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庄内町教育委員会 令和 3年第 6回定例会 議事録 

１ 会議日程   令和３年５月２４日（月） 

開会   午後２時００分 

閉会   午後２時５５分 

２ 会議場所   庄内町役場 Ｂ棟 会議室１ 

３ 内  容 

１ 開  会 

２ 議事録承認 

令和３年第５回定例会議事録 

３ 報告 

（１）経過報告【資料１】 

（２）登校再開に向けたＰＣＲ検査の実施要項について【資料２】 

（３）その他 

４ 付議事件 

日程第１  議案第２５号 庄内町スクールバスの運行管理に関する規則の一部を改正する

規則の制定についての専決処分の承認について 

日程第２  議案第２６号 令和2年度学校施設環境改善交付金事業 余目中学校トイレ改

修工事（繰越明許）請負契約の締結についての専決処分の承認

について 

日程第３  議案第２７号 令和3年度庄内町一般会計補正予算（第3号）の申出について 

５ そ の 他 

（１）令和3年第7回教育委員会定例会の開催について 

日時：令和３年６月２５日（金）午後２時 

場所：役場 Ｂ棟 ２階 会議室１ 

（３）その他 

６ 閉  会 

４ 出席者      教育長             菅原 正志 

教育委員            梅木  均 （第一職務代理者） 

教育委員            太田 ひろみ（第二職務代理者） 

教育委員            齊藤 雅子 

教育委員            飯渕 義晃 

５ 欠席者      なし 

６ 傍聴人      なし 

７ 説明を要した者及び議事録作成のために出席した者 

教育課長             佐藤 秀樹 

社会教育課長           鶴巻  勇 

社会教育課長補佐兼社会教育係長  阿部  浩 

指導主事             富山 裕二 

教育課主査兼学校教育係長     渡部 恵子 

教育課主査兼教育施設係長     日下部 洋一 

社会教育課主査兼文化スポーツ推進係長 堀  純子 

教育課長補佐兼教育総務係長    佐藤 正芳 
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開 会 （午後2時00分） 

教育長 令和3年第6回庄内町教育委員会定例会を開会いたします。2議事録承認 令和

3年第5回定例会議事録承認について、何かお気づきの点があればお願いします。 

教育長 議事録はよろしいですか。それでは3報告に移ります。 

（1）経過報告 説明をお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

無ければ、報告(2) 登校再開に向けたＰＣＲ検査の実施要項について 説明をお

願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

太田委員 希望者のみへの対応なのか。陽性で休んだ後に、もう一度希望することは出来る

のか。 

教育課長 希望者のみの対応としている。陽性となったあとの対応については保健所と相談

のうえでの対応となります。 

梅木委員 資料2-2に「子どもたちおよび職員（※条件あり）」とあるが、この条件は何かに

記載があるのか。 

富山指導主事 保護者宛の文書には条件が記載されています。 

教育長 他に質問ありますか。 

無ければ、報告（3）その他 何かありますか。 

教育長 無ければ、付議事件日程第 1 議案第 25 号 庄内町スクールバスの運行管理に関

する規則の一部を改正する規則の制定についての専決処分の承認について を

議題とします。説明をお願いします。 

学校教育係長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

無ければ、議案第 25 号 庄内町スクールバスの運行管理に関する規則の一部を

改正する規則の制定についての専決処分の承認について 原案のとおり決する

ことでご異議ございませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 異議なしと認め、議案第 25 号 庄内町スクールバスの運行管理に関する規則の

一部を改正する規則の制定についての専決処分の承認について は原案のとお

り可決されました。続いて日程第 2議案第 26号 令和 2年度学校施設環境改善

交付金事業 余目中学校トイレ改修工事（繰越明許）請負契約の締結についての

専決処分の承認について 説明をお願いします。 

教育施設係長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

飯渕委員 元々、男子トイレには洋式トイレがあったが、この部分も新しくなっているよう

だが改修の必要があったのか。 

教育施設係長 古くなったことから、今回の改修で一緒に更新するものです。 

教育長 工事の間、生徒達に不便は無いのか。 

教育施設係長 基本的に夏休みの期間を有効に使うことで考えている。また、特別教室棟の工事

の際は普通教室棟のトイレは使えるようにするなどの対応をすることとしてい

ます。 

教育長 他に質問ありますか。 

無ければ、議案第 26号 令和 2年度学校施設環境改善交付金事業 余目中学校
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トイレ改修工事（繰越明許）請負契約の締結についての専決処分の承認について 

原案のとおり決することでご異議ございませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 異議なしと認め、議案第 26号 令和 2年度学校施設環境改善交付金事業 余目

中学校トイレ改修工事（繰越明許）請負契約の締結についての専決処分の承認に

ついて は原案のとおり可決されました。続いて日程第 3 議案第 27 号 令和 3

年度庄内町一般会計補正予算（第3号）の申出について 説明をお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

社会教育課長 （資料に基づき説明する。） 

富山指導主事 （GIGAスクールサポーターについて説明する。） 

教育長 質問ありますか。 

梅木委員 GIGAスクールサポーターは各学校に常駐するのか。 

富山指導主事 1週間又は2週間に１回程度で計画的に各学校を巡回することになります。 

太田委員 GIGAスクールサポーターは１人とか２人とかの契約となるのか。 

富山指導主事 業者と契約をすることで考えている。 

梅木委員 タブレットは自宅に持ち帰っているのか。 

富山指導主事 昨年みたいに長期休業となった場合は持ち帰りの対応も検討しますが、今は持ち

帰りしていません。 

梅木委員 持ち帰った場合は、自宅にネット環境が必要となるのか。必要なのであれば各家

庭で整備する必要があるのか。 

富山指導主事 去年アンケート調査をしたときは8割の家庭においてネット環境があるとの回答

であった。昨年度予算でポケットＷｉｆｉを１１２個購入しており、要保護世帯

等への対応は可能となっているが、通信費が個人負担となることが課題としてあ

ります。 

太田委員 夏休みの期間もタブレットの持ち帰りはしないのか。 

富山指導主事 今のところ持ち帰りはしないこととしています。 

教育長 他に質問ありますか。 

無ければ、議案第 27号 令和 3年度庄内町一般会計補正予算（第 3号）の申出

について 原案のとおり決することでご異議ございませんか。 

委員 「異議なし」の声あり 

教育長 異議なしと認め、議案第 27号 令和 3年度庄内町一般会計補正予算（第 3号）

の申出について は原案のとおり可決されました。続いて５その他 第7回教育

委員会定例会については６月２５日（金）午後２時から を提案させていただき

ますが如何でしょうか。 

委員 「了解」の声あり 

教育長 ６月２５日（金）午後２時から と決定します。よろしくお願いいたします。続

いて（２）その他 何かありますか。 

富山指導主事 6 月 21 日月曜日午後 2 時から余目第三小学校の計画訪問が予定されていますの

で、よろしくお願いいたします。「庄内町の学校教育」「余目第三小学校の経営概

要」は現在作成中ですので、出来次第配付させていただきます。 

社会教育課長補佐 社会教育課の計画訪問の日程が決まりました。響ホールが7月13日火曜日午後1

時 30分から、総合体育館が 11月 1日月曜日午後 1時 30分からと予定しました

のでご都合つけて参加お願いします。 

教育長 来年度以降、公民館はコミュニティセンター化されますが、コミュニティセンタ

ーになっても社会教育事業については計画訪問をして対応してもらうこととし
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ておりますので、今後の予定にあるとおりよろしくお願いします。 

教育課長補佐 7月 7日に予定されていた庄内地区教育委員会協議会総会が書面開催に、研修会

が中止となりました。 

山形県市町村教育委員会協議会理事会が明日午後3時からWeb会議により開催さ

れるので梅木委員より参加をお願いします。 

教育長 他にありますか。無いようでしたら以上をもちまして令和3年第6回教育委員会

定例会を終了します。 

 


