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そうじゃ総合教育会議会議録 

 

○令和 ２年 ８月 ２１日（金曜日） 

１ 開 会 令和 ２年 ８月 ２１日 午前 １０時００分 

２ 閉 会 令和 ２年 ８月 ２１日 午前 １０時３５分 

３ 構成員 

  出席構成員 

   ○総社市長 片岡 聡一  ○教育長 久山 延司 

   ○教育長職務代理者 上岡 仁  ○教育委員 三宅 眞砂子   

  ○教育委員 児島 塊太郎  ○教育委員 大山 敬子 

○教育委員 劒持 江利奈 

４ 関係者 

○副市長 大塚 康裕  ○政策監 中島 邦夫  ○教育部長 服部 浩二 

○教育部学校教育課長 井上 徹  ○教育部こども夢づくり課長 小野 玲子 

○保健福祉部長 吉田 啓 ○校長会長 能勢 健士   

○校長会副会長 東 長典 ○幼稚園・こども園長会長 井手口 裕子  

〇総社東中学校校長 小原 敏彦  〇市民生活部長 新谷 秀樹 

５ 事務局 

  ○総合政策部長 脇 奈七  ○政策調整課長 内田 和弘  

  ○政策調整課課長補佐 渡邉 康広 〇政策調整課主査 前原 夕美子 

  〇政策調整課主査 前田 光彦 〇政策調整課主事 下野 知恵 

６ 会議録署名人 

   総社市長 片岡 聡一  教育長 久山 延司 

７ 協議事項 

  （１） 新型コロナウイルス感染に伴う人権侵害防止策について 

  （２） その他 

８ 議事経過の概要 

  次のとおり 

開会 午前１０時００分 



〇司会（脇部長） 定刻がまいりましたので，始めさせていただきます。本日は，急な会議

の開催にも関わりませず，ご出席いただき，誠にありがとうございます。ただいまから，

そうじゃ総合教育会議を開催いたします。本日の進行を務めさせていただきます，総合政

策部長の脇と申します。どうぞ，よろしくお願いいたします。本日は，総社市立学校教職

員の新型コロナウイルス感染に伴い，総社市立総社東中学校において，８月２０日から８

月２６日まで臨時休校となっていることから皆様を招集させていただきました。詳細に

つきましては追ってご説明いただきますが，お手元に資料をお配りさせていただいてお

りますのでご確認ください。本日の会議は，教職員及び児童の人権侵害防止策を速やかに

講じる必要があることから，お手元の資料，「そうじゃ総合教育会議の運営について」の

２の（２）にございます，「児童，生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ，又はまさに

被害が生じるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置」について

協議等を行うために開催するものです。まずは，本日の会議等の進め方等についてご説明

いたします。お手元の議事次第をご覧ください。本日の協議事項は「新型コロナウイルス

感染に伴う人権侵害防止策」でございます。この協議事項について最初に総社東中学校小

原校長から状況についてご説明いただきます。続いて，片岡市長からお考えを述べていた

だき，教育長から教育委員会の方針についてご発言をいただきます。そのあと，意見交換

という進行を予定しております。なお，そうじゃ総合教育会議は原則公開で開催すること

とされており，また議事録を作成して公表することとされております。議事録作成のため，

また記録のため，録音をさせていただくこと，広報担当が写真を撮影すること，この２点

についてお許しいただければと思いますがよろしいでしょうか。（異議なし） 

ありがとうございます。それでは小原校長から，状況についてご説明をお願いいたします。 

〇総社東中学校（小原校長） 失礼いたします。総社東中学校校長の小原と申します。先日

の記者会見でも発表がありましたように，８月１９日，本校教職員１名が PCR検査の結

果，陽性判定を受けてからですが，生徒，教職員の安全を期すために８月２０日，２１日

と PCR検査をおこなっております。 ８月２０日は，１１人。結果は，全て陰性でした。

８月２１日は，生徒３２人，教職員８名，計４０人が検査を受けております。学校といた

しましては，８月２０日から８月２６日まで臨時休校としています。生徒の心のケアと学

力保障を考えながらホームページ，担任からの連絡，メール等で情報発信をするとともに，

特に配慮が必要な生徒については，担任から声掛けを行っている最中です。来週も引き続



き行っていきます。PCR 検査で陰性の生徒についても，その後の健康観察を行っていき

ます。教職員に関しても，同様に行っていきます。特に検温，調子が悪い場合は，無理を

しないことを徹底して行ってまいります。学校には，犯人探しのような電話も入っており

ます。本人のことを考えて公表していません。コロナ人権に関わる教育を生徒にもしてい

くことを考えています。また，学校関係者，PTAにご協力いただき，共通理解した上で，

全校挙げて取り組んでいく所存です。今回の件に関しましては，市役所，教育委員会とご

支援，ご指示をいただいておりますが全力で教職員一丸となって戦ってまいりますので，

どうぞお力をお貸しください。以上です。 

〇司会（脇部長） ありがとうございました。それでは，片岡市長から新型コロナウイルス

感染に伴う人権侵害防止策についてご発言お願いいたします。 

〇市長（片岡市長） 本日は，急な招集にもかかわらず，参集いただきましてありがとうご

ざいます。本日は，皆様方に，１つ，ご提案，お願いをしたいと思います。総社東中学校

の感染した教職員，この方を全力で守っていただきたいと思います。そして，５１名の

PCR 検査を受けた方々が差別，誹謗中傷など攻撃を受けないようにありとあらゆる手段

を尽くして総社東中学校を守ってもらいたい。どうしても学校で陽性者が出た場合，休校

ということになりますので，学校の名前が明るみに出ます。先程，校長がおっしゃいまし

たが，学校探し，犯人探しとなるのが今の世の中です。ですから教育長，校長と相談して，

学校名は，公表し，名前，年齢，性別を伏せました。そして，皆様が知ることになり，現

在は，落ち着きを取り戻しつつありますがこれからが勝負です。「あの先生が，あいつは

PCR 検査を受けたぞ」という非難，誹謗中傷，そして，その方々を追い込むことが絶対

にないように全市を挙げて取り組んでいくことがこれからの最重要課題であります。「誹

謗中傷から彼らを守る」，その一点です。是非，教育長を中心に皆で協議をし，どうやっ

たら守っていけるのか，どうやったら東中が元の姿を取り戻せるのか，それを考えて実行

に変えていただきたいと思います。以上です。 

〇司会（脇部長） ありがとうございました。それでは，教育長から教育委員会の方針につ

いてご説明をお願いいたします。 

〇教育長（久山教育長） 失礼いたします。本日は，お集まりいただきましてありがとうご

ざいます。新型コロナウイルスにつきましては，みんなが不安に思っております。先程，

小原校長からも犯人探しのような電話があると言われていましたが，これは不安の表れ



だと思います。人は，不安な時に攻撃や誹謗中傷をして不安を解消しようとします。しか

し，これは解消ではなく，紛らわせているだけで解消にはつながっていません。自分を守

るだけではなく，人を守る気持ちをみんなが持つことが大切だと思います。理論的には分

かっていても，今回のように深い不安に陥る時には，人を守るという気持ちを持てません。

ですから啓発活動が大切です。啓発活動は，学校だけではなく，PTA，地域コミュニティ

との連携によって行っていきます。そして，子ども達に対しては，人権教育を徹底する。

各学校において，道徳の授業を中心に人権教育を進めていきます。また，個人差がありま

すから個に応じた指導もしてまいります。先程，市長よりご発言がありましたが全市の取

り組みとしてがんばってまいります。よろしくお願いします。 

〇司会（脇部長） ありがとうございました。それでは，意見交換に入ります。先程の小原

校長からのご報告，市長からのご提案，教育長からのご発言を踏まえましてご意見ござい

ますか。 

〇教育委員（三宅委員） まずは，コロナ自体のことを知ることです。このことを踏まえた

上で，教育をおこなっていくことが大切です。コロナのことをしっかり知る，本当は，正

しい対策を取れば怖くない，感染したとしてもそれはウイルスが悪いことをしっかり伝

えてほしいと思います。 

〇司会（脇部長） ありがとうございました。他にご意見ございますか。 

〇教育長職務代理者（上岡教育長職務代理者） 全市を挙げて取り組んでいく，自分のこと

だけでなく，他人のことを考える，その通りだと思います。しかし，保護者は，心配です。

これからも可能な限りの詳しい説明をしてほしいと思います。これが保護者の安心につ

ながります。また，人権が尊重されるまちが子育て王国だろうと私は，思います。今，子

育て王国が問われていると思います。人権教育をしっかりやっていただきたいと思いま

す。 

〇司会（脇部長） ありがとうございました。他にご意見ございますか。 

〇教育委員（児島委員） 大人は，どうしても噂をします。子どもに対して人権教育をして，

「お父さん，お母さんそんなことを言ってはダメだよ。学校の先生が言っていたよ。」と

大人を窘めるような子どもになって，親が誹謗中傷は，恥だと思えるようになってほしい

と思います。 

〇司会（脇部長） ありがとうございました。他の委員いかがでしょうか。 



〇教育委員（大山委員） 先程，小原校長が一丸となって戦っていく，東中を守っていくと

おっしゃいました。戦っていくべきものは，2つあると思います。１つは，ウイルスに対

して，もう１つは，人からのバッシングに対してです。先程，三宅先生もおっしゃいまし

たが正確にコロナの実態を知ることから不安が解消されるのではないかと思います。漠

然としたコロナの知識の中で人権を守ろうというよりは，はっきりと具体的な行動指針

を示すことで子ども・保護者も安心するのではないかと思います。現状況で思うのは，コ

ロナウイルスというよりは，テレビウイルスというか，情報ウイルスに不安が広がってい

ます。医療的に本当に恐れなければならないことについて示していただけたらと考えま

す。 

〇市長（片岡市長） 実は，総社市は，専門家会議を単独で持っております。長崎大学亜熱

帯医学研究所の山本太郎教授を座長に吉備医師会，倉敷中央病院，岡山大学医学部，川崎

医大などが集まって，既に２回の協議を行っております。それを吉田保健福祉部長のとこ

ろで取りまとめておりますので，議事録，今後の方向性を参考資料として委員にお渡しし

たいと思います。どうぞご覧になってください。 

〇教育委員（劒持委員） PCR 検査を受けた子ども，保護者，感染された教職員の人権を

守ることは大切ですが，この週末にサッカー部の試合がある予定でしたが，今回のことで

出場を辞退したという話を総社東中学校の保護者から聞きました。３年生の引退試合と

いうことで子どもや保護者が出場を楽しみにしていました。この子どもや保護者のケア

も必要なのではないかと思います。また，東中の保護者から職場に行きづらいという声も

聞きますので全てを含めたケアを考えていただきたいと思います。 

〇教育長（久山教育長） 劒持委員よりサッカー部の試合についてのお話がありました。こ

の大会は，山陽新聞社杯という大会で，中体連の大会ではなく，クラブチームが多く参加

する大会に今までは，学校単位で参加していました。なんとかクラブチームとして参加で

きないか前向きに対応を検討しているところです。 

〇司会（脇部長） ありがとうございました。本日は，校長会から能勢会長，東副会長，幼

稚園・こども園長会から井手口会長にお越しいただいていますが，ご発言ございますか。 

〇校長会会長（能勢会長） これから申し上げることは，個人的な意見です。お聞きしてい

るうちに２つのことが心に残りました。１つは，学校独自では守れない。PTA，保護者と

密な連携が必要だと思います。PTA，保護者もコロナについて知らない方もおられると思



います。患者さんに偏見を持つ，人間誰しも少しはあると思います。やはり教職員や保護

者に対しての研修が必要だと思います。もう 1 つは，子ども達に対してできることを具

体的に考えることです。しっかり指導がいると思います。「もしもこのクラスにコロナの

感染者が出たら」，「もし自分がコロナに感染したら」を子ども達に考えさせ，心情的に

気づかせていく指導が必要だと思います。とにかく出発点は，コロナウイルスを知るとい

うことだと思います。 

〇司会（脇部長） ありがとうございました。 

〇校長会副会長（東副会長） 中学校としても能勢会長の発言とほとんど同じことを考えて

おりました。昨日，情報が出た時に教職員の中にも動揺がありました。けれども夕方，私

から校長会で聞き知った内容を説明し，その後，市からのメール配信で具体的な情報が流

れたことで今回の事案に対する理解が深まって，非常に落ち着きが出ていますし，ある意

味での安心感があったと思います。保護者の方がどこまでの受け取り方をしたのか把握

はしておりませんが，正しい情報をきちんと掴むことは大切だと思いました。教職員のコ

ロナに対する認識を高める研修は必要だと思います。専門家のお話を直接聞くような場

であるとか，研修を受けての演習も考えないといけないと思います。保護者の方への研修

の場も必要だと思います。まずは，総社東中の PTA が最優先だと思います。 

〇司会（脇部長） ありがとうございました。井手口会長いかがでしょうか。 

〇幼稚園・こども園長会長（井手口会長） 日頃より大変お世話になっております。ありが

とうございます。今回のことを踏まえましてさらに幼児，教職員の健康観察の徹底，園内

の感染対策をしっかりおこなっていきます。６月に幼稚園・こども園が再開しました。そ

の時点で子どもにも分かりやすいように手洗い，うがい，ソーシャルディスタンスを紙芝

居等で説明してきておりますが，いつでも誰でも起こり得ること，三宅先生からご指摘が

ありました正しい知識について，さらに，子ども達に伝えていきたいと思います。 

〇司会（脇部長） ありがとうございました。ほかにご意見ございますか。ないようでした

らこの後，人権に対する会議がございまして，この会議について新谷市民生活部長からご

説明いただきます。 

〇市民生活部長（新谷部長） 失礼いたします。先程，市長，教育長から市全体での人権尊

重という言葉が出ておりました。この後，１１時からコミュニティ地域づくり協議会，人

権擁護委員を中心に地域の中で誹謗中傷をしない，人権を尊重することにご支援・ご協力



いただく会議を予定しております。引き続き，総社市全体で必ず誹謗中傷のない，みんな

が活躍できる，だれもが安心して暮らせるというものを目指して取り組んでいきたいと

思います。以上です。 

〇司会（脇部長） ありがとうございました。他にご意見ございますか。ないようでしたら

閉会させていただきます。本日のそうじゃ総合教育会議のご議論を踏まえまして，教育委

員会におかれましては，ご検討いただければと思います。それではこれをもちましてそう

じゃ総合教育会議を閉会させていただきます。皆様ありがとうございました。 

 

閉会 午前１０時３５分 

 


