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平成２５年第５回仙北市教育委員会定例会会議録

１ 開会宣言 平成２５年４月２５日（木） 午後２時

２ 場 所 角館庁舎２階 第４会議室

３ 出席委員

委員長 佐久間健一

委員長職務代理者 安部哲男

委員 河原田修

委員 坂本佐穂

教育長 熊谷徹

４ 出席した事務局職員

教育部長 田中宣男

教育次長兼教育指導課長 田口桂一郎

教育総務課長 畠山靖

生涯学習課長 成田祐子

スポーツ振興課長 田口幸栄

文化財課長 小松誠一

国民文化祭推進室長 草彅悟

教育指導課参事 渡辺久信

教育指導課参事兼北浦教育文化研究所長 鈴木達朗

教育指導課参事兼田沢湖学校給食ｾﾝﾀー所長 稲田正之

教育指導課参事兼角館学校給食ｾﾝﾀｰ所長 藤村一栄

教育指導課参事兼西木学校給食ｾﾝﾀー所長 芳賀京子

生涯学習課参事兼田沢湖公民館長 戸村和子

生涯学習課参事兼角館公民館長 本田俊彦

生涯学習課参事兼学習資料館・イベント交流館長 鈴木孝昭

生涯学習課参事兼市民会館・田沢湖図書館長 藤原眞榮

スポーツ振興課参事 草彅正勝

文化財課参事 中村和彦

平福記念美術館長 大楽裕

５ 議事

（１） 議案審議

議案第 １２号 仙北市学校給食センター運営規則の一部を改正する規則制定につい

て

（２） 報告事項

報告第 ２３号 教育行政報告について
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報告第 ２４号 平成２５年度非常勤特別職員の任命について

報告第 ２５号 秋田県中学校総合体育大会スキー大会補助金交付要綱制定について

報告第 ２６号 仙北市立小中学校児童、生徒通学用ヘルメット支給事業要綱の一部

改正について
報告第 ２７号 国民文化祭の推進について

６ 審議の経過及び結果

（佐久間委員長）

ただ今から、平成２５年第５回仙北市教育委員会４月定例会を開催いたします。新しく

人事異動が発令されまして初めての会議ですので、紹介をお願いしたいと思います。

（畠山課長）

それでは、職員の紹介をいたします。教育委員の方には名簿を差し上げておりますので

番号順に紹介いたします。

－職員紹介－

（佐久間委員長）

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

それでは、次第により会議を進めさせていただきます。書記には高倉参事、栗原主任を

任命いたします。議事録署名は今回河原田委員、坂本委員にお願いいたします。

前回会議録の承認については、会議終了後にお願いいたします。内容等に何かありまし

たら書記の方にお申し付け願いたいと思います。

次に、次第４、委員長挨拶ということになっておりますが、座ったままで失礼をいたし

ます。

新年度を迎えました。教育委員会も新体制で迎えました。よろしくお願いをいたします。

この前からも申し上げておりますが、今年度は、勇気と決断と公開を目指していきたいと

思います。会議録の公開も始まります。今年も色々な行事がありますので、色々な面で勇

気、決断を持って早い対応し、学校、教育委員会には隠ぺい体質があるという報道がされ

ていますが、そういうことの払拭について、一層の努力をお願いしたいと思います。

今年は、種苗交換会、国文祭のプレイベント、デスティネーションキャンペーンと３つ

の市の行事として取り上げられております。教育委員会は、このほとんどの行事とかかわ

りますので、誇りを持って遂行してもらいたいと思います。

報道では、政府の教育再生実行会議が教育委員会制度について提言をいたしました。終

戦後にできた法律で、その後、殆ど手を加えられていないという大改正であります。現在

に合った教育委員会制度ということで、これから中央教育審議会に諮って国会に提出し、

来年度に成案になると報道されていますので、委員会の皆さんも色々なことで目を配って

いただきたいと思います。

養護学校のせんぼく分教室が開校になりました。保護者の皆さんにとっては、大変な朗

報であります。これまでの大変な働きかけは、ご苦労だったと思われます。合併前からの

地域の要望が約十数年で実現するということは、教育委員会として 大の快挙だと捉えて

います。角館南高校跡地に、定時制高校と共に移るわけですが、スタートしたとして教育

委員会では喜んでいます。

これは困ったことですが、東京都で２年生の子どもに保護者がテープレコーダーを持た
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せて登校させ、２５時間に渡って学校の様子が録音されていたということ。これが各報道

機関で放送になった。こういうことは、伝染する可能性があります。学校教育について目

配りをお願いします。今日もこの後、協議会で、いじめ、学級編成等について、この前の

住民からの要望事項も含めて、話し合いをしてみたいと思っております。

今年度１年間、健康でご活躍をよろしくお願いいたします。

続いて、次第の５、教育長の事務報告についてお願いいたします。

（熊谷教育長）

教育委員会事務報告をさせていただきます。主なものをかいつまんで説明させていただ

きます。

４月１日、辞令交付、市長の年度始めのあいさつがありました。教育委員会でも辞令交

付をさせていただき、私もあいさつをいたしました。４月４日から１０日、各幼稚園、各

小中学校の入学式があり教育委員の皆様に出席いただきありがとうございました。

１２日、「仙北市チャレンジデー２０１３」第１回実行委員会が行われました。

同日、秋田県種苗交換会仙北協賛会の役員委嘱と設立総会。

１３日から「片岡鶴太郎展」が開催されますが、オープニングセレモニーが行われまし

た。

１７日、大曲養護学校分室開設式で教育委員長ほか委員の皆様にもご足労いただきまし

た。

２３日、国民文化祭実行委員会。

２４日、「生保内節全国大会」実行委員会がありました。

（上記内容等について資料により説明する。）

（佐久間委員長）

教育長の事務報告が終りましたが、ご質問ありませんか。

―質問なし―

（佐久間委員長）

では、教育長の事務報告を承認することにいたします。

（佐久間委員長）

それでは、次第６の議事にはいります。議案第１２号を議題とします。提案の理由と内

容の説明を求めます。

（藤村角館給食センター所長）

議案第１２号仙北市学校給食センター運営規則の一部を改正する規則制定について説明

をします。資料をご覧ください。改正の理由については、秋田県立大曲養護学校分教室に

２５年４月から給食を提出するためです。

―資料説明―

（佐久間委員長）

説明が終りました。ご質問ありませんか。

給食の運搬は、どうなっていますか。

（藤村角館給食センター所長）

給食センターから運搬車を出して、配送しています。

（佐久間委員長）

給食費の集金はどうなってますか。



- 4 -

（藤村角館給食センター所長）

市内の小中学校と同じく、児童職員について個別に徴収しています。徴収の方法につい

ては、口座振替にしています。

（佐久間委員長）

ほかにご質問ありませんか。

―質問なし―

（佐久間委員長）

質問がないようですので、議案第１２号を採決いたしますが、本案を可決すること

にご異議ありませんか。

―異議なし―

（佐久間委員長）

それでは、議案第１２号を提案のとおり可決することに決定いたしました。

続いて報告事項を議題とします。報告第２３号を議題とします。提案の理由と内容

の説明を求めます。

（田中教育部長）

報告第２３号の資料をご覧いただきたいと思います。５月２日臨時議会が開催されます

ので、３月定例会からここまでの教育行政を報告するということになります。内容につき

ましては、１ページから５ページまでありますが、概要についてお話したいと思います。

（田中教育部長が、以下の教育行政報告について、資料に基づき説明する。）

◇新年度スタート

◇小・中学校における体罰実態調査の結果について

◇感染性胃腸炎による学年閉鎖措置について

◇全国学力・学習状況調査の実施について

◇アートプロジェクト推進事業について

◇花いっぱい運動推進事業について

◇「生保内節全国大会」等について

◇テーマ展示等について

◇「樋口一葉」展について

◇フリースタイルスキーのモーグル競技記録会開催について

◇チャレンジデーの実施について

◇武家屋敷公開・天然記念物のサクラ等について

◇片岡鶴太郎展「角館桜舞」について

◇国民文化祭について

以上、教育行政の（案）でございます。なお議会までに新たな報告事項が発生

した場合は、本報告に追加し報告したいと考えております。

（佐久間委員長）

報告第２３号の説明が終わりました。質問はございませんか。

（安部委員）

行政報告はこれで結構だと思います。田沢湖図書館の「レールファンタジー」を見た

感想をお伝えしたいと思います。たぶん少ない予算で、館長始め、職員の皆さんの手作
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りで工夫された夢のある企画が展示されてありました。一般的に図書館といえば図書の

貸し出しというイメージに終わるところですが、文化の発信基地として機能するという

目的がありますので、そういう意味で非常に良い企画で、子ども達が夢を持てて図書館

に来るし、本を借りて行くだろうと思いました。

（佐久間委員長）

ほかにご質問ありませんか。

フリースタイルモーグルは黒森で競技したのですか。

（田口スポーツ振興課長）

黒森の斜面でやる予定でしたが、予定したとおり雪が無いために国体の斜面を使って

行われました。

（佐久間委員長）

ほかにご質問ありませんか。

（河原田委員）

文化財課の方で、去年、白岩焼窯跡棄損場所を時々見に行っていました。木を切った

せいで日当たりが良くなり、もう雪が消えてました。修復というのは、土を上に被せ直

すということで通常であれば終わりですね。

（小松文化財課長）

土を盛って修復は完了です。５月３１日ということで工期をいただいておりますので、

その前に終了すると思いますが、桜の枝の折れが多すぎて、そちらの業務が終わり次第

かかりたいと思っています。

（佐久間委員長）

白岩焼を復元するサークルができたということが、新聞に載ってましたが。

（熊谷教育長）

白岩の運営体が中心になり、下田さんも中心になりまして「プロジェクＳ」と名付け

ました。前の駐在所跡を使って白岩焼を復元するというで大変意欲的にやっております。

（佐久間委員長）

ほかにご質問ありませんか。

（坂本委員）

二つ質問があります。

生涯学習課のアートプロジェクト推進事業について、差し支えがなければ推進チー

ムのメンバーと２件の事業提案がどのようなものか教えて下さい。

チャレンジデーについてですが、今年対戦相手は、昨年６０％の率で秋田五城目町に

勝利している強敵だそうですが、昨年、仙北市はどうだったのか教えて下さい。

（成田生涯学習課長）

役所関係では、生涯学習課、美術館、文化財課、市民会館等推薦で出していただいて

おります。外部からの３人というのは、各地区から１人づつふさわしいという方を人選

して委嘱しております。また、事業提案２件については「夜桜ダンスパーティ」「松橋平

八郎」パネル写真展です。

（田口スポーツ振興課長）

去年の参加率は、３６％です。

（佐久間委員長）
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ほかにご質問ありませんか。

―質問なし―

（佐久間委員長）

報告第２３号について承認することにご異議ございませんか。

―異議なし―

（佐久間委員長）

報告第２３号は提案のとおり承認することに決定いたしました。

続いて報告第２４号を議題とします。提案の理由と内容の説明を求めます。

（畠山教育総務課長）

報告第２４号平成２５年度非常勤職員特別職員の任命について説明します。非常

勤特別職員ということで、教育相談員に高橋早苗さん、委嘱期間は来年の３月３１

日までとなります。高橋さんにつきましては、一昨年、昨年もお願いしております。

総合学習アドバイザー兼教育相談員に入江清一郎先生でございます。先生につきま

しても、来年の３月３１日までです。入江先生につきましても一昨年、昨年もお願

いしております。

（佐久間委員長）

説明が終わりましたが、何か質問はありませんか。

―質問なし―

（佐久間委員長）

質問が無いようですので、報告第２４号について承認することにご異議ございま

せんか。

―異議なし―

（佐久間委員長）

報告第２４号は提案のとおり承認することに決定いたしました。

続いて、報告第２５号を議題とします。提案の理由と内容の説明を求めます。

（田口教育次長兼教育指導課長）

報告第２５号秋田県中学校総合体育大会スキー大会補助金交付要綱制定について

説明します。

２６年１月中旬に、田沢湖スキー場で開催されます全県中学校総合体育大会スキ

ー大会に８０万円の補助金を交付する予定です。それを交付するための要綱の制定

です。

―資料説明―

（佐久間委員長）

説明が終わりました。ご質問ありませんか。

（安部委員）

この補助金を差し上げることには、何ら異議はありません。８０万円の金額はど

ちらで決めた金額ですか。

（田口教育次長兼教育指導課長）

申請が８０万円でした。

（佐久間委員長）

ほかにありませんか。
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―質問なし―

（佐久間委員長）

質問が無いようですので、報告第２５号について承認することにご異議ございま

せんか。

―異議なし―

（佐久間委員長）

報告第２５号は提案のとおり承認することに決定いたしました。

続いて、報告第２６号を議題とします。提案の理由と内容の説明を求めます。

（田口教育次長兼教育指導課長）

報告第２６号仙北市立小中学校児童・生徒通学用ヘルメット支給事業要綱の一部

を改正する要綱制定について説明します。

これまで小学校については、桧木内、神代、生保内と自転車通学の子どもに対し

て、小学校４年生からヘルメットを支給していました。また、中学校１年には、全

員支給しております。交通安全という観点から自転車に乗る子ども達には、ヘルメ

ットを支給してはどうかという声が、市民から出まして、この度、小学校４年生以

上の児童からヘルメットを支給することにいたしまして、それにかかわる要綱の一

部改正です。

―資料説明―

（佐久間委員長）

説明が終わりました。ご質問ございませんか。

４月１日から実施していることですか。

（田口教育次長兼教育指導課長）

ただ今、既に自転車通学している児童生徒には配付済みですけれど、それ以外の

児童生徒には大きさを調査いたしまして、この後、６月までは配付する予定です。

（佐久間委員長）

ほかに質問ありませんか。

―質問なし―

（佐久間委員長）

質問が無いようですので、報告第２６号について承認することにご異議ございま

せんか。

―異議なし―

（佐久間委員長）

報告第２６号は、提案のとおり承認することに決定いたしました。

続いて、報告第２７号を議題とします。提案の理由と内容の説明を求めます。

（草彅国民文化祭推進室長）

報告第２７号国民文化祭の推進について説明します。ご存じのように４月１日か

ら国民文化祭推進室が、いよいよ本格的に国民文化祭のＰＲ等を兼ねながら推進を

図っていくことになりました。そこで事務局規程を設定しております。

―資料の事務局規程等説明―

（佐久間委員長）

説明が終わりました。ご質問ございませんか。
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（安部委員）

発足してわずか１カ月にもならないのに、こういうすばらしリーフレットができ

てびっくりしています。素晴らしいスタートで、推進室の意欲、やる気を感じて

います。後は、それぞれの課でも協力をしてもらえるよう、よろしくお願いしま

す。

（佐久間委員長）

ほかにご質問ありませんか。

―質問なし―

（佐久間委員長）

質問が無いようですので、報告第２７号について承認することにご異議ございま

せんか。

―異議なし―

（佐久間委員長）

報告第２７号は提案のとおり承認することに決定いたしました。

次に、その他に入ります。

いじめ・不登校について。

（鈴木北浦教育文化研究所長）

不登校児童生徒の３月の状況をお知らせします。

小中学校合わせて１８人おります。

２月比で１人減です。

いじめについて、３件報告がありました。

（不登校、いじめの状況について、鈴木北浦教育文化研究所長が説明する。）

（佐久間委員長）

ご質問ありませんか。

（安部委員）

質問ではなくて、感想を言います。

市内小学校で始業式が終わった後、新しく赴任した校長が不登校の子どもの家

を全部訪問されたそうです。校長先生が一つ動いたことで、ほかの先生の背筋が

伸びるよな緊張感が通ったんではないかなと思います。計りようがありませんが、

私はそのように感じました。職員がそのようになると、それはそのまま子ども達に

伝わりますので、もっと良い結果が出るようになると思います。

不登校の子どものところに家庭訪問をしたからすぐに学校に来るようになるとい

うことは考えられないことですが、家族も子どもも力強く感じたのではないかと

思います。

（田口教育次長兼教育指導課長）

やはり、安部委員のおしゃるとおりだと思います。管理職が自ら動くということ

は、職員に通じると思います。

（熊谷教育長）

当該校長に関しましては、そのほかにも地域の方が地域行事に参加の申し出をし

たら、全校をあげて頑張りますということで大変感激をしておりました。当該校長

に限らず、ほかの校長の情報を聞いてみると、話なり、パフォーマンス等で子ども
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達の気持を掴もうとする意欲は感じます。

（佐久間委員長）

ほかに報告はありませんか。

（畠山教育総務課長）

来月の定例会は５月３０日に予定してましたが、６月の議会の関係がありまして

１週間早めていただきたいと思いましたが、５月２３日（木）は色々な行事があり

まして、できましたら５月２２日（水）か２４日（金）のどちらかに決めていただ

くようお願いしたいです。時間もおまかせでいかがでしょうか。

（佐久間委員長）

日にちについては、事務局におまかせします。

（畠山課長）

そうすれば、次回の教育委員会定例会は、５月２２日（水）１２時からというこ

とでいかがでしょうか。

（佐久間委員長）

そうすれば、そういうことでお願いします。

次に、田口次長より今年度の学級編成の資料が出ていますが、説明をお願いしま

す。

（田口教育次長兼教育指導課長）

教育委員の皆様のほか、ごく一部の人にしか配付していません。

―資料説明―

（佐久間委員長）

ほかにありませんか。

（畠山教育総務課長）

もう二点ほどあります。

平成２５年度、今日の定例会会議録から市のホームページに掲載する予定です。

今月の定例会の原案を来月の定例会でＯＫになれば、ホームページに載せるために

個人情報等で削除した原案を、皆さんに見てもらい、その後掲載してもらうという

予定にしたいと思っています。そのために２カ月か３カ月遅れで掲載になりますの

で、そういう日程でお願いいたします。

５月定例会を５月２２日（水）に決めていただきましたが、その時に６月議会の

議案なり、補正予算の審議をお願いしたいと思います。

（佐久間委員長）

ご質問ございませんか。

（坂本委員）

今日の会議の内容を、次回の定例会で見せてもらうのですか。

（畠山教育総務課長）

次回の定例会で署名をもらいまして、それを基にしてホームページに掲載する内

容を決めていくということです。

（坂本委員）

先に会議録をいただければ、ここで読む時間が短くなるのではないかと思います

がいかがでしょうか。
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（畠山教育総務課長）

今までのように、５月定例会前に会議録を皆さんに送付し見てもらい、良ければ

署名してもらい、それで会議録が決定します。その後、ホームページに掲載する原

稿も事前に送付し、良ければ広報にホームページに掲載してくれるように頼みま

す。

（坂本委員）

それでは、先に目をとおすことができるんですね。

（畠山教育総務課長）

そうです。

（坂本委員）

それなら良いです。

（佐久間委員長）

それについて、市民に周知するのは、どうしますか。６月の教育行政報告で報告

しますか。

（畠山教育総務課長）

６月定例議会までは、掲載しますと報告するのはもう議会が始まってますので無

理だと思います。

（佐久間委員長）

そうすれば、いきなり始めますか。

（畠山教育総務課長）

ホームページに掲載する予定ですとは報告ができます。

（佐久間委員長）

やはり、いきなりホームページに掲載するということは、うまくないのではない

でしょうか。議会に報告をしてからでないとうまくないと思いますので、事務局の

ほうで良く相談をして下さい。

（佐久間委員長）

それでは、委員の方に入学式に出席をして感じたことをお願いいたします。

（安部委員）

先日、角館の情報センターに行って、懸案であった西木正明さんの顕彰を見せて

もらいました。大変ご難儀をおかけしました。立派に出来ていて、特に下にある資

料はとても良かったと思います。館長には、ご難儀をかけありがとうございまし

た。

もう1つ情報センター関係ですが、読書感想文コンクールの入選作品集をいただ

きました。子ども達の読書活動の推進という意味でも、是非続けてほしい試みであ

ります。

教育総務課長にお願いですが、審議事項についてできるだけ事前に配付してほし

いということを皆さんに承諾を得ていましたので、次回は６月の補正予算もありま

すので、できるだけ事前配付をしてくださるよう畠山課長を中心に皆さんに協力を

願ってそうしていただきたいと思います。

（佐久間委員長）

ほかにありませんか。入学式、卒業式で何かありませんか。
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（安部委員）

教育委員がある学校に行ったら、ある議員さんが、あなたはあっちに行くべきで

はないかという話しがありましたので確認したいと思います。

（熊谷教育長）

その話は、副市長からもありました。以前、我々の古いタイプでは教育委員の皆

様、告示として校長の上でした。今そのスタイルは小、中学校、高等学校どこもと

っておりません。卒業式、入学式は先生方を主人公にするということです。

（安部委員）

そのことは、前にここで確認しましたが、まだ伝わっていないということですか

ね。

（熊谷教育長）

先生方を主役にして校長を前に、教育委員は来賓側に行ってもらうと、ただそう

した場合、市長、議長ときますので３番手に教育委員がなってしまいます。

（佐久間委員長）

入学式のとき先生方を紹介しますが、学校を兼任の先生もかなりいますか。

（田口教育次長兼教育指導課長）

小学校では、教育専門監が角館小学校に配置されています。兼務校については市

教委が配置します。今回は、神代、西明寺小学校に兼務して発令しています。

中学校では、定数内で全部の教科の教員が配置になるとは限りません。そう

なった場合に、免許の無い教諭が授業をしなければならないという事態が生じて

きます。それを解消するために、隣の学校の技術の先生が、隣の学校の技術を受け

持つという兼務は今もざいます。小規模校になってきた関係で、そうした事案が増

えてきています。市内でも技術家庭科については兼務発令をしています。また、中

学校の美術についても教諭が配置になってない学校が多いために、非常勤講師が３

校受け持って、美術がある日にその学校に行って授業をしています。その方は専門

に兼務していまして大曲仙北で５校持っております。大仙市２校、仙北市３校

です。毎日違う学校に行って授業をしています。

（佐久間委員長）

朝８時にここで授業して、また次に行って授業をするという感じですか。

（田口教育次長兼教育指導課長）

１日の中ではその学校に居ますが、毎日違う学校へ行っています。

（熊谷教育長）

ある面で問題をはらんでいると思います。私はどこに行って生徒指導をしたらよ

いですかということで、技能教科の先生が不本意な思いをされている場合もあるよ

うです。

（佐久間委員長）

今年４月からずーと休んでいる先生はいませんか。

（田口教育次長兼教育指導課長）

２人おります。

（佐久間委員長）

その人の代わりの先生は来てますか。
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（田口教育次長兼教育指導課長）

来ています。

（安部委員）

暗くて嫌な話が続きましたが、今年退職されたある先生から聞いた話ですが、こ

こ２～３年、教育委員会の職員の皆さんのフットワークが良くて仕事がやり易かっ

たというお話しを聞きました。皆さんが学校を盛りたててくれているということに

感謝をして退職されました。そのことをお伝えしたいと思います。

（佐久間委員長）

長い間、ご協力ありがとうございました。それではこれで定例会を閉会いたしま

す。

７ 閉会宣言 平成２５年４月２５日 午後３時３０分


