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平成２５年第１１回仙北市教育委員会定例会会議録

１ 開会宣言 平成２５年１０月２３日（水） 午後０時３０分

２ 場 所 角館庁舎 西側庁舎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

生涯学習課参事兼角館公民館長 本田 俊彦

生涯学習課参事兼田沢湖公民館長 戸村 和子

生涯学習課参事兼市民会館・田沢湖図書館長 藤原 眞榮

文化財課参事 中村 和彦

角館町平福記念美術館長 大楽 裕

学習資料館・イベント交流館長補佐 松橋幸太郎

５ 議事

（１）議案審議

議案第 １９号 平成２５年度仙北市一般会計補正予算の教育費について

（２）報告事項

報告第 ３７号 教育行政報告について

報告第 ３８号 仙北市就学指定校変更の許可について

報告第 ３９号 区域外就学の承認について



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１１回仙北市教育委員会１０月定例会を開催いたします。

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、安部委員と熊谷教育長にお願いいたします。

次第の３にあり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。

次第４、委員長挨拶でありますが、座ったままで失礼をいたします。市長が二期目入られ

ました。方針には色々述べておられますが、特に合併による特例加算がいよいよなくなると

いうことであり、更に人口減少が加速されるということで、行政改革を進めていきたいとい

うことです。教育委員会もその方針に基づいて、教育行政の一層の推進が求められておりま

す。施設、団体が工夫を凝らして一層の教育行政に進んでいってもらいたいと思います。デ

スティネーションキャンペーンがスタートいたしまして、本市をあげておもてなしというこ

とで、本質的にも教育行政もサービスの一環だと思っておりますので、教育委員会もその心

を持って望んでいってもらいたいと思います。いじめ防止対策推進法が９月に施行になりま

した。本市独自のいじめ防止、地域性があると思いますがそれを受けて検討する必要がある

のではないかと思います。時間をかけて研究していきたいと感じております。昨日、魁新聞

で報道になりましたが、学校別成績公表を容認へと大きい見出しで載っていました。来年度

から文科省が自治体の判断に任せる方向で検討しています。内容を見てみますと教育委員へ

アンケートをとって、４０％以上がそういう回答を寄せられたということです。１１月中に

も結論が出されるというようなことです。私達も注目してみていきたいと思います。教育行

政は、色々な状況や施策については、説明責任があります。これから色々議論があるところ

ですので、更に注目していきたいと思っております。 後になりますが、異常気象というこ

とで台風がまだ猛威を振るいまして、今週もまた来るという予想がされております。各所属

長の皆さんにおかれましては、施設の再点検、学校では、子ども達の 大限の事故防止に努

力をしていかなければならないということで、お願いをしたいと思っております。以上で私

からお願いを含めて挨拶に替えさせていただきます。

次に教育長の事務報告に移ります。

（熊谷教育長）

それでは１０月定例会教育委員会事務報告の前に、ただ今委員長からお話がありました、

いじめ防止法と学力テスト学習状況調査について、若干触れさせていただきます。いじめ防

止法ですが９月施行ということで、昨日、県市町村教育委員会連合会が秋田でありましたが、

その場でも話題になりました。やはりきちんと市町村単位で取り組んでいかなければならな

いということでした。県の方に質問をしたんですが、ある程度専門な知識を持ったもので組

織を作るという条文があります。それに対して本当に専門家的なカウンセラーが必要なのか、

そういうことではなく幾らか明るい方がやればよいのか、そこら辺もはっきりしていないの

で県教委の方に質問状を出し、きっちりと回答を出してもらうことにしたそうです。そちら

からの回答を待って、いじめ防止法の市町村の取り組みをやっていかねばならないと統一見

解を出したところです。学力テスト学習調査の件にいたしましては、魁新聞の方から、部長

に質問がありましたが的確に答えていただきました。市長とも、私は電話で話しました。市



長の見解にいたしましても、私と同じで、学力というのはあくまでも子ども達の成果の一つ

である、側面だけを捉えて公表することは、序列化にもつながります。教育としてはあまり

的確ではないと、市長はそのような考えでした。過度な競争を招くようなことは、首長とし

ては賛成できないし、教育委員会でも、仙北市ではこういう程度の成績として公表の仕方を

しております。市単位の公表は是としますが、学校単位の公表は是としないということ市長

の見解でした。

つきましては、１０月の定例会教育委員会事務報告をいたします。１０月１日、愛媛県砥

部町議会視察がありました。これは学力向上のレベルが高いということでの視察でした。神

代小学校を視察していただいて、樺細工伝承館で私、次長、所長が対応をいたしました。４

日、大曲養護学校せんぼく分教室秋まつりで、私、次長、北浦の所長等みんなで参加してま

いりました。１０日、全国盲学校退職校長会というのがございました。１５日、一般会計決

算審査が１６日までありました。１７日、小樽市議会行政視察がありました。文化財課の担

当の伝建群の視察でした。アートdeまちあるきプレイベントオープニングセレモニーに行っ

てきました。国文祭推進室の担当であります。２１日、一般会計決算審査、決算常任委員会

であります。２２日、県市町村委員会連合会定期総会研修会がありました。今日２３日、南

地区公立幼稚園教育研究協議会ということで、次長、所長等が出席しております。続きまし

て今後の行事予定であります。１０月２４日、臨時議会です。２５日から２６日は、第１回

戸沢サミットin高萩で、市長、私、生涯学習課長以下職員で参加して参ります。３１日、新

穀感謝農民祭並びに開会式があります。１１月１日、全県市町村教育委員会委員長、教育長

会議で委員長と私で出席して参ります。８日、秋田県都市教育長協議会で私と次長が出席い

たします。１５日、大仙仙北美郷教育委員会連絡会がありまして、今回は当市が当番ですの

でよろしくお願いいたします。学校関係ですが、１０月２９日、大仙仙北教育研究会があり

ます。１３日、仙北市教育研究大会があります。以上であります。

（教育長が、上記内容等について、資料に基づき説明する。）

（佐久間委員長）

教育長の事務報告が終わりました。ご質問ございませんか。

（安部委員）

学力調査の結果の公表云々について、市長がこのような意見を出してくれたということで、

私も心強く思っております。ここにおられる教育委員の皆さんと本当は、協議をしたり相談

をしなければいけないんですが、私の個人的な意見を表明しておきたいと思います。このテ

ストによって競争を煽るような感じもしないでもありません。本来この学力調査をやる目的

というのはそういうものではなかったはずです。教育委員会、学校がそれぞれ学力調査をす

ることによって独自の対応をする狙いがあったはずです。校長の考えている学力観というの

はこういうもので、私達はこういう考えで学力は全てではないとしております。そういう形

で学校の考え方を、地域に伝えるやり方もあるし、その対策は、このようにやりますと書い

てもありましたので心強い思いをしております。学校でも様々な形で、対応策というのをと

っておられると思いますので、今のやり方で良いと思います。あともう一つは、田沢湖図書

館で室内コンサートをやってくださいまして、図書館と室内コンサートというのは、ちょっ

と違和感がある人もいるかもしれませんが、図書館というのは文化の発祥基地としての機能

を充分果たしてくれている大変良い企画であったなと思います。



（佐久間委員長）

ほかにご質問はございませんか。

ただ今の学力結果の公表の件については、突如として新聞に発表になったわけですけれど

も、これから大変な議論になると思います。父兄の皆さんからすれば、公表しても良いんで

はという人がかなり出てくると思います。これは今すぐどうこうという結論が出る問題では

ないんですが、皆さんも色々な面で研究されてみてください。私からのお願いです。

（佐久間委員長）

ほかにございませんか。

―質問なし―

（佐久間委員長）

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）

議案審議に入ります。

議案第１９号を議題といたします。提案の理由と内容の説明を求めます。

（畠山教育総務課長）

議案第１９号平成２５年度仙北市一般会計補正予算の教育費について説明します。

（畠山教育総務課長が、補正予算について、資料に基づき説明する。）

（佐久間委員長）

説明が終わりました。質疑に入ります。ご質問ございませんか。

―暫時休憩―

（佐久間委員長）

会議を再開します。ご質問ございませんか。

―質問なし―

（佐久間委員長）

質問がないようですので、議案第１９号を採決いたしますが、本案について可決すること

にご意義ございませんか。

―異議なし―

（佐久間委員長）

議案第１９号は、提案のとおり可決することに決定いたしました。

（佐久間委員長）

次に、報告事項に入ります。報告第３７号を議題とします。提案の理由と内容の説明を求

めます。

（田中部長）

平成２５年１０月２４日に開催されます第６回仙北市議会臨時会への教育行政報告につい

て報告いたします。

（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。）

◇平成２５年度全国学力・学習状況調査について

◇平成２５年度文部科学大臣表彰「学校安全ボランティア活動奨励賞」受賞について

◇工事の進捗状況について

◇補修工事等の完了について



◇「西木正明展」について

◇文化講演会について

◇スポーツ活動状況について

◇弘道書院復元に伴う現地試験堀りについて

◇平成２５年度おやま囃子コンクールについて

◇「白岩焼窯跡き損」箇所の原状復旧調査報告会について

◇女流画家協会 秋田角館展について

◇平福百穂没後８０年展について

◇郷土画人の屏風展について

◇第２８回国民文化祭やまなし２０１３でのＰＲについて

◇第２９回国民文化祭・あきた２０１４「１年前プレイベント」への出演について

◇アートｄｅまちあるきプレイベントの開催について

（佐久間委員長）

部長からの報告が終わりました。ご意見等ございませんか。

（安部委員）

全国学力調査についての報告内容については、これで良いと思いますが、これを議会で報

告すると議員の方々から各学校の状況等について公表する考えがあるのか質問があった場合、

それに対して教育委員会の意見を統一しておかなくてよいのでしょうか。

（熊谷教育長）

昨日の市長は、首長としては結果の公表には賛成できないということでした。教育委員会

の見解はどうですかと聞かれました。教育委員会としてきちんとした形では、話し合ってい

ませんが教育委員会としても今の線が妥当でないかという話になっていると言いました。

（佐久間委員長）

市長の方でも、この件について報告をしますか。

（田中部長）

この件については、教育委員会だけの報告です。ただ各行事等につきましては、市長部局

でも教育委員会でも報告いたします。

教育委員会への７月３１日までのアンケートで、文科省の方に回答をしております。その

内容についてですが、仙北市教育委員会としては各学校の結果の公表について、従来通り学

校だけが公表できるようにし、教育委員会は公表できないようにと回答しています。その理

由といたしましては、学校や地域の序列化につながるというような理由でございます。もし

公表した場合の影響についてという質問に、現時点では解らないと回答しました。

（佐久間委員長）

ほかにご質問はございませんか。

（安部委員）

要望です。学習資料館・イベント交流館の１０月３１日、第５３回文化講演会について、

あまり日にちもありませんが、市の広報でこういうのがあるということは知っています。西

木正明さんの講演会の時は非常に人数が少なくて、申し訳ないような気持ちで聞いていまし

た。今回、中島京子先生という方を私は良く知りませんが直木賞作家という著名な方なので、



是非この機会を市民のために生かしてほしいと思います。来てもらえるような努力をどのよ

うにされているのかお知らせ下さい。

（松橋学習資料館・イベント交流館長補佐）

中島京子先生というのはどういう作家さんか申し上げますと、第１４３回直木賞された女

流作家です。昭和３９年３月生まれでの４０代の人気作家です。今、山田洋次監督がメガホ

ンを撮って、直木賞受賞作品の「小さいおうち」という映画のロケ中であります。来年の１

月２５日に公開されます。「小さいおうち」を演題に講演をしていただけるということで、皆

さんに来ていただきたいと思っております。種苗交換会、荒木田裕子さんの講演会とぶつか

ってしまいましたが、是非これる方は足を運んでいただきたいと思います。宣伝につきまし

ては、市のホームページ、県の生涯学習課のホームページ、関係者への文章で通知等行って

います。中々決定打がでなくて、口コミで皆さんにお誘いいただくのが一番よいかと思われ

ますので皆さんのご協力方お願いいたします。

（安部委員）

ごく一般的なこれまでの講演会の周知の仕方とほとんど変りがありません。西木さんの場

合は、地元出身者でありながらもあのくらいしか来なかった。講演会というのは、人が沢山

行ったから成果があったというものではないかもしれません。本当に聞きたい人が聞けば、

人数に関係ないかもしれませんが折角こういう機会ですので、学習資料館として一般的な周

知の仕方ではなく、市内の文化団体、文芸団体等に周知し、もっと独自な熱の入ったやり方

をしてほしいなと思います。

（河原田委員）

実は私も、角館図書館後援会というのを良くわかってませんでした。後援会の人数がだん

だん減ってきているので、応援をお願いしたいということでこの間会員になりました。資料

を見ると、石原慎太郎、柴田錬三郎等有名な人が講演に以前に来ていました。後援会の人数

の会費で賄われていると思いますが、多くの方に聞いていただくよう策を考えていただきた

いと思います。

（坂本委員）

私も文章では、案内をいただいておりますし情報も入ってきます。実は山田洋次監督の映

画というのは、今初めて知りました。それをもっとアピールすれば、映画好きの人とかも来

るんではないでしょうか。かくだてフィルムコミッションもありますので、そういったとこ

ろと連携を図ってアピールしていくこともご提案いたします。

（松橋学習資料館・イベント交流館長補佐）

はい、わかりました。

（佐久間委員長）

ほかにご意見ございませんか。

―意見なし―

（佐久間委員長）

報告第３７号は提案のとおり承認することに決定いたします。

引き続いて報告第３８号を議題といたします。提案の理由と内容の説明を求めます。

（田口次長兼教育指導課長）

報告第３８号仙北市就学指定校変更の許可について報告します。



平成２５年９月２６日申請のあった指定校変更１件について、許可することとしましたの

で報告いたします。

―資料説明―

（佐久間委員長）

説明が終りました。ご質問ございませんか。

―質問なし―

（佐久間委員長）

報告第３８号を提案のとおり承認することに決定いたします。

次に、報告第３９号を議題とします。提案の理由と内容の説明を求めます。

（田口次長兼教育指導課長）

報告第３９号区域外就学の承認について報告します。

平成２５年７月１日、１０月７日申請のあった区域外就学２件について承認しましたので

報告いたします。

―資料説明―

（佐久間委員長）

説明が終りました。ご質問ございませんか。

―質問なし―

（佐久間委員長）

報告第３９号を提案のとおり承認することに決定いたします。

続いてその他に入ります。はじめに、いじめ・不登校対策についてお願いいたします。

（鈴木北浦教育文化研究所長）

初に９月の不登校の児童、生徒の状況でございます。小学校で２人です。中学校におい

ては、先月８人でしたが９月は２人の増です。いじめについてですが、残念ながら２件報告

がございました。以上であります。

（佐久間委員長）

報告が終わりましたが、ご質問ありましたらお願いします。

（安部委員）

特に緊急に、私達が協議しなければならない状況ではないということで、よろしいですね。

（鈴木北浦教育文化研究所長）

適切な対応をして、保護者の理解も得ています。この後も様子を見ていくつもりです。

（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）

次に会議録のホームページ掲載についてです。

（畠山教育総務課長）

資料をご覧ください。今回は８月定例会会議録のホームページ掲載案でございます。

―資料説明―

（佐久間委員長）

皆さんお気づきの点は、電話でも結構ですので教育総務課までお知らせ下さい。



次回、学校別にクラブ活動を何々やっているか、中学校、小学校スポ少の関係何々やって

いるか、どういうクラブをやっているか、時間がありましたら協議会をやりたいと思います。

ほかにございませんか。

（畠山教育総務課長）

次回は、１１月２１日、木曜日午後２時に同じ場所で定例会を開催しますのでよろしくお

願いします。

（佐久間委員長）

これをもちまして１０月定例会を閉会いたします。

７ 閉会宣言 平成２５年１０月２３日 午後１時５０分


