会

議

録

年 月 日 令和２年５月２５日（月）
開会時刻 午後２時０６分
開催場所 条里南庁舎

閉会時刻 午後３時３４分

会議室

出席委員 加賀谷 長吉、二階堂 衛、今仲 和代、佐々木 雅子
出 席 者 教育長 伊藤 孝俊
教育総務部長 木村 雅美
教育指導部長 菅 雅彦
教育総務部次長 菊地 浩昭
生涯学習課長 横井 朗
スポーツ振興課長 加藤 貞純
文化財保護課長 佐藤 孝之
図書館課長 佐藤 輝明
教育指導課長 岩野 玲子
学校教育課長 遠藤 美紀子
学校給食課長 岩瀬 司
教育総務課副主幹 田中 弓子
会議書記
教育総務課主査 最上 拓弥

付議案件
議案第 15 号
議案第 16 号
承認第３号
承認第４号
承認第５号
承認第６号
承認第７号
報告第２号

令和２年度横手市一般会計補正予算（第４号）に関する意見
の申出について
工事請負契約の締結に関する意見の申出について
横手市スポーツ奨励員の委嘱について
横手市いじめ対策委員会委員の委嘱について
横手市学校評議員の委嘱について
横手市図書館協議会委員の委嘱について
横手市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について
横手市立小学校及び中学校における休業日の臨時措置について

議決事項
議案第 15 号

令和２年度横手市一般会計補正予算（第４号）に関する意見
の申出について
議案第 16 号 工事請負契約の締結に関する意見の申出について
承認第３号 横手市スポーツ奨励員の委嘱について
承認第４号 横手市いじめ対策委員会委員の委嘱について
承認第５号 横手市学校評議員の委嘱について
承認第６号 横手市図書館協議会委員の委嘱について
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承認第７号

横手市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について
≪会議要旨≫

伊藤教育長

それでは、ただ今より令和２年５月定例教育委員会を開催
いたします。
会議録署名委員は、１番加賀谷委員と３番今仲委員にお願い
します。参与はお集まりの部長、次長、課長、書記は教育総務
課担当にお願いします。
それでは、早速ですが、３の教育長報告に入ります。
４月２０日は定例教育委員会がございました。同日には政
策会議が行われました。
２１日は行政経営会議がありまして、本年度の経営方針に
ついて、市長、副市長に説明させていただきました。
２２日には、小・中学校教頭会総会が行われました。
定例記者会見をはさんで政策会議が何度か行われておりま
すが、５月１４日の臨時議会に向けてのものでした。
２８日、横手市校長会総会が行われました。教職員関係の
総会として開催したのは、これと教頭会くらいで、そのほか
はほとんどキャンセルとなっております。
３０日、横手北中学校区の公開研究会に向けた打合せ会が
横手北中学校で行われ、１５分ほどお話をさせていただいて
います。
横手明峰中学校区で来年公開研究会を行うということで、
今年から指定を受けることになりますが、１回目の連絡協議
会が５月８日に行われました。
５月１１日以降、１５日までの間に、校長・教頭面談を行
い、今年度の校長、教頭のがんばりどころをお聞きし、こち
らからのお願いもお話させていただきました。
１２日、市議会５月臨時会の議案説明会が行われ、これは
主に新型コロナウイルス感染症対策に係る補正予算について
で、１４日には本会議が行われております。
２１日は、横手市校長会定例会が行われ、５月２２日には
横手市奨学生選考委員会が開催されました。これもまた、新
型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、今年度はいくら
か選考の基準を緩めて、選考された方が例年より多くなりま
した。
以上でしたが、何かご質問等がありましたらお願いします。

伊藤教育長

ないようですので、４の議事に入ります。
日程第１ 議案第１５号 令和２年度横手市一般会計補正予
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算（第４号）に関する意見の申出について を議題とします。説
明をお願いします。
教育総務課長

―資料に基づき説明―

伊藤教育長

では、ただいまの説明につきまして、ご質問ご意見等ござい
ましたらお願いいたします。

佐々木委員

小中学校の ICT 環境整備事業につきましては、昨年度の教育
委員会で、今年度の当初予算に計上するにはまだ県の動向が分
かりかねるということで、いずれ予算に計上されるものと思っ
ておりました。県の動向がどうなっているのかお伺いしたいの
と、あわせて、端末を整備するので、補正額をあわせると６億、
７億近い予算となっております。今後全校でフル稼働になると、
整備経費以外の運用に係る経費が、毎年どのくらい見込まれて
いるか、分かっていれば教えていだだきたいです。

教育総務課長

この件につきましては、昨年度文部科学省から GIGA スクール
構想が発表されてから、さまざまな流れがございます。当初、
横手市におきましては、令和２年度に小学校６年生の児童に対
しまして端末を整備する方針で、それにつきましては、令和２
年度の当初予算に計上していたところでございます。
県の動向というご質問でございますけれども、県からは指導
等はございません。ただ、国の方から県で一括購入するよう方
針がございましたが、秋田県につきましては、購入は各自治体
で対応していただきたいという方針に決まったようでございま
す。
また、今回７億円近い予算計上ということになりますけれど
も、５年ほどしますと端末の更新等も発生し、費用はかかり増
しするといった危惧はございます。加えまして、毎年のメンテ
ナンス経費、通信費等もかかることが予想されております。来
年度以降は、かかり増しする経費としては、数千万円と見込ん
でおりますが、児童生徒が家庭で学習するとなった場合に、家
庭での通信環境が整っていない児童生徒の家庭に対して、環境
を整備するとなれば、さらに費用がかかることになります。実
際に家庭でどういった学習を行うのかということも、今後の検
討課題だと思っております。

伊藤教育長

ほかにございませんか。
ないようですので、日程第１ 議案第１５号 令和２年度横
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手市一般会計補正予算（第４号）に関する意見の申出について
をご承認いただけますでしょうか。
― 異議なし ―
ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。
続いて、日程第２ 議案第１６号 工事請負契約の締結に関
する意見の申出について を議題とします。説明をお願いします。
スポーツ振興課長
伊藤教育長

―資料に基づき説明―

ただいまの説明につきまして、ご質問ご意見等ございました
らお願いいたします。
ないようですので、日程第２ 議案第１６号 工事請負契約
の締結に関する意見の申出について をご承認いただけますで
しょうか。
― 異議なし ―
ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。
続いて、日程第３ 承認第３号 横手市スポーツ奨励員の委
嘱について を議題とします。説明をお願いします。

スポーツ振興課長

伊藤教育長

―資料に基づき説明―

ただいまの説明につきまして、ご質問ご意見等ございました
らお願いいたします。
ないようですので、日程第３ 承認第３号 横手市スポーツ
奨励員の委嘱について をご承認いただけますでしょうか。
― 異議なし ―
ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。
続いて、日程第４ 承認第４号 横手市いじめ対策委員会委
員の委嘱について を議題とします。説明をお願いします。

教育指導課長

―資料に基づき説明―
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伊藤教育長

ただいまの説明につきまして、ご質問ご意見等ございました
らお願いいたします。
ないようですので、日程第４ 承認第４号 横手市いじめ対
策委員会委員の委嘱について をご承認いただけますでしょう
か。
― 異議なし ―
ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。
続いて、日程第５ 承認第５号 横手市学校評議員の委嘱に
ついて を議題とします。説明をお願いします。

教育指導課長

―資料に基づき説明―

伊藤教育長

ただいまの説明につきまして、ご質問ご意見等ございました
らお願いいたします。

二階堂委員

横手北小学校の学校評議員の中に、所属・役職等の欄が空欄
になっている方がいるのですが、記入漏れでしょうか。何か入
れていただければよいのではないでしょうか。

教育指導課長
二階堂委員

教育指導課長
伊藤教育長

はい。記入するようにします。
もう一点、学校評議員の人数について教えていただきたいの
ですが、例えば横手北中学校の学校評議員は３名です。学校規
模等から考えてこの人数でよいものかどうか、教えていただき
たい。
学校評議員に関する規定と横手北中学校に確認します。
ご指摘のとおり、若干少ないような気がしますね。規定と横
手北中学校に確認し、次回お知らせするということにします。
ほかにございませんか。
ないようですので、日程第５ 承認第５号 横手市学校評議
員の委嘱について をご承認いただけますでしょうか。
― 異議なし ―
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ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。
続いて、日程第６ 承認第６号 横手市図書館協議会委員の
委嘱について を議題とします。説明をお願いします。
図書館課長
伊藤教育長

―資料に基づき説明―
ただいまの説明につきまして、ご質問ご意見等ございました
らお願いいたします。
ないようですので、日程第６ 承認第６号 横手市図書館協
議会委員の委嘱について をご承認いただけますでしょうか。
―

異議なし ―

ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。
続いて、日程第７ 承認第７号 横手市学校給食センター運
営委員会委員の委嘱について を議題とします。説明をお願い
します。
学校給食課長
伊藤教育長

―資料に基づき説明―
ただいまの説明で、ご質問等ございませんか。
ないようですので、日程第７ 承認第７号 横手市学校給食
センター運営委員会委員の委嘱について をご承認いただけま
すでしょうか。
― 異議なし ―
ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。
続いて、最後になります。日程第８ 報告第２号 横手市立
小学校及び中学校 における休業日の臨時措置について を議
題とします。説明をお願いします。

教育指導課長
伊藤教育長

―資料に基づき説明―
このことにつきましては、先にお電話等でご連絡を差し上げ
ておりましたが、改めてご報告させていただきました。
それでは、５ その他 に移ります。
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（１）各課等事業報告をお願いします。

各課長等
伊藤教育長

―資料に基づき説明―
各課よりご報告をいただきましたが、何かご質問やご意見あ
りましたらお願いします。
≪加賀谷委員から、新型コロナウイルス感染症対策として、
公民館や体育館などが避難所になった場合は、それぞれが持
っている防災計画をそのまま遂行してしまうと、いわゆる三
密状態になってしまう。この状況で訓練というと難しいと思
うが、これまで通りだと横やりが入るのではないかと危惧し
ているとご意見があり、教育総務部長から、毎週対策本部会
議を行っており、これから予算を補正することにはなるが、
危機管理課を中心に、避難所で使用する間仕切り、水冷扇、
サーモグラフィの購入などを検討していると話があった。≫
≪佐々木委員から、コロナ禍において、図書館で本だけでも貸
してもらえないかと近所や出先でよく言われたし、私もそう
感じた。平鹿図書館では、年末に本の福袋といって、本は選
べないが何冊かまとめて貸し出している。そのような感じで、
何か工夫をしていただけたらとご意見があり、図書館課長か
ら全国的な取組をみていくと、図書館によっては貸出冊数の
上限を広くして対応したところもあるようだった。今回は検
討する機会を逸してしまったが、ご意見を踏まえて対応を考
えていきたいと話があった。≫
≪今仲委員から、この前、小中学校からのアンケートで、家庭
における通信環境のアンケートがあった。環境が整っていない
家庭もあると思うが、結果はどうだったのかと質問があり、教
育指導課長から、そのアンケートについては、５月２７日まで
を締切にしているので、まだ結果は出ていないが、ネット上で
簡略の調査があり、その調査では、約１２％が家庭における Wi
－Fi 環境が整っていなかったと回答した。≫
≪二階堂委員から、コロナ禍における修学旅行について、大都市
への旅行は難しいので、北東北や県内で実施するとしても、新
聞で報道されていたように他県から来ているということで、中
傷されることもあるかもしれない。そういったことをお考えい
ただいて、今後検討していただきたいとご意見があり、教育指
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導部長から、他県への修学旅行については、お話いただいたこ
とを十分に配慮しながら慎重に進めていきたいと考えていると
話があった。≫
≪二階堂委員から、新聞で報道されたとおり、横手市は夏休みの
短縮はしないようだが、そうであれば授業時数はどのように確保
していくか教えていただきたいと質問があり、教育指導部長から、
臨時休業措置で４７時間の時数減となっているが、学校に調査し
たところ、第二波がこないものと想定すれば、今後余剰時数が生
まれてくるということが分かり、時数的には問題がなく、夏休み
を短縮しないこととしたと回答があった。また、教育長から、暑
い時期に臨時休業した分をがんばらせても、成果が上がらず、子
どもたちにとってプラスにはならない。多少楽観的かもしれない
が、現況では授業時数が足りないということにはならないので、
冷静に子どもの状況を考えて実施すべきと考えたとお話があった。
≫
≪加賀谷委員から中学校総体が中止となり、代替の大会が 7 月 11 日
と 12 日開催されるようだが、これは全種目、屋内外問わずに実施
するのかと質問があり、教育長から、屋内外問わずに実施するが、
剣道は対面なので未定となっている。他にも観戦者を入れるかど
うかなどの課題はあるが、あくまでも子どもにとって、どうすれ
ばいいかを第一に考えて実施したいと回
答があった。≫
伊藤教育長

ほかにございませんか。
ないようですので、（２）その他に入ります。何かありました
らお願いします。
≪学校教育課長から、現在、十文字小学校スクールバス購入につい
て手続きを進めており、次回の定例教育委員会で承認案件として
ご説明させていただきたいと話があった。≫

伊藤教育長

ほかにございませんか。
それでは、これで５月の定例教育委員会を終了します。お疲
れさまでした。

8

