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令和３年 第１回 男鹿市教育委員会会議録 

 

１． 日 時  令和３年２月１０日（水）午前１０時００分～ 

 

２． 場 所  男鹿市役所 ３階 第１会議室 

 

３． 出席者    教育長  栗森 貢 

委 員  小玉 亜紀子 

                委 員  吉田 貴美子 

                委 員  三浦 良忠 

             委 員  目黒 重光 

 

４． 出席職員   教育総務課長   太田  穣 

学校教育課長   加賀谷 正人 

教育総務課主幹  鎌田 真樹子 

教育総務課主幹  佐藤 延明 

学校教育課主幹  笹渕 美穂 

 

５． 案 件 

議案第１号  

令和３年度学校教育の基本方針（案）及び重点目標と努力事項（案）

について 

      議案第２号 

       令和３年度生涯学習の重点目標と施策の方向（案）について 

      議案第３号 

       令和２年度教育費３月補正予算について 

      議案第４号 

       令和３年度教育費当初予算について 

議案第５号 

       男鹿市教育委員会事務委任規則の一部を改正する等の規則について 

 

６． 報 告 

（１） 小中学校空調設備設置事業について 

（２） 男鹿市立小・中学校再編整備計画説明会について 

（３） Ｒ２秋田県学力状況調査（本市の学力の状況）について 

 

   ７． 協 議 

（１） 令和４年度以降の成人式対象年齢や開催時期について 
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８． その他 

 

   ９． 閉 会 

 

【議事 午前１０時００分開会】 

 

○教育長 

ただいまから、令和３年第１回教育委員会会議を開会いたします。 

本日の議題につきましては、案件が５件、報告が３件、協議が１件となっており

ます。 

前回の会議録の承認については、委員の皆様からご署名いただきましたので承認

されました。 

それでは案件に入ります。初めに、議案第１号 令和３年度学校教育の基本方針

（案）及び重点目標と努力事項（案）についてであります。それでは事務局から説

明願います。 

○学校教育課長 

  資料に沿って説明 

○教育長 

  ただいま、事務局より説明がありましたが、このことについて、ご意見がありま 

したらお願いします。 

 

○教育長 

   ご意見がないようですので、議案第１号 令和３年度学校教育の基本方針（案）

及び重点目標と努力事項（案）については、承認としてよろしいでしょうか。 

○委員一同 

  はい 

○教育長 

  議案第１号は承認されました。ありがとうございます。 

   次に議案第２号 令和３年度生涯学習の重点目標と施策の方向（案）についてで

あります。事務局から説明願います。 

○教育総務課長 

  資料に沿って説明 

○教育長 

  ただいま、事務局から説明がありましたが、このことについてご質問はありませ

んか。 

 

○教育長 

  ご意見がないようですので、議案第２号 令和３年度生涯学習の重点目標と施策

の方向（案）については、承認としてよろしいでしょうか。 
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  議案第２号は承認されました。ありがとうございます。 

  次に議案第３号 令和２年度教育費３月補正予算についてであります。事務局か

ら説明願います。 

○教育総務課長 

  資料に沿って説明 

○教育長 

  ただいま、事務局から説明がありましたが、このことについてご質問はありませ

んか。 

○目黒委員 

  給食費の内容についてお願いします。 

○学校教育課長 

  給食費については、144万 6千円の減額で、内容は、若美給食センターのエアコ

ン取付工事の入札差金と、備品購入費は給食配送車の入札差金、消毒保管庫 1台の

買換えとなっております。 

○教育長 

  ほかにご質問はありませんか。 

 

  それでは、議案第３号 令和２年度教育費３月補正予算については、承認として

よろしいでしょうか。 

○委員 

  はい 

○教育長 

議案第３号は承認されました。ありがとうございます。議案第３号は承認されま

したので、令和３年３月男鹿市議会定例会に提案していきます。 

  次に議案第４号 令和３年度教育費当初予算についてであります。事務局から説

明願います。 

○教育総務課長 

資料に沿って説明 

○教育長 

  ただいま事務局から説明がありましたが、このことについてご質問ありませんか。 

○目黒委員 

  扶助費は要保護、準要保護で昨年に比べ増えているが、どのくらいを想定してい

るのか。 

○学校教育課長 

  内容として、昨年加えていなかったアルバム代とＷｉＦｉ利用について、1人に 

つき年 1万円を上限に補助する分が増額になっている。 

○小玉委員 

  小学校では今年と比べあまり変わっていないが、中学校で修学旅行やアルバム代、

ＷｉＦｉの補助があるということか。 
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○学校教育課長 

  小学校も中学校も同じ内容であるが、修学旅行の学年の人数が、今年と来年度で

は片寄りがあり、中学校だけ増えているようになった。 

○小玉委員 

  ＩＣＴ支援員について、教えて欲しい。 

○学校教育課長 

  県内いろいろな形があるが、男鹿市では各学校に週１回７時間程度で、１０校あ

るので、２人の方に５校ずつ担当してもらうことで、事業を委託して行うことをお

願いしたいと思っているが、委託先が確保できない場合、会計年度任用職員をお願

いすることも考えて、１人の人で負担が大きい場合、人数を増やして、５人で２校

ずつまわってもらうなど、考えていきたい。基本１校に週１回７時間程度というよ

うに考えている。 

○教育長 

  ほかにありませんか。 

  ないようですので、議案第４号 令和３年度教育費当初予算については、承認と

してよろしいでしょうか。 

○委員 

  はい 

○教育長 

  議案第４号はご承認いただきました。ありがとうございます。議案第４号は令和

３年３月男鹿市議会定例会に提案していきます。 

  次に議案第５号 男鹿市教育委員会事務委任規則の一部を改正する等の規則に

ついてであります。事務局から説明願います。 

○教育総務課長 

  資料に沿って説明 

○教育長 

  ただいま事務局から説明がありましたが、このことについてご質問はありません

か。 

○目黒委員 

  規則の名称は「男鹿市教育委員会事務委任規則等の一部を改正する」となると思

うが、「男鹿市教育委員会事務委任規則の一部を改正する等」でよいか。法令審査会

にも提出しているか。 

○教育総務課長 

  法令審査会の案件になっており、再度確認します。 

○教育長 

  ほかにありませんか。 

  ないようですので、議案第５号 男鹿市教育委員会事務委任規則の一部を改正す

る等の規則については、承認としてよろしいでしょうか。 

○委員 

  はい 
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○教育長 

  議案第５号は承認されました。ありがとうございます。 

  次に報告にはいります。 

  報告事項（１）小中学校空調設備設置事業についてであります。事務局から説明

願います。 

○教育総務課長 

  資料に沿って説明 

○教育長 

  ただいま事務局から説明がありましたが、このことについてご質問ありませんか。 

○小玉委員 

  エアコンは家庭用エアコンになるのか。 

○教育長 

  家庭用の一番大きいものと考えている。 

○吉田委員 

  冷暖房用エアコンと書いているが、暖房もそれで賄うことを考えているか。 

○教育総務課長 

  エアコンの冷房のみのものはあまりなく、冷暖房用が主流になっている。暖房も

使えるが、暖房は既存の暖房で対応する。 

○教育長 

  次に報告事項（２）男鹿市立小・中学校再編整備計画説明会についてであります。

事務局から説明願います。 

○教育総務課長 

  資料に沿って説明 

○教育長 

  ただいま事務局から説明がありましたが、このことについてご質問ありませんか。 

○小玉委員 

  統合準備委員会のメンバーはどういう方を考えているのか。 

○教育総務課長 

  まだ案で、新年度になってから、保護者、ＰＴＡ関係、地域の方々を想定してい

る。 

○小玉委員 

  地区ごとにか。 

○教育総務課長 

  統合する学校ごとになる。 

○教育長 

  説明会では複式の授業の様子などもビデオで説明したが、払戸小では大変だとい

う意見があったが、北陽小ではなかった。北陽は複式に慣れているか、何も感じな

いか、声に出さないだけか。意図的に作ったわけではないが、比較しながら教師と

子どもとの関わりが見られるものを見てもらった。 
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○教育長 

  次に報告事項（３）Ｒ２秋田県学力状況調査（本市の学力の状況）についてであ

ります。 

  それでは、事務局から説明願います。 

○学校教育課長 

  資料に沿って説明 

○教育長 

  ただいま事務局から説明がありましたが、このことについてご質問ありませんか。 

 

  今年はコロナの関係で秋田県のみの調査になってしまったが、今回の結果は危な

い感じである。近年は秋田県平均を上回る結果だったり、指導力が向上していると

感じていたが、学年によってバラツキがあると思うが、どの学校もどの学年もとな

ると心配。何が原因か、各校で検証してもらう。課題の取組み、どのような手立て

を講じていくかが大きな課題である。質問やご意見はありませんか。 

○小玉委員 

  小学校は充実している。中学校が心配。学校がある日の勉強時間が短いことは、

何とかしないといけない。保護者からもあるが、近年スマホの使用率が中学生がす

ごいと聞いている。それもあるのかもしれない。学校でできること、家庭でできる

こと、しっかり明確に対策をとっていってもらえればと思う。 

○吉田委員 

  やはり中学生の勉強時間が足りないのが気になる。クラブ活動がすごく忙しいわ

けでもなく、勉強もそれほど時間をとっていないとなると、携帯で人との交流する

か、動画を見たりかと思う。今年は、コロナで外出を控えたりで、家で長時間の使

用になり、中毒性が増しているのかもしれない。 

  大人に近づいているが親も管理し、うまく付き合わせるように考えていかなけれ

ばならないと思う。 

○三浦委員 

  勉強が好きだというところが、マイナスが多い。スマホなどの影響が多いと考え

られる。自分たちが、何のために今の問題をやるのかということを自覚してもらっ

て、家族、保護者と話し合いが必要。自分が何かをするために知識が必要と分かっ

て、自分のためにやることが必要と思う。 

  ＩＣＴ、携帯、使い方によって有効な手段であるので有効に活用してもらう。コ

ミュニケーションには時間を割いていると思うので、家庭学習の習慣が大事だと思

うので、どうやったらいいのでしょうね。 

自分の好きなことから始めてもらうなど、好きなことなら一生懸命やると思うの

ですが。 

○教育長 

  学習の目標は、受験の中３が一番であるが、中１、中２でも何のために学ぶか想

定していかないと実感としてわかない。ＩＣＴを学びに使うことが低く、学びのツ

ールではなく、コミュニケーションのツールとして考えられている。そういうこと
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を改善し、家庭でもスマホを与えることの条件を考え、学校から伝え、家庭でも面

倒を見て、家庭学習の習慣が増えればよい。時間を有効に使うことが大きな課題と

して表れているかもしれない。 

○目黒委員 

  小学校で平均以上、中学校で大分下がる。こういうことは今までもあったのか。

中学校は将来につながるので大事な時期、何のためにがんばるかを、勉強は嫌なの

で、本人の自覚を持たせることが必要で、大切なことと思う。 

○教育長 

  「学ぶ目標を明確にする」という共通の課題が見えて、各学校で努力していくこ

とが、市全体のレベルアップにつながり、課題の解決につながっていく。 

○教育長 

  次に協議にはいります。（１）令和４年度以降の成人式対象年齢や開催時期につ

いてであります。事務局から説明願います。 

○教育総務課長 

  資料に沿って説明 

○教育長 

  ただいま、事務局から説明がありましたが、このことについてご質問はありませ

んか。 

  秋田県では今年は、成人式を実施したところがなかった。 

○三浦委員 

  この判断で良かった。 

○小玉委員 

  個人的には夏開催が良かったが、これで良いと思います。 

○目黒委員 

  この案で良かった。元に戻すと２学年一緒になり、元には戻せない状況と思う。 

○教育長 

  来年の冬がどういう状況かわからないが、このように実施していきたい。 

 

○教育長 

  協議は以上で終わります。 

  次にその他にはいります。教職員の人事についてであります。事務局からお願い

します。 

○学校教育課長 

  日程について説明 

○教育長 

  ほかに委員の皆様から何かありませんか。 

○小玉委員 

  学校でコロナが発生した時の公表はどうするか。秋田市では学校名が出ていたが、

公表はしてほしくない。 
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○学校教育課長 

  基本的には保健所の指導で公表しない。県や市の判断などが加わり公表すること

があるかもしれない。ＰＣＲ検査も保健所の指導の下、検査が行われる。 

○教育長 

  ほかにありませんか。 

 

  ないようですので、以上をもちまして令和３年第１回教育委員会会議を閉会いた

します。 

 

 

【午後０時０５分閉会】 


