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朝日村教育委員会令和３年５月定例会会議録 

 

日時 令和３年５月２６日（水）午後１時 30 分 

場所 朝日村役場 第１、２会議室 

 

１．開会 

午後１時３０分 

 

２．出席委員の氏名 

教育長  百瀬 司郎    教育長職務代理 中村 八重美 

委 員  清澤 あゆみ   委 員  清沢 喜代登 

委 員  上條 正光 

 

３．会議に出席した者の氏名 

教育次長        上條 靖尚 

課長補佐        上條 まゆみ 

朝日小学校長      黒田 敏樹 

傍聴者       無 

 

百瀬司郎教育長あいさつ 

それでは、ただ今より、令和３年度 第２回朝日村定例教育委員会を始めます。 

ただいまは、辞令交付式がありましたが、本日より上條利春委員の後任として、新しく

上條正光委員に入っていただくことになりました。上條委員は、長く企業にお勤めであり

海外勤務経験もおありとのことで、広い視野を持って朝日村の子どもたちの学校教育や村

民の皆さんの社会教育についてお考えを生かしていただけるものと思います。どうかよろ

しくお願いいたします。 

さて、５月の新緑の季節となりましたが、今年は早くも梅雨入りとの話が出ておりまし

て例年よりかなり梅雨の時期が長くなりそうだと昨日のニュースで言っておりました。水

害等の災害が心配になるところです。 

新型コロナですが、５月８日から朝日村でもワクチン接種が始まりました。本村では順

調に接種は進んでいるとのことです。そんな中でしたが、小学校の児童が１名陽性者と判

定を受けました。後ほど、報告をいたしますが、ちょうど連休中でもあり、他の児童との

接触は確認されず、少し、安堵したわけですが、他市町村では児童や生徒が感染している

事例が当たり前のように報告されていますので、気は抜けない状況に変わりはありません。

今後も注視していきたいと考えます。 

それから、昨年秋からアスベスト除去に伴う改修工事が入った講堂ですが、工期が延長

しておりました。この度ようやく竣工という運びになりました。先日検査を行いましたが、

大変きれいで明るくなりました。６月より村民の皆さんにお使いいただくことになります。 

また、小学校のトイレ工事は着々と進行中ですが、もう１ヶ月お待ちいただきます。 

それでは定例教委に入らせていただきます。 
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百瀬司郎教育長：会議録署名委員は、中村八重美委員と清澤あゆみ委員にお願い致します。 

 

百瀬司郎教育長：４議事に入る前に、自己紹介をお願いいたします。 

   全委員自己紹介。 

 

 

４ 議 事 

 第１号 総合教育会議について 

 第２号 新型コロナウイルス感染症状況について 

第３号 県教育委員会及び市町村教育委員会相互の任免及び人事等に関する了解事項

の取り交わしについて 

 

百瀬司郎教育長： 第１号 総合教育会議について、説明をお願いします。 

 

上條靖尚教育次長：第１号 総合教育会議について説明する。 

   教育委員会の内容を含め、総合教育会議内容について説明する。 

   総合教育会議について 

   朝日村教育大綱の策定に向けたスケジュール等について 

   コミュニティスクールの国型に移行する旨の準備会等のスケジュールについて 

 

百瀬司郎教育長：ありがとうございました。今日、この後の総合教育会議について説明が

ありましたがご質問ご意見等ありましたらお願いしたいと思います。 

 

百瀬司郎教育長：突然こんなに大量な資料を渡されてもすぐ見ろって言われても、無理な

話ですが、今日は、今年 1 年かけてどんなものを作るのか、ということをおよ

そ頭の中に入れていただきたいということと、各近隣市村の教育大綱を見て、

いただきながら、これ分かりやすいとか、そういったところも把握していただ

ければいいかなと思います。朝日村のものについては、一応、総合教育会議の

中で触れておきたいと、そんなふうに思いますので一応今までの前期第 1 期の

ものを確認していきたいと、そんなふうに考えております。 

 はい、ご質問等ありますでしょうか。 

 

中村八重美委員： 31 日の 6 時半から学校でコミュニティスクールの学習会のご案内が来

ました。それとの関係はどうなっていくでしょうか。 

 

上條靖尚教育次長：31 日にご案内をさせていただいた関係ですが、総合教育会議の資料

15ページご覧いただければと思います。コミュニティスクール発足に向けての

スケジュール表が付けてあります。下の枠の取り組み内容のところで左から 2

番目のところに書いてあります。目指す子供の姿について関係者による、意見

交換会というふうに書いてありますこの会が、今回 31 日にお願いをさせても
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らったものです。 

 

百瀬司郎教育長：コミュニティスクールに向けての話し合い意見交換会が、早速 5 月の末

から始まっていくという日程になっておりますのでよろしくお願いします。 

      他よろしいでしょうか。 

  この教育大綱は、学校教育だけではないということであります、要するに朝

日村の教育全般に関しての大綱を作っていただくということになると思いま

す。学校教育、社会教育、全部含めての大綱、指針を決めるということになる

かと思います。この後の会議の内容となりますがお願いします。 

      それでは総合教育会議についてはよろしいでしょうか。 

 

百瀬司郎教育長：第２号 新型コロナウイルス感染症状況について、説明をお願いします。 

 

上條靖尚教育次長：第２号 新型コロナウイルス感染症状況について説明する。 

      小学校児童の感染の状況、連休中であったことにより、他の児童への感染は

なく、連休明けから通常に登校が行われている旨、感染の児童の今後の登校計

画等について 

 

百瀬司郎教育長： ありがとうございました。今の事務局からの話について、いろんな情

報が入ってくるわけでありますが、一応、この会、教育委員には守秘義務が課せら

れておりますので情報については、注意をいただきたいと思います。 

 

清沢喜代登委員：この対応の仕方はそれでいいと思いますが、保護者や一般住民の中でも

すごい噂が出ます。行政なりに問い合わせ等があったのか、落ち着いていたの

か、まったく連絡なしだったのかその辺はどうですか。 

もし、問い合わせが来た時に、どういう対応の仕方をしたのか教えてください。 

 

上條靖尚教育次長：感染については、県のプレスリリースやマスコミ等でも報道されてい

ますので、村民の方も村内で発生したということはご承知かと思います。問い

合わせがあったかどうかということに関しては、基本的には役場への問い合わ

せはなかったと思います。他の課からも聞いておりません。対策本部でも告知

放送で誹謗中傷等してはいけないということを流していますので、その点では

役場にはありませんでした。 

基本マスコミなり、県からの発表の内容での対応をさせていただいています。 

 

清沢喜代登委員：そういうことがないっていうことは、朝日村の対応がよかったのかなっ

てことだと感じました。以上です。 

 

百瀬司郎教育長：ありがとうございます。ちょうど感染が拡大しなかったということです

ので、おかげさまでこの事例については、そんなに大きな騒ぎにはならなかっ

たというふうなこともあるかも知れませんが、これから先どうなるか、それは
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分かりませんので、仮に感染がクラスの中でクラスター的に発生するというよ

うな状況の時はこれの比ではないかなと思われますので、それに備えて、また

対応していくということになるかと思います。いずれにしましても、この情報

については、学校あるいは教育委員会については情報が入りましたが、公表で

きるようなものではありませんということでありますのでそんなことで対応さ

せていただきました。村民の皆さんも、保護者の皆さんも非常に落ち着いて対

応していただけたかと捉えております。 

   他ありますでしょうか。 

  よろしいですか。教育委員会としては、他の課とは違いまして非常に子供に

関係して拡大にすぐつながっていく、本当に遅れないように対応していきたい

と、また、わくわく館或いは保育園への対応も、影響がありますので即座に連

携を取ってやっていくということになるかと思います。 

 

百瀬司郎教育長：第３号 県教育委員会及び市町村教育委員会相互の任免及び人事等に関

する了解事項の取り交わしについて事務局の説明をお願いします。 

 

上條靖尚教育次長：第３号 県教育委員会及び市町村教育委員会相互の任免及び人事等に

関する了解事項の取り交わしについて説明する。 

 

百瀬司郎教育長：ありがとうございました。ただ今次長から説明がありましたように毎年、

県の教育委員会と各市町村、県内７７の市町村ありますがその各市町村の教育委員

会との間で教員の人事について取り交わしを行う約束となっています。 

よろしいでしょうか。それでは、この県教委と市町村教委の間で取り交わす了解

事項並びに覚書について了承していただくということで意義はございませんでし

ょうか。 

 

    全委員異議なし 

 

百瀬司郎教育長：それでは、異議なしということでこの了解事項覚書を取り交わすという

ことにさせていただきます。 

 

続いて、５ 報告に入ります。 

 

 

５ 報 告 

第１号 主な行事等報告について 

 第２号 ６月の行事予定等について 

 第３号 第 1号、第２号補正予算（教育委員会関係）について 

 

第１号 主な行事等報告について 

  ４月 24 日から５月 26 日までの主な日程報告 
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  市町村対抗駅伝大会への不参加、学校評議員会 

朝日未来塾開講式の延期について ほか 

 

第２号 ６月の行事予定等について 

  ５月 27 日から６月 30 日までの行事予定報告 

  旭城の見学、朝日未来塾開講式、小学校タブレット貸与式 

鉢盛中学校第１回定例教育委員会 ほか 

 

第３号 第 1号、第２号補正予算（教育委員会関係）について 

 

上條まゆみ課長補佐：第 1号、第２号補正予算（教育委員会関係）について説明する。 

   新型頃コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金事業、朝日村学生応援商品券配布

事業、親子が集う縄文村公園リニューアル事業他 

  

百瀬司郎教育長：ありがとうございました。それでは今の報告について質問等ありますか。 

 

清沢喜代登委員：公民館施設管理費で講堂が新しくできることで、軽量の椅子とか台車と

か書いてありますが、中央公民館 2 階に和室がありますね。その和室のところ

に座椅子はあるのでしょうか。だいぶ高齢化になってきて、立ち上がったり座

ったりするに苦労するということなので、もし座椅子がなければ、検討しても

らえればありがたいと思います。 

 

百瀬司郎教育長：中央公民館の畳の部屋ですが、そこに座椅子があれば、お年寄り高齢者

にはいいのではないかと、そういうことであります。 

事務局検討していただくということでお願いします。 

 

清澤あゆみ委員：21 ページの 7 番の縄文村公園のリニューアル事業ということですが、

去年朝日商工会の女性部で、あそこの木の椅子とテーブルを、お掃除させてい

ただくボランティア事業をさせていただいたんですが、先日会議がありまして、

今年はどんなボランティアをしたらいいかって検討する時間があったんですけ

ど、もしそのまた縄文村のほうで何かお手伝いすることがあるならば、教えて

くださいっていうことでしたので、また、検討していただいて、あればお知ら

せいただけたらと思います。 

 

百瀬司郎教育長：ありがとうございます。これについて事務局の今の考えをお願いします。 

 

上條靖尚教育次長：木製椅子等の塗装作業が予定されているので、日程等決まりましたら

ご紹介させていただきます。 

 

清澤あゆみ委員：女性部できることは限られてしまうかもしれませんが、商工会では、本

会の全体の事業もあるし、青年部とか若い方の事業もあるので、そちらの方に
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も声をかけていただければ、お手伝いできる幅が広がると思います。 

女性部で、去年もやりましたけど、落ち葉とかが結構沢山あったので、そうい

ったことでもお手伝いできればいいと私は個人的に思っていましたので、また季

節も関係してくると思いますがお知らせいただけたらと思いますがします。 

 

百瀬司郎教育長：はい、ありがとうございます。とてもありがたいお話であります。村と

しても村民と共同でどのような取り組みをしていこうというようなことも考え

ておりますのでまた、ぜひお願いをしたいと思います。 

 

中村八重美委員：コロナ対策で、小学校と保育園等子育て支援センターの関係で感染防止

対策の抗菌対策をするということですが、例えばわくわく館でしたら何日ぐら

いかかるのか、どんな形でその抗菌対策をするのかわかっている範囲で結構で

すが教えていただきたいです。 

 

上條靖尚教育次長：各施設をやる時期というのは限られてきますので、全体の担当者にき

ていただいて、業者も交え工程会議をしようと思っています。そこで例えば子

育て支援センターなら、いつ頃なら空いているといったことの中で、日程調整

をさせていただいきたいと思っています。よろしくお願いします 

 

６．周知事項 

  無し 

 

７．その他 

  （１）６月定例教育委員会等の日程について 

     日時：６月 30 日（水）午前 11 時から 朝日小学校 

 

百瀬司郎教育長：それでは以上で、第 2 回定例教育委員会を閉めさせていただきます。あ

りがとうございました。 

 

８． 議題となった動議を提出した者の氏名 

なし 

 

９． 質問または、討論をした者の氏名及びその要旨 

５に記載のとおり 

 

１０．議決事項 

なし 

 

１１．その他委員長または、会議において必要と認めた事項 

 

１２．閉 会  午後３時 12 分 
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令和３年５月 26 日 

 

教育長        百瀬 司郎   

  教育委員       中村八重美   

  教育委員       清澤あゆみ   


