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庄内町教育委員会 令和2年第6回定例会 議事録 

１ 会議日程   令和２年５月２５日（月） 

開会   午後２時００分 

閉会   午後４時０５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２年第５回定例会議事録 

３ 報告 

（１）経過報告 

（２）新型コロナウイルス感染症への対応について 

（３）令和2年第3回庄内町議会臨時会（5月）について 

（４）庄内町立図書館整備事業基本設計について 

（５）令和2年度庄内町教育委員会計画訪問について 

（６）令和3年度使用教科用図書市町別展示会及び法定展示会について 

（７）その他 

４ 付議事件 

日程第１  議案第３０号 令和2年度庄内町一般会計補正予算（第2号）についての専決処

分の承認について 

日程第２  議案第３１号 庄内町立図書館協議会委員の辞任の許可についての専決処分の承

認について 

日程第３  議案第３２号 令和2年度庄内町一般会計補正予算（第3号）の申出について 

日程第４  議案第３３号 庄内町立図書館協議会委員の委嘱について 

５ そ の 他 

（１）庄内町教育振興基本計画の見直しについて 

（２）第７回教育委員会定例会の開催について 

日時：令和２年６月２５日（木）午後２時００分 

場所：役場Ｂ棟 会議室２ 

（３）その他 

６ 閉  会 

４ 出席者      教育長             菅原 正志 

教育委員            今野 悦次（第一職務代理者） 

教育委員            梅木 均 （第二職務代理者） 

教育委員            太田 ひろみ 

教育委員            齊藤 雅子 

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 美枝 

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            髙橋 一枝 

指導主事            富山 裕二 
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主査兼学校給食共同調理場所長  荒木 美紀 

教育課主査兼学校教育係長    渡部 恵子 

社会教育課主査兼図書館係長   佐藤 晃子 

教育施設係長          押切 崇寛 

文化スポーツ推進係長      池田 省三 

教育課長補佐兼教育総務係長   佐藤 正芳 

開 会 （午後2時00分） 

教育長 令和2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2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 経過報告について何か追記するものがございましたらお願いします。 

それでは報告（2）新型コロナウイルス感染症への対応について 説明をお願

いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

髙橋指導主事 （学校に関する事項を説明する。） 

社会教育課長 （資料に基づき説明する。） 

今野委員 特定警戒都道府県からの来県、帰県などは今後どのようになるのか。 

社会教育課長 今月いっぱいについてはそのままではないかと思っている。 

これまで参考にしている県の動向を注視していきたい。 

今野委員 学校給食の給仕方法はどのようになっているのか。 

学校給食共同調理

場所長 

幼稚園については、園児は着席のままで、職員が盛り付けして配膳している。 

消毒の徹底等注意して実施している。 

髙橋指導主事 学校では、配膳は子ども達が行っているが、場所、スペースについて、広い場

所や別の教室を使ったり、クラスを半分に分けるなどして人数に応じた工夫を

しながら実施している。手洗い・うがいなど消毒には気を使っている。 

梅木委員 県大会レベルの大会は中止になったと聞いているが、生徒達のようすはどう

か。 

髙橋指導主事 県大会以上は中止となったが、地区大会は力試しの場として設定できないか中

体連、校長会等で検討していると聞いている。 

教育長 部活動といっても種目によりリスクが全く違ってくる。種目別に、配慮しなが

ら大会みたいなものを開催したいというのが中体連の考えのようである。 

今野委員 音楽の授業はどのようになっているのか。 

髙橋指導主事 当面は歌唱、リコーダーなどマスクを取ったり接近して声を出すなどの活動以

外のこと（鑑賞）から始めることとしている。 

教育長 プール使用の件について庄内教育事務所から連絡があり、教育長が集まって情

報交換することとなった。子ども達の安全が保障されなければならないことか

ら難しいのかなと考えている。 

教育長 報告（3）令和2年第3回庄内町議会臨時会（5月）については、後ほど付議事

件の際に説明することとし、報告（4）庄内町立図書館整備事業基本設計につい

て 説明をお願いします。 

社会教育課長 （資料に基づき説明する。） 

齊藤委員 図書館側にも絵画を展示することとなるのか。 
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社会教育課主査 基本計画の基本コンセプトの一つとして、「絵のある図書館、本のある美術館」

ということで、これを実現する空間づくりを目指していくこととしている。 

教育長 水彩画記念館と図書館を分けないで、考え方として一緒という位置づけで設定

している。 

太田委員 記念館と図書館を繋ぐ廊下への絵画の展示などは変わるのか。 

社会教育課主査 消防法の関係でこれまで通りとは行かないが、パネル展示など工夫をしていき

たいと考えている。 

今野委員 第一印象は月山をデザインしたのだなと、平面図を見るとお米の形だなと感じ

た。愛着のある施設として良いデザインと感じた。 

書棚の高さはどのようになっているのか。 

社会教育課主査 現在の書棚より１段低くなっている。大人の人が手を伸ばせば届くような高さ

になっているが、上段の方は工夫をしながら手に取りやすい配置にしていきた

い。 

今野委員 除雪などはどのようになるのか。 

社会教育課長 雪止めを付けて、下に落とさない設計となっている。今後、実施設計の段階で

雪国の特性等を考え、一番良い方法を設計業者と考えていく。 

教育長 多目的室、学習室、郷土資料調査室、郷土資料の展示場、保存部屋など整備す

る基本設計となっている。今後、実施設計で色んな意見を受け変えていく。 

教育長 それでは報告（5）令和 2 年度庄内町教育委員会計画訪問について 説明をお

願いします。 

社会教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

富山指導主事 （資料に基づき説明する。） 

教育長 それでは報告（6）令和3年度使用教科用図書市町別展示会及び法定展示会に

ついて 説明をお願いします。 

富山指導主事 （資料に基づき説明する。） 

教育長 それでは報告（7）その他 について 

髙橋指導主事 （コミュニティ・スクール導入についての状況を資料に基づき説明する） 

教育長 それでは日程第1 議案第３０号 令和2年度庄内町一般会計補正予算（第2

号）についての専決処分の承認についてを議題とします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育長 令和2年度庄内町一般会計補正予算（第2号）についての専決処分の承認につ

いて、ご質問等はございませんか。 

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 議案第３０号 令和2年度庄内町一般会計補正予算（第2号）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

３１号 庄内町立図書館協議会委員の辞任の許可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。 

社会教育課主査 （資料に基づき説明する。） 

教育長 庄内町立図書館協議会委員の辞任の許可についての専決処分の承認について、

人事案件ですので質疑を省略し、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 議案第３１号 庄内町立図書館協議会委員の辞任の許可についての専決処分
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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３２

号 令和2年度庄内町一般会計補正予算（第3号）の申出についてを議題とし

ます。説明をお願いします。 

教育課長 （資料に基づき説明する。） 

教育施設係長 （ＧＩＧＡスクール構想に関する予算について説明する。） 

社会教育課長 （資料に基づき説明する。） 

文化スポーツ推進係長 （大河ドラマ誘致協議会補助金に関する予算について説明する。） 

教育長 令和2年度庄内町一般会計補正予算（第3号）について、ご質問等はございま

せんか。 

今野委員 タブレットは、学校内での使用のみなのか。家庭でのリモートでも使えるのか。 

教育施設係長 テレスクールでも使うことも想定しウィルス対策等どのようなことが必要な

のか９月補正に向けて詰めていくこととしている。 

梅木委員 歳入の音楽鑑賞の保護者負担金とはどのようなものなのか。 

教育課長 音楽鑑賞については、保護者の負担でやっていくこととしている。県から補助

金が入る関係上、町の会計を一度通さなければならないことから予算化したも

のである。 

教育長 他に質問はございますか。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 議案第３２号 令和2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。続いて日程第4 議案第３３号 庄内町立図

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。 

社会教育課主査 （資料に基づき説明する。） 

教育長 庄内町立図書館協議会委員の委嘱について、人事案件ですので質疑を省略し、

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 議案第３３号 庄内町立図書館協議会委員の委嘱については原案のとおり可

決されました。 

5その他 庄内町教育振興基本計画の見直しについて 

教育振興基本計画は１０年スパンですが今年で５年目となり、前期５年間を振

り返って見直しをすることになっております。事務局から見直し素案の説明を

お願いします。 

髙橋指導主事 （資料に基づき説明する。） 

社会教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

文化スポーツ推進係長 （資料に基づき説明する。） 

社会教育課主査 （資料に基づき説明する。） 

教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

教育長 教育振興基本計画の見直しについては検討会等で少しずつ見直しし、その都度

委員の皆様からご意見をいただきたいと考えています。進め方などにご意見等

はございませんか。 

教育長 それでは、次回の定例会の開催については６月２５日木曜日午後2時役場会議

室２となりますがいかがでしょうか。よろしいですか。原案どおりに開催いた

します。 

その他 何かありますか 
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教育課長補佐 （田川地区教科用図書採択協議会委員に今野委員、庄内教育委員会協議会監事

に梅木委員から引き受けていただいたことを報告する。） 

教育長 その他 何かありますか。無いようでしたら、以上をもちまして令和2年第6

回教育委員会定例会を終了します。 

閉会 （午後4時5分） 

 


