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令和２年四国中央市教育委員会第２回臨時会会議録
日

時

令和２年２月28日（金） 午後０時30分～

場

所

四国中央市庁 ４階４０１会議室

委員定数

４名

出席委員

教育長 東
誠 、委員 篠原 祥子 、委員 篠原 理、
委員
石川 卓、委員 星川 光代

欠席委員

なし

会議に出席した
公務員の職氏名

教育管理部長 石川 正広 、教育指導部長
教育総務課長 森実 啓典 、学校教育課長
文化・スポーツ振興課長 大西 緑、
教育総務課長補佐 鈴木 崇士

傍聴人

なし

日

程

古川 拡延 、
品川 弘樹 、

開会宣言
教育長挨拶
日程第１ 令和２年第２回臨時会会議録署名人の指名
日程題２ 諸般の報告
教育長より諸般の報告
日程第３ 議事
議案第３号 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う小・中学校の休
校について
日程第４ その他
閉会宣言

会議の概要
事務局

東教育長

開会
午後１時25分 令和２年第１回臨時会を開会する。
なお、全員出席しているので、本臨時会の成立を確認する。開会にあた
り、教育長よりご挨拶をお願いする。

教育長挨拶
本日急な教育委員会の開催につき大変ご手数をおかけしました。出席あり
がとうございます。ご存じのように昨夕、安倍首相の方から新型コロナウイ
ルス感染拡大を防止するため、全国すべての公立小・中・高校を週明けの３
月２日から休校とする、当面春休みまでとする発表がありました。突然の発
表に驚かれたことと思います。今後の当市の対応について、教育委員の皆様
にご理解とご協力いただきたくお集まりいただきました。
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事務局

東教育長

東教育長

品川学校教育課長

これよりの議事進行を教育長にお願いする。
会議録署名委員の指名
令和２年第２回臨時会会議録署名人に、篠原理委員、石川卓委員を指名す
る。
議事
議案第３号｢新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う小・中学校の休校
について｣を上程し、当市の対応について説明する。
本日９時半から中村県知事の記者会見があり、県立学校においては、３月
４日から休校措置をとることと発表がありました。当市においても、まだ感
染者が発生していないことや休校に際しては、児童・生徒への指導や事前に
対応しなければならないことが様々あることがあると考えておりましたの
で、県の方針に沿い、四国中央市の全小・中学校においても３月４日水曜日
より当面の間休校とします。また、教育委員会、学校教職員の皆さんに確認
しておきたいことは、今回の休校という対応について子どもの命と健康を最
優先にすることを考えた対策であること、学校間にばらつきがないよう意識
統一しながらできる限り子どもや保護者に丁寧に対応していくということで
す。本日の校長会でも確認しておきたいと思います。
議案第３号について、資料に基づき議案を説明する。
総理大臣の方からは３月２日からということだったが、学校の準備や児
童・生徒の指導のこともあり、３月２日、３日はお弁当を準備して通常の授
業を行って、指導をして休みに入るということにしております。３月４日か
ら当面の間休校とします。文科省の説明では一斉休暇はあくまで要請で、各
教育委員会等が休校としない判断を排除しないという見解を示している。教
育長からもあったように、子どもの命を優先ということで当面の間、コロナ
ウイルスの広がりを注視しながら、そして、それが収まる方向にあれば、再
開も視野に入れながら行うということで検討している。ただし、様々な行事
があるこの時期なので、登校日として卒業式とその前日、高校入試の前２日
は登校して指導を受ける。修了式、終業式も登校日とする。子どもたちに感
染者がないと確認できれば登校日の対応もしたいと思う。終息に向かって感
染者がないとはっきりすれば、終業式を３月２７日に延ばし、子どもたちの
学習の保障も行うというような臨機応変な対応ができるように当面の間とし
ている。
休業中についてはインフルエンザ等による学校閉鎖と同じ対応とするとい
うことで、子どもたちは外出を控える。スポーツ少年団は学校が休みの間は
禁止する。スイミング、塾などの習い事については自粛をお願いする。休業
中の学習等については、プリント、ワーク類や自主学習の準備を整えて休み
を迎えるようにしたい。
感染が広がって再開できない状況が続けば、学習課題が終わっていない部
分についてはこれからの検討課題となる。２日、３日は登校させるが、給食
も止める。給食はないので、給食費の返金等の残務処理についても対応して
いく。そういう情報については学校や市のホームページ、メール配信等で発
出していく。
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森実教育総務課長

昨晩の報道を受けて、３月２日の給食を止めるのであれば、今朝までに判
断する必要があり、昨夜のうちに給食の停止を決定した。保護者には休校の
如何に関わらず２～４日までは給食を停止する案内を行っている。

窪田生涯学習課長

公民館の対応も、小・中学校の対応に鑑み、感染者のリスクが高い高齢者
の利用が多いことから、小・中学校の休校に合わせ３月４日から当面の間休
館とする。出張所がある公民館は窓口業務についてのみ開館とする。放課後
児童クラブが設置されている公民館は、放課後児童クラブのみ開館する。川
之江ふれあい交流センターは、社会教育事業と貸館は原則中止とする。しか
し有料で貸館の予約が入っている部分は相手方の意思を確認し、中止の申し
出があれば使用料金を返納し使用しない対応をする。児童館機能の遊戯室は
使用中止とする。公民館主体のイベント等の開催については、原則中止とす
るが、延期や中止が難しいものについては個別に判断することとする。

大西文化・スポー
ツ振興課長

川之江・三島・土居図書館、暁雨館、３つの体育館、グランド等の外の施
設に関しては、前倒しで３月２日から当面の間、児童・生徒の入館について
制限を行う。例えば、親子や小学校の子どもと幼稚園児等未就学の子どもが
一緒に来た場合は、小・中学生の子どもについては自宅に帰ってもらうよう
な声掛けを行う。全員でないといけなければ、その全員に対し入館を制限せ
ざるを得ない。土居の図書館はユーホールと隣接の建物であるため、ユーホ
ールが閉館となれば土居図書館も休館する。上分町のおやこ図書館は上分公
民館と併設されているので、上分公民館に準じて休館とする。
学校の夜間開放でスポーツをしている事例については、影響がないので継
続する。
これらの周知については、指定管理者のホームページ、市のホームページ
にて行う。

品川学校教育課長

東予教育事務所管内の他市の状況は、新居浜市は３月３日から休業とす
る。西条市、今治市、上島町は３月４日から休業とするという情報が入って
いる。
卒業式については、練習もできないため、参加者は卒業生と保護者のみ
で、在校生は中学校であれば送辞を読む生徒だけといった最小限の人数で行
う。市長のメッセージ、議会のご挨拶、教育委員会の告示は文書で配付す
る。来賓の列席はしない。
休業中の安否確認は必ず行う。家の外、例えば祖父母の家に行く等の場合
は必ず連絡が取れるように保護者に確認する。
修学旅行、５月６月に予定しているが、収まっていない場合、秋口１０月
に延期が可能であることを確認している。

東教育長

只今の議案第３号の説明に、意見質問等ないか問う。

石川委員

お休み中の健康管理の情報管理はどのように管理するのか。

品川学校教育課長

インフルエンザで学級閉鎖があった場合は、感染症のため家庭訪問できな
い場合もあるが、今回の場合は感染者が確認できていないので家庭訪問も可
能であること、感染者が多い場合は電話等で確実に子どもの様子を把握する
ことに努めている。発熱等があった場合は、保護者から学校の方に連絡して
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もらう等、今までの経験で対応ができる。
東教育長

篠原祥子委員

委員さんが持たれている文書は２月28日の文書で今日はこの文書を出す
が、３月３日に文書を改めて出す。その文書には、子どもの体調不良があっ
た場合は連絡をいただく等の詳細も入れていく。
安否確認しますというのは、学校側からするのか。

品川学校教育課長

保護者（監督者）が居ない小さな子であるとか、小さなお子さんが居る心
配なところについては、担任が、大丈夫かとか食事をしているか等を確認し
ていく。

篠原祥子委員

近くにおじいちゃん、おばあちゃんが居なくて市外等遠くにに預けるとき
はどうか。

品川学校教育課長

そういう時には学校に連絡してくださいということになっている。

篠原祥子委員

スイミング、塾は自粛となっているが、どういう風にとればよいか。

品川学校教育課長

子どもたちには、習い事や外出を控えてと言うしかできない。

篠原祥子委員

親が行きなさいという可能性もあるのでは。

品川学校教育課長

ほとんどの保護者はこういう状況なので、自宅待機に理解をくださってい
る。

石川委員

図書館の対応で、幼稚園の子と小学生の子とお母さんが図書館に行った場
合は、小学生は入れず幼稚園児は入れるという対応か。

大西文化・スポー
幼稚園のお子さんは、一人で留守番ができないという理由もあり、親が連
ツ振興課長
れて行かなければならない困る場合がある。小学生は自宅でという方針が出
ているので感染リスクのある場所に連れていくというのは、お断りするとい
う対応としたい。
石川委員

現場でトラブルが起きそうな気がするが。幼稚園を開けているのは保護者
がいないという苦肉の策と思う。そこに親がいるのであれば、小学生と幼稚
園児は一緒に対応したほうが良いのではないか。

大西文化・スポー
大人の利用は制限をしていない。大人が借りたい場合、未就学のお子さん
ツ振興課長
を家に一人おいて、親だけ来ることができないので、どこかで線を引かない
と対応が難しい。
石川委員

今回の対応は、命を最優先にするというところをぶれないようにする必要
がある。

大西文化・スポー
どこかで線引きがいるので苦渋の決断である。人によって対応が分かれる
ツ振興課長
と現場も困るので一定の基準を設ける。
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東教育長

図書館の対応については北海道の函館を参考にしている。

星川委員

中学校は、期末テストは終わっているのか。

品川学校教育課長

お見込みのとおり。

石川委員

品川学校教育課長
石川委員

市の全体的な体制というのはできているのか。プレスからの問い合わせも
あると思うが、その窓口は決めているか。
学校教育課で対応している。
学校に直接（問い合わせが）行った場合、学校が答えるべき内容か、教育
委員会が答えるべき内容か迷うところもあるのではないか。

品川学校教育課長

教育委員会が対応する。

篠原祥子委員

先生方は通常どおり出勤するのか。

品川学校教育課長

石川委員

学級担任は児童・生徒の様子を確認する必要もある。しかし、教師の中に
も義務教育や就学前のお子さんを持たれる先生もいるので、順番に休みを取
る等の臨機応変に対応をしていく。
保護者からの問い合わせは学校にかかってくるのか。

品川学校教育課長

昨日のうちから、学校からホームページとメール配信をするので、それま
ではお待ちくださいと案内を行った。例え学校があっても給食はないと決定
している旨の通知を出しているので、今朝は特に問合せはなかった。

篠原祥子委員

長期の休みになると、子どもが友達と行き来する場合も考えられるが、ど
ういった指導を行っているか。

品川学校教育課長

学級閉鎖の時は、自宅待機が原則であるが、小学生に関しては、外出は保
護者同伴としている。中学生に対しても自宅待機である旨を伝えている。家
にいることを確認するためにも、電話をする。この状況が長引けば対応も難
しくなるが、登校日があれば指導もできるので、そういった対応としてい
る。

星川委員

中３生の受験前の子たちは、数日後に受験が迫っており、塾の自粛はなか
なか難しいのではないかと思う。

品川学校教育課長

中３生は受験の前の日とか指導をしたりするが、頑張り次第で状況が変わ
るような子についてはある程度保障してあげないといけないと思うので、校
長会でも伝える。

東教育長

受験生をどう対応するか一番に考えた。前日も指導して、心のケアも行っ
て送り出したい。
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石川委員

全国で発症者が出ているが、幸い愛媛県は出ていないが、いずれ出てくる
という想定で考えた時に、生徒の中に発症が出た時の公表の仕方はどうする
のか。学校名を公表するのか。

品川学校教育課長

学校教育課から公表するということはない。保健所に連絡をして、保健所
から等の公表になると思う。市名までで学校名までは出ないように配慮があ
ると思う。

東教育長

四国中央市、今治市、西条市は２日間必要と考えて３月４日からとしてい
る。このような事態になるとは想定もしていなかったが、一生懸命対応して
参りたい。
以上で日程に示された議案を終了したことを宣し、続いてその他の案件に
移る。

東教育長

その他
その他に報告事項等ないか問う。
他に意見質問等がない旨確認し、以上で日程に示された議事を全て終了
したことを宣する。
閉会
午後１時05分、閉会を宣する。
以上、会議の顛末を記録し、その真正であることを認め、署名する。

教育委員会会議録署名人

四国中央市教育委員会 委員

四国中央市教育委員会 委員

会議録作成者 教育総務課 鈴木 崇士
崇士
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