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秋田市教育委員会令和３年４月定例会会議録

１ 日 時 令和３年４月８日(木曜日)

午後３時３０分～午後４時４５分

２ 場 所 ５－Ａ会議室

３ 出席委員 教育長

教育委員

教育委員

教育委員

教育委員

４ 出席職員 教育次長

教育次長

総務課長

学事課長

学校教育課長

教職員室長

教育研究所長

学校適正配置推進室長

生涯学習室長

明徳館事務長

土崎図書館参事

秋田商業高校長

総務課長補佐

総務課副参事

太平山自然学習センター副所長

自然科学学習館副館長

総務課主席主査

総務課主席主査

中央図書館明徳館主席主査

総務課主任

総務課主事
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５ 議 題

【付議案件】

議案第６号 令和３年度秋田市の教育について

【協議事項】

(1) 第４次秋田市教育ビジョンの策定について

６ 議 事 午後３時３０分開会

【職員紹介】

教育次長から、４月１日付けの人事異動後の課長職以上の職員紹介が行わ

れた。

【教育長職務代理者の指名】

教育長 教育長職務代理者については、令和２年４月１日から髙

堂委員を指名している。その任期については、特に定めが

なく、制度上は次の代理者を指名するまでの期間となって

いる。

私としては、代理者の任期は、おおむね各年度ごとにし

たいと考えているため、今年度については、藤垣委員を教

育長職務代理者に指名したいと思う。藤垣委員、どうかよ

ろしくお願いする。

【令和３年３月定例会会議録の承認】

令和３年３月定例会会議録について、異議がないため承認された。

【会議録署名委員の指名】

教育長が今回会議録の署名委員として委員と委員を指名した。
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【付議案件】

議案第６号 令和３年度秋田市の教育について

教育長 議案第６号「令和３年度秋田市の教育について」、事務

局から説明願う。

総務課長

学校教育課長

（資料に基づき説明）学校適正配置推進室長

学事課長

生涯学習室長

委員 ＩＣＴについて、児童生徒一人ひとりが小学１年生から

中学３年生までデータを積み上げていくものと認識してい

る。小学校卒業時に、個人のアカウントをそのまま中学校

に引き継ぐような形なのではないかと予想しているが、タ

ブレット端末やデータの利活用の具体的な方法について、

もう少し詳しく伺いたい。

学事課長 小学校６年間および中学校３年間でそれぞれ１つの端末

をとおして使用することを想定している。

委員 小学校、中学校ごとに１つのタブレット端末を継続で使

用するということか。

学事課長 そのとおりである。小学校、中学校ごとに１つのタブレ

ット端末をとおして使用し、小学校から中学校へのデータ

の引き継ぎについては、個人ごとのＩＤを利用することで

可能かどうか検討している。

委員 小学校から中学校へのデータの引継ぎは、具体的にどの

ように行うのか。

教育次長 小学校から中学校へのデータの引継ぎについては具体的

に決まっていないが、継続してデータを積み上げることが

できる形にしたいと考えている。

委員 ３月１２日の文部科学省からの通知に、ＧＩＧＡスクー

ル構想の本格運用時チェックリストが掲載されていたが、
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このチェックリストを活用し、これからの運用を精査して

いくのか。

教育次長 そのとおりである。

委員 ＩＣＴ教育については、まだまだ分からないことが多く、

保護者からの質問にも答えられないことがある。

学校教育課長 まだ詰め切れていない部分があるため、調整が必要であ

るが、なるべく早く保護者や各校に周知したいと考えてい

る。

委員 ＩＣＴ関連の研修について、課題研究推進校が設置され

るなど、実際の授業を想定した動きが進んでいる印象であ

る。

「ＩＣＴ活用研修会Ａ・Ｂ」とあるが、ＡとＢの内容の

違いはなにか。

教育研究所長 Ａはタブレット端末の基本操作についての研修である。

Ｂは、Ｏｆｆｉｃｅ365、ＺｏｏｍおよびＴｅａｍｓと

いったＷｅｂ会議システムなどについても学習する。

委員 ぜひ、実際の授業に生かせるような研修を行ってほしい。

委員 ＩＣＴ支援員配置人数が32人ということだが、先日参加

した市町村教育委員会オンライン協議会でこのことについ

て話したところ、他の自治体から、非常に充実した配置で

あるとの感想があった。

ＩＣＴ支援員の配置方法については、具体的に決まって

いるのか。

教育次長 ＩＣＴ支援員の配置は、学級数に応じて行う。学級数の

多い桜小学校や日新小学校などはほぼ毎日配置することに

なるが、小規模校には週１、２回程度の配置となる。現在

各校にＩＣＴ支援員を配置する曜日や日数を連絡している

ところである。

教育長 学校側も、配置される曜日や日数を把握した上で時間割

を組むことになるだろう。

教育次長 年度が変わったタイミングで連絡する必要があるため、
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現在各校への連絡を行っているところである。

委員 現在の整備状況を聞いて、心強く感じた。

教育長 電子黒板を新たに180台整備するということだが、180台

という数字は、どのような配置を想定した台数か。

学事課長 180台の内訳について、小学校が123台、中学校が57台と

なっており、各学校の各階に１台ずつ整備することを想定

している。

これまでも電子黒板の整備を行ってきたが、令和３年度

の整備台数を含めると、今年度で合計310台の整備が終了す

る予定である。

教育長 大変重量のあるものなので、キャスターをつけるなど、

同じ階で使いやすいよう整備していく必要がある。

委員 虐待を受けている児童生徒や貧困家庭の児童生徒による、

学校の生理用品の使用について話題となっていると感じる。

学校によっては、使用した分を学校へ返さなくてはいけな

いところがあり、困っているという話を聞いたことがある

が、秋田市の小中学校はどうか。

学校教育課長 本市教育委員会としては、学校の生理用品を使用した際

に返却させるような指示は出していない。また、実際の運

用について、全学校の状況までは把握していないため、教

員としての経験による回答となってしまうが、生理用品を

返却してもらうようなことはないと思われる。

教育長 藤垣委員も、教員として勤務していた経験があると思う

が、どうか。

委員 当時勤務していた学校では、保健室に生理用品を常備し、

必要があれば児童生徒に提供するという形をとっていた。

教育長 虐待や貧困など、声に出せない事情で困っている子ども

たちを受け止められる機能は大切であり、各校で工夫して

いるところである。

委員 今後も、このような子どもたちに目を向け、対応してほ

しい。
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委員 給食調理場について、異物混入を防ぐために真夏でも窓

を閉め切って作業をするので、かなり高温になると聞いて

いる。今年度、普通教室への空調整備が行われるが、給食

調理場への空調整備については、どのように考えているか。

総務課長 給食調理場の環境については、我々も把握しているとこ

ろであり、改善を図らなければならないと感じている。

空調整備については、限られた予算の中で、普通教室を

優先して行っているところであり、また、給食調理場につ

いては、普通教室と規模が異なるため、全ての学校の給食

調理場に早急に空調整備を行うのは困難な状況である。

このような状況ではあるが、給食調理場の休憩室につい

ては、予算の状況を見ながら、空調整備を行っている。令

和元年度には、小中学校合わせて６校、令和２年度には14

校整備を行った。今年度についても、なるべく早めに全小

中学校への整備が完了するよう、予算の状況を見ながら、

進めていきたい。

なお、改修計画がある学校については、その計画の中で

調理場への空調整備を検討していく。

委員 いつもおいしい給食を提供してくださる調理員の労働環

境について気になっていたので、このような状況であるこ

とがわかって良かった。

委員 人権の花運動について、国から県に委託され、県から市

に再委託されている事業であると聞いたことがあるが、予

算については、市が負担しているのか。

総務課長 市の負担はない。全て国の委託金で行っている。

教育長 100％国の予算であり、市の負担はない。

総務課長 実施予定の学校なども法務局で決めてもらい、各校に通

知する。

委員 国の事業の費用を市が負担しているのかと思ったので、

確認できてよかった。

委員 現在本市の社会教育主事は何人か。
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生涯学習室長 秋田市全体では二十数人、教育委員会では３人である。

退職などの影響で年々数が減っているため、今後、育成

していきたい。

委員 社会教育主事の資格を得るためには他県へ行って研修を

受ける必要があるなどの事情で、学生が社会教育主事の免

許を取りたがらないという話を聞いたが、秋田市の社会教

育主事の確保については、どのように考えているか。

生涯学習室長 社会教育主事の研修については、北東北３県の持ち回り

で行っており、令和２、３年度は弘前が会場である。令和

４、５年度については秋田大学が会場となっているため、

この機会をチャンスと捉え、希望者を募り、若手の育成に

努めたいと考えている。

教育長 研修の期間は３週間ほどであったと記憶しているが、ど

うか。

生涯学習室長 そのとおりである。３週間ほどかけて研修を行う。

教育長 社会教育主事養成の必要性は高いと感じている。現状の

数では十分とは言えないので、令和４、５年度をチャンス

と捉え、育成に努めたい。

生涯学習室長 今年度は１人、弘前で行われる研修会に派遣する予定で

ある。

※ 議案第６号については、全員賛成により、議決された。

【協議事項】

(1) 第４次秋田市教育ビジョンの策定について

教育長 協議事項(1)「第４次秋田市教育ビジョンの策定につい

て」、事務局から説明願う。

総務課長 （資料に基づき説明）

※ 協議事項(1)については、以上のとおり終了した。
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【その他、事務局から】

生涯学習室長 このたび、秋田市西部市民サービスセンターが、文部科

学省の「第７３回優良公民館表彰」を受賞した。地域の絆

づくりと世代間交流の場をテーマに行ってきたさまざまな

取組が評価されたもので、７つの市民サービスセンターで

は初の受賞となる。御礼を申し上げると共に、教育委員の

皆様には、引き続き、ご指導を頂きたく思う。

教育長 継続的な取組が評価されたことは、非常に嬉しいことで

ある。

【その他、今後の日程についての報告】

総務課長補佐 ４月臨時会および５月定例会の日程等についてお知らせ

する。先にご連絡した５月１日付け定期人事異動に係る臨

時会については、４月１４日（水曜日）午後４時から開催

する予定である。また、５月定例会については、第４木曜

日である５月２７日（木曜日）午後３時３０分から開催す

る予定である。

教育長 ５月１日付け定期人事異動に係る臨時会については、４

月１４日（水曜日）午後４時から、５月定例会については、

５月２７日（木曜日）午後３時３０分から開催予定とのこ

とである。委員の皆様、よろしくお願いする。

午後４時４５分閉会


