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庄内町教育委員会 令和 2年第 8回定例会 議事録 

１ 会議日程   令和２年７月３１日（金） 

開会   午後３時００分 

閉会   午後４時５０分 

２ 会議場所   庄内町役場 Ｂ棟 会議室２ 

３ 内  容 

１ 開  会 

２ 議事録承認 

令和２年第７回定例会議事録 

３ 報告 

（１）経過報告 

（２）庄内町立図書館整備事業実施設計について 

（３）その他 

 

４ 付議事件 

日程第１ 議案第３４号 令和2年度庄内町一般会計補正予算（第4号）の申出について 

日程第２ 議案第３５号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

日程第３ 議案第３６号 令和3年度使用庄内町立小学校、中学校及び特別支援学級教科用図

書の採択について 

 

５ 協  議 

（１）令和2年度庄内町社会科見学実施事業費補助金交付要綱（案）について 

 

６ 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９回教育委員会定例会の開催について 

日時：令和２年８月２５日（火）午後２時００分 

場所：役場Ｂ棟 会議室１ 

（３）その他 

７ 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      1人 

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3時00分） 

教育長 令和2年第8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7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）庄内町立図書館整備事業実施設計について 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。） 

教育長 報告（2）庄内町立図書館整備事業実施設計について 質問あればお願いしま

す。 

今野委員 図書館に愛称をつける予定はあるのか。 

社会教育課長 他の施設では愛称を募集しているところがある。図書館についても今後募集に

ついて検討していく。 

教育長 実施設計について、今後の流れはどうなるのか。 

社会教育課長 11月までには概算の工事金額を積算し、1月の予算査定まで精査する。工事に

ついては 4 月には入札等を実施し、議会の議決を経て実際の工事に入って行

く。全ての完成は令和5年3月頃になる。1期工程は令和3年度中に完成する

予定で、現在の図書館から引っ越しをし仮オープンする予定である。その後、

現在の図書館の取り壊しをする工程となっている。 

教育長 ほかにありますか、無いようでしたら 報告（3）その他 について あります

か。 

教育課長 7月28日から29日の大雨に伴う災害対策について報告します。町で災害対策

本部を設置し避難所を開設した。土砂災害のおそれがあるということで立谷沢

地域の一部で集落の集会所に一時避難所を、京田川の水位が上昇したことで立

川総合支所、余目第一公民館、余目第二公民館に広域避難所を開設した。避難

人数は立川総合支所 18人、余目第一公民館 4人、余目第二公民館 5人が避難

された。翌日には災害対策本部は解散した。酒田市との協定でほたるドームに

新堀の方が避難した。人的被害は無いが、被害の状況については今とりまとめ

しているところです。 

教育長 ほかにありますか、無いようでしたら 付議事件 日程第１ 議案第３４号 

令和2年度庄内町一般会計補正予算（第4号）の申出について 説明をお願い

します。 
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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。） 

今野委員 モバイルWi-Fiの通信料と機器については何台で、使用者の優先順位はどうな

のか。 

教育施設係長 就学援助世帯である小学校67世帯、中学校45世帯、計112世帯分が補助対象

となっている。実際の運用については、各家庭の状況により変動するので、よ

り有効な活用を図っていきたい。 

今野委員 就学援助世帯以外で設備が整っていない世帯は該当とならないのか。 

教育施設係長 Wi-Fi環境の無い世帯は112世帯を超えると想定している。各家庭対応や分散

登校、役場B棟などの公共施設を活用するなど学校運営に支障が出ないように

モバイルWi-Fiなどを活用できる環境の準備して考えていきたい。 

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３４号 令和2年度庄内町一般会計補正予算（第4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 2 議案第３５号 教育に関す

る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について を議題とします。説明

をお願いします。 

教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

教育長 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について、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３５号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価につ

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３６号 令和

3年度使用庄内町立小学校、中学校及び特別支援学級教科用図書の採択につい

て を議題とします。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。） 

齊藤委員 特別支援学級の星のマークは何を表しているのか。 

富山指導主事 字の大きさなどの違いがあり、児童の実態に合わせて使用するものです。 

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３６号 令和3年度使用庄内町立小学校、中学校及び特別支援学級教科

用図書の採択について は原案のとおり可決されました。5協議 ⑴令和2年

度庄内町社会科見学実施事業費補助金交付要綱（案）について を協議します。

説明をお願いします。 

教育課主査兼学校

教育係長 

（資料に基づき説明する。） 

今野委員 山形交響楽団の演奏は何回かあるのか。県内全ての自治体が対象なのか。 

教育課長 県の補助事業であり、新型コロナウイルスの関係で山響の活動も抑制されてい

ることから、その支援という部分も含まれており、山響の都合と合えば演奏を

聴くことができるものである。 

教育長 ほかにありますか、無いようでしたら ６その他 （１）庄内町教育振興基本

計画の見直しについて 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。） 



- 4 - 

教育課長 （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。） 

社会教育課主査兼

図書館係長 

（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。） 

教育長 社会教育 基本方針４の指標の３つ目の「家読」の数値について可能なのか。 

社会教育課主査兼

図書館係長 

教育課で実施したアンケート調査の結果をベースに設定した。幼稚園は達成し

て発達年齢が上がるにつれて数値が低くなっていくものと想定している。 

教育長 「家読」の定義が大変難しい。アンケートを取る際に具体的に「家読」の定義

を説明する必要がある。 

教育長 ほかにありますか、無いようでしたら 今後のスケジュールを 説明お願いし

ます。 

教育課長補佐 （資料に基づき説明する。） 

教育長 パブリックコメント等実施する予定であるが、いつでも結構ですので、ご意見、

質問、感想などをいただきたい。 

今野委員 用語説明がページ内の下の部分に入れられないことは理解したが、用語説明を

する欄に掲載されているページを表記することは出来ないか。 

教育課長 検討します。また、全体を再度確認し体裁等を整えます。 

教育長 ほかにありますか、無いようでしたら 第９回教育委員会定例会の開催を８月

２５日火曜日午後２時としたいと思います。よろしくお願いいたします。(3)

その他について 何かありますか。 

社会教育課長補佐 ８月２８日金曜日に余目第三公民館の計画訪問となっていますので、よろしく

お願いいたします。 

教育長 以上をもちまして令和2年第8回教育委員会定例会を終了します。 

閉会 （午後4時50分） 

 


