにお伝えをさせていただきたいと思います。 

（教育長） 

  他に質疑はありませんか。 

  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。 

  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、皆さん何かあれば発言してください。 

（教育委員） 

  ありません。 

（教育長） 

  なければ、これをもちまして令和２年５月の臨時教育委員会会議を閉会いたします。 
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閉会（１９時００分） 

 


