
1 

 

会  議  録 

年 月 日 令和３年９月２１日（火） 

開会時刻 午後１時５８分 閉会時刻 午後３時２分 

開催場所 条里南庁舎 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   岩野 玲子 

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    髙橋 秀明 

教育指導課長   西村 直崇 

学校教育課長   川津 久和 

学校給食課長   岩瀬 司 

会議書記 

教育総務課上席副主幹 樽川 朝美 

教育総務課副主幹   大友 幸憲 

教育総務課主査    最上 拓弥 

 

付議案件 

 日程第１ 報告第２号  横手市立小学校及び中学校における令和３年度秋

季休業日の臨時措置について 

  

 

≪会議要旨≫ 

 

伊藤教育長  それでは、ただ今より令和３年９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２番二階堂委員にお願い

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３の教育長報告に入ります。８月１６日から９月２０

日までの主な参加行事についてご報告いたします。 
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８月１６日、東京２０２０パラリンピック聖火リレー横手市採

火式が行われました。同日に定例教育委員会、また臨時校長会が

開催されております。１７日、市議会９月定例会の議案説明会が

行われました。同日、横手市表彰条例表彰者選考委員会に参加し

ております。２０日、横手市初任者研修で講話をさせていただき

ました。また同日、横手市小・中学校教頭会が行われ参加してき

ました。２３日、市議会９月定例会が開会しました。２５日、言

語活動の充実による学力向上推進事業公開校連絡協議会が開催

されております。２９日、第１０回後三年合戦沼柵公開講座が開

催されております。コロナ禍の影響があり、例年よりも入場者を

少なくし、市内在住者のみの参加で行われております。市議会９

月定例会のほうは、３０日と３１日に一般質問の答弁検討会が、

一般質問が９月１日から３日まで行われております。９月の定例

会は、令和２年度の決算についてご審議いただきましたが、全て

可決という結果でした。 

 

 

 

伊藤教育長  ただいまの報告につきまして、ご質問がありましたらお願いし

ます。 

 

（質 疑）なし 

 

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 報告第２号 横手市立小学校及び中学校における

令和３年度秋季休業日の臨時措置について を議題といたし

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、ご質問がありましたらお願い

します。 

 

二階堂委員   確認ですが、資料４ページの「令和三年度東京オリンピック

競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」表記のう

ち、令和三年度の「三」は、漢数字ではなく英数字の「３」で

はないでしょうか。後段、「第二月曜日」の表記が漢数字なのは

理解できます。 
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教育総務課長  漢数字と英数字の違いですが、国の法律名が漢数字の「三」

となっておりますので、そのままを表記したところです。 

 

二階堂委員   承知しました。 

 

伊藤教育長   他にご質問がありましたらお願いします。 

 

（質 疑）なし 

 

   ないようですので、本件をご承認いただけますでしょうか。 

 

―異議なし― 

 

伊藤教育長   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。 

        それでは、５．その他に移ります。（１）各課等事業報告をお

願いします。 

 

各課長等    ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長   各課より報告がありました。何かご質問、ご意見がございま

したらお願いします。 

 

加賀谷委員   教育指導課にお尋ねします。先日、新聞報道でタブレット端

末を使用した「いじめ」の記事が掲載されていました（東京都

町田市）。このような問題は、いつかは出てしまうのではないか

と、私は心配しておりました。大方の皆さんも同様の心配をし

ていたのではないかと思います。横手市では、同様の問題が起

こらないように、事前の対策は行っていますでしょうか。 

 

教育指導課長  今年４月から、ＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童生徒に

一人１台ずつの端末を配布しております。使用にあたっては、

事前に保護者の皆様に対し、使い方の約束を周知し、同意をい

ただいた上で児童生徒に使っていただいているという体制を取

っております。実際の学校現場においては、年度初めに全校集

会で使い方の講座を開催し、また授業では先生方からの取り扱

いの注意喚起を行い、さらに活用していく中でも使い方に問題

がありそうな場合は、随時指導を行っているところです。 
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それでも、使用について思わしくない事例があったと、これま

で何点か教育委員会に報告が来ております。その際、教頭会など

を通じて学校側と情報共有をしながら注意喚起を行い、適正な使

い方について周知をしております。なお、このタブレット端末の

使用につきましては、教育委員会内（教育総務課）でデータの使

用状況をチェックできる体制もとっております。この後も、問題

が起こらないよう配慮してまいります。 

 

教育総務課長  新聞記事に載った事例は、児童生徒が全員同じＩＤとパスワ

ードだったと報道にありました（そのため個人が特定できない）。

横手市の場合は、ＩＤとパスワードを児童生徒一人ひとりに付

けていますので、何かあった場合には、どの端末から誰がどん

な操作をしたかがわかるシステムを取っております。一人ひと

りの行動を詮索する訳ではありませんが、何か問題が発生した

場合には、個人を特定できるようにもなっています。 

 

伊藤教育長   児童生徒の各端末の使用状況は、教育総務課ですべて把握で

きるようになっています。セキュリティにも万全を期していま

すが、今回の報道にあったような、いじめなどの問題が横手市

でも起こらないように、学校側とも十分気を付けながら、使用

させていきたいと考えています。 

 

佐々木委員   生涯学習課にお尋ねします。「公民館・地区交流センター、生

涯学習センター事業一覧」の横手地域分のうち、金沢公民館の

部分についてですが、Ｎｏ.１～５は、事業名と併記で「会員制」

と書かれています。これは、それぞれの利用者の自主的な活動

を、公民館が応援しているという意味と捉えてよろしいでしょ

うか。 

 

生涯学習課長  金沢公民館で行っている「会員制」と書かれた事業について

ですが、この金沢地区は、地区交流センター化をしている地域

であり、ご指摘いただいた事業は、（公民館事業ではなく）地区

交流センター主催の事業となっています。 

地区交流センターは、年間を通して様々な事業を行っている

のですが、年度初めに定員４０名の会員を募集し、その会員を

対象とした事業を定期的に行っています。今回、資料に記載さ

れている事業がそれに当たります。 

なお、会員でなくても参加できる事業も実施していますこと
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を申し添えます。 

 

今仲委員    横手市中学校秋季大会についてです。まだまだコロナ禍では

ありますが、無事に開催されたことに対して感謝申し上げます。

一部、種目によっては、保護者の応援には入場規制等があった

ものもありましたが、感染予防対策を十分にして実施していた

だき、ありがとうございました。 

日頃、一生懸命に練習してきた成果を発揮できる場を与えて

いただき、子供たちにとっては大変な励みになったと思います

し、保護者としても大変嬉しく思いました。 

 

伊藤教育長   保護者の方々も、コロナ禍という状況下での開催に、ご理解、

ご協力をいただき、大会運営がトラブルなく行うことができた

ようです。私も全種目を見て回りましたが、子供たちの伸び伸

びとした姿を伺えましたので、大変良かったと思っています。

本来であれば、祖父母の方々にも見ていただきたいという思い

を重々持っていた訳ですが、今後のコロナ禍の収束していく状

況等を見極め、その機会を見出していきたいと考えています。 

 

二階堂委員   全課に共通して言えることかと思いますが、先程来から、コ

ロナ禍の中にあって、感染症対策をしながら、様々な事業、大

会、地区交流センター事業・活動等を開催しているという報告

を伺い、大変喜ばしいことだと思っています。 

ただ、ワクチン接種が進むにつれ、「自分はワクチン接種をし

たから大丈夫」という気のゆるみが出て、マスクをしなくなっ

たりすることにもなりかねないのではと危惧しております。感

染の危機は去っていないという、啓発的な発信を、引き続き行

っていただきたいと思います。 

 

伊藤教育長   教育委員会は、施設をたくさん抱えています。市民の皆様の

施設利用の仕方については、その都度、担当課長を通じ、十分

な感染症対策に努めるよう指示をしているところです。二階堂

委員のおっしゃるとおりですので、改めて担当課長を通じて、

施設の担当者にも連絡をしたいと思います。 

 

ほかに何かありませんか。ないようですので、（２）その他に  

移ります。説明はありますでしょうか。 
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スポーツ振興課長 

図書館課長    ―資料に基づき、２課より「横手の魅力アップキャンペー

ン実施報告」の説明― 

 

伊藤教育長   この報告について、何かご質問がありましたらお願いします。 

 

佐々木委員   私、このキャンペーンに応募し、山菜コースが当たりました。

近所にも当たった方が数名おりまして、当たった品物を交換す

るなど、大変盛り上がりました。当たった方は、普段図書館を

利用している方々でした。新規の図書館利用の登録を増やした

いということを、目的の一つにしているのであれば、もう少し

別のアプローチもあるかもしれません。スポーツのほうも、日

常行っているウォーキング等を通じて、このように品物が当た

るのであれば、皆さんとても嬉しいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 

図書館課長   新規の図書館利用登録の部分につきましては、課内に持ち帰

って話し合ってみたいと思います。 

 

伊藤教育長   様々な方法、手法があろうかと思いますが、こうやって実際

に当たった方から、「嬉しかった」というお話を聞くと、励みに

もなります。これからも、いろいろと知恵とアイデアを絞りな

がら、ますます頑張ってまいりたいと思っております。 

 

伊藤教育長   ほかに何かありませんか。 

 

教育総務課長  横手駅東口に整備を進めている新公益施設の進捗状況の説明 

 

伊藤教育長   完成後の施設運営に関し、教育委員会が市の中心を担いなが

ら、準備を進めていきたいと考えています。 

 

加賀谷委員   高層の建物が建つようですが、万が一の火災等の際、はしご

車が寄せられるよう、電柱の地中埋設なども計画に入っている

のでしょうか。 

 

教育総務課長  今回の駅前再開発の中で、一部、電柱の地中埋設については、

担当課（都市計画課）で計画しているようですが、その範囲、

工事時期等の詳細は、まだ決定している段階ではないようです。 
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二階堂委員   民間のほうの街区には、どんな商業施設が入るとか、ホテル

の名前はどうなるかなどの情報はありますか。 

 

教育総務課長  民間のほうの街区につきましては、民間の駅前再開発組合で

進めている事項であります。現段階では、教育委員会で情報を

取れていない部分も多く、大変申し訳ございませんがお答えい

たしかねます。 

 

二階堂委員   新公益施設の１Ｆのアクティブスペースでバスケットなどの

軽運動を予定しているとのことですが、上の階の図書館エリア

に音漏れなどはありませんか。 

 

教育総務課長  アクティブスペースは、防音室ではありませんで、全く音が

聞こえないというものではありません。ただ大音量になる訳で

もありません。 

これまでの図書館のように、静かに読書を楽しみたいという

方には、３Ｆの図書館エリア内に、「しずかな部屋」というエリ

アを設け、読書に集中できる部屋を準備することにしています。 

なお、今回の新公益施設内の図書館フロアは、館内に音楽を

かけたり、利用者の話し声などが聞こえたりする、今まで図書

館を利用したことのない方でも、気兼ねなく心地よく過ごして

いただけるような工夫を施し、たくさんの方に利用していただ

けるよう、フロア計画を進めています。 

 

伊藤教育長   「静かな図書館を望む」という方々がいる一方で、静か過ぎ

る場所としての図書館利用が、多くの人に望まれていないとい

うアンケート結果も出ています。両方の方々の意見に沿った形

の建物となるよう、今までにない施設を目指し、むしろ多少冒

険している計画を進めています。 

 

ほかに何かありませんか。 

ないようです。それでは、これで９月の定例教育委員会を終

了します。お疲れさまでした。 

 

 

 

 


