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平成２６年１月３０日

仙北市教育委員会



平成２６年第１回仙北市教育委員会定例会会議録

１ 開会宣言 平成２６年１月３０日（木） 午後２時

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 安部 哲男

委員長職務代理者 河原田 修

委員 佐久間健一

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

生涯学習課参事兼西木公民館長 武藤真利子

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

スポーツ推進課参事 草彅 正勝

文化財課参事 中村 和彦

角館町平福記念美術館長 大楽 裕

５ 議事

（１）議案審議

議案第 １号 平成２６年度仙北市教育方針について

議案第 ２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



議案第 ３号 仙北市立角館交流センター条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ４号 仙北市公民館条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ５号 仙北市民会館条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ６号 仙北市角館町平福記念美術館条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ７号 仙北市勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ８号 仙北市民体育館条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ９号 仙北市武道館条例の一部を改正する条例制定について

議案第１０号 仙北市野球場条例の一部を改正する条例制定について

議案第１１号 仙北市外ノ山テニスコート条例の一部を改正する条例制定について

議案第１２号 仙北市馬術競技場条例の一部を改正する条例制定について

議案第１３号 仙北市旧石黒（恵）家条例の一部を改正する条例制定について

議案第１４号 仙北市教育職員住宅条例を廃止する条例制定について

議案第１５号 仙北市スポーツ推進委員の委嘱について

議案第１６号 仙北市社会教育委員の委嘱について

（２）報告事項

報告第 １号 教育行政報告について

報告第 ２号 平成２６年度仙北市一般会計予算教育費の内示概要について

報告第 ３号 仙北市生涯学習奨励員の委嘱について

６ 審議の経過及び結果

（安部委員長）

ただ今から平成２６年第１回仙北市教育委員会１月定例会を開催いたします。

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、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。

次に次第４、委員長挨拶ということになっております、座ったままでお話をさせていただ

きます。後で教育長の事務報告の時にもお話があると思いますが、先月子ども議会というも

のが開催されまして、私も傍聴させていただきました。こんなに素晴らしいことを考えてい

る子どもたちがたくさんいるということに驚き、感激をいたしました。子ども議会の内容の

素晴らしさ、北浦研究所のお手伝いもあったと思いますが、発表に至る各学校での話し合い

等もあったと思います。出席した子どもだけが立派だというよりも、この地域の学校全体の

子ども議会に対する献身的な努力が見えたと感じて、大変うれしく思いました。県体スキー

開会式に参加させていただきまして、選手層の薄さにびっくりしました。スキー連盟の滝口

さんが、選手が多い、少ないとか関係なく役員は全部張り付けなければいけなくて大変です

と言っていました。県体スキーの母体として、スポーツ推進課の人たちには、大変ご難儀を

おかけしました。併せて生保内中学校の子どもたちの協力もいただいております。手伝いす

ることを通して、自分たちが世の中の役に立っていることが実感できる貴重な体験活動の一

つだなと改めて感じました。県南美術展を見せてもらいました。非常に歴史の重みを継続し

てきたということ、美術館の努力に敬意を表したいと思います。ノロウイルスによる食中毒



が大変なことになっております。各給食センター等では、最善を尽くして防止に取り組んで

くださっていると思いますが、体調が悪いときには休むことに抵抗がないような職場づくり

をしていただきたいと思います。先月の処分等を行ったその綱紀粛正の善後策について、そ

れが一過性の事故と捉えることなく、緊張感のある職務の遂行をお願いしたいと思います。

一緒に良い仕事ができる職場をつくっていただきたいと思います。以上最近の教育委員会の

出来事を振り返りながら、思ったことをお話させてもらいました。

次に５の教育長の事務報告についてお願いします。

（熊谷教育長）

まず、委員長が最後におっしゃいました先月、私並びに田中部長が処分を受けまして大変

申し訳なく思っております。その処分を受けまして綱紀粛正といいますか、どのようにして

いくかということをお話させていただきます。少し長くなりますので、座ってお話をさせて

いただきます。私たち職員一同厳粛に受け止めております。８０人近くの職員がいる訳です

が、一人ひとりがしっかりとした自覚をしなければいけないということで、前の課長会議等

でもお話しましたし、適正な事務の執行に向けての取り組みについて、２月４日の課長等会

議できちんと、もう一度まとめた形で文章として伝えたいと思っています。それでは具体的

なことを申し上げます。

（教育長が、適正な事務の執行に向けた取り組みについて、資料に基づき説明する。）

以上のような基本事項を常に心に留めながら、日常業務に取り組み、気持ちを一層

引き締めて適切な事務の執行に努めていきたいと思っています。ご指導方よろしくお

願いいたします。

それでは、教育委員会事務報告をさせていただきます。

１月６日、市長新年挨拶がありました。８日、秋田県総体のスキー大会の開会式がありまし

た。特に生保内中学校の子どもたち、生徒会の子どもたちが大変立派でありました。お褒め

の言葉をたくさんいただきました。１７日、せんぼく分教室冬まつりで教育委員会から５人

ほど参加しており、大変盛大でございました。２４日、角館高校秋季大会優勝祝賀会があり

ました。残念ながら甲子園出場の朗報は届きませんでしたが、去年の秋の優勝の祝賀会でし

た。３０日、教育委員会１月定例会でございます。今後の行事予定でありますが６日、総務

文教常任委員会協議会でございます。８日、白岩城址燈火祭です。１０日、上桧木内紙風船

上げです。１１日、おやまばやし芸能発表会です。１８日から２月定例議会が３月１２日ま

でです。２５日、教育委員会２月定例会がございます。

（教育長が、上記内容等について、資料に基づき説明する。）

（安部委員長）

教育長の事務報告が終わりましたが、何かご質問ありませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

では、教育長の事務報告を承認することにいたします。

（安部委員長）

それでは、次第６の議事の議案審議に入ります。議案第１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）

座ったまま説明をさせていただきます。平成２６年２月１８日開会予定の平成２６年第１

回仙北市議会定例会への仙北市教育行政方針（案）について説明をいたします。

はじめに、仙北市の学校教育については、「ふるさとを愛し、豊かな心と健やかな体をもち、

確かな学力を身に付けた仙北の子ども」の育成に取り組んで参ります。生涯学習の推進につ

いては、第２次社会教育中期計画に基づき、学習支援の環境整備に積極的に取り組んで参り

ます。

スポーツ振興については、ＦＩＳワールドカップモーグル大会の開催に向け万全の体制で

準備を進めて参ります。また、総合型地域スポーツクラブの育成や各種スポーツイベント等

のスポーツ関係団体等の活動を支援して参ります。

文化財関係については、各種の保存事業や継承事業、地域文化、芸術資源の掘り起こしに

取り組んで参ります。

第２９回国民文化祭は、１０事業の推進体制の強化、充実を図り、市民とともに来訪者を

温かく迎え、更なる文化的風土の醸成に努めて参ります。

次に各課について申し上げます。

（田中教育部長が、各課の教育行政方針について、資料に基づき説明する。）

以上、平成２６年度の教育行政の基本方針について申し上げましたが、よろしくご審議く

ださいますようお願い申し上げます。

（安部委員長）

説明が終わりました。ご質問ございませんか。

（佐久間委員）

予算の査定は終わりましたね。

（田中部長）

はい。

（佐久間委員）

国からの交付税が少なくなる、あるいは人口が少なくなるということで、市全体で施設の

管理の縮小、合理化案は出されませんでしたか。

（田中部長）

市長の方からは、去年の暮れあたりから組織再編ということを盛んに言われています。市

長部局においては、若干の組織再編がございますが、教育委員会といたしましては、来年は

国民文化祭があります。モーグルのワールドカップ等々ございます。文化財についても委員

長が仰せのとおり事業を大きく展開していかなければいけませんので、そういうものを鑑み

ますと平成２６年度からの組織再編は難しいと思います。方針にも書いてありますが、公民

館構想、施設の整備関係等で事務を移管できるところがあるとすれば、組織内の見直しと人

数の見直しだと思います。

（佐久間委員）

こだわる訳ではありませんが、大変な過渡期に入り大変な時だと思います。職員数も相当

減ってくると思います。仙北市の施設を抱えていく教育委員会も、大変な時代だと思うので、



それについても指定管理にする。廃止する。解体していくという構想は特別ありませんでし

たか。査定とかで議論なりませんでしたか。

（田中部長）

教育委員会からもかなりの事業を要求いたしました。解体事業もかなりありますが、財源

の関係でどうしても少なかったです。そのまま維持する方がお金がかからないということだ

ろうと思います。いずれは解体したいと思います。今回予算化されたのは、教職員住宅です。

（佐久間委員）

教職員住宅は、解体するんですね。規模を縮小する。時代にあったものをやっていくとい

うことに一切触れられていないので、議会では色々質問もあるかと思います。委員会として

も方針を立てていかなければならないと思います。

（田中部長）

市長は平成３１年の統合庁舎ができるまで、市長部局は三部体制になるという体制です。

２６年度の教育委員会については、事業が盛りだくさんなので、２６年度からすぐという訳

にはいかないと思います。ただ平成３１年度に向けてということは検討しています。

（佐久間委員）

予算の内示をみてみますと、プールの予算が計上されていないです。皆さんが大変苦労し

て予算をたてたと思いますが、方針の中にそれを感じなかったのであえて申し上げました。

（安部委員長）

その貴重な意見を受け止めておいて、様々な機会に委員の皆様と検討する機会を持ちたい

と思います。ほかにありませんか。

（田中部長）

もう一つ、２月４日の課長等連絡調整会議でございますが、市の方では、すでに平成２６

年度の組織再編の資料が出てきておりますので提案をしたいと思います。

（安部委員長）

平成２６年の教育行政方針というものが、来年度の教育行政のすべての基本になる訳です

ので、是非皆さんの手元に置くのではなく各課の職員も、自分の課のことはしっかり頭に入

れた上で職務に精励してもらいたいと思います。１ページの文化財関係については、私の希

望も入れていただいております。最後の文化財課の中にもそのようなことを書いております

けれども、これを書くために書いたということではなく、あくまでもこの方針でいくのだと

いうことを再確認すると共に、これまでとひと味違った教育方針になったということを誇っ

ても良いのではないかと思います。私は一皮剥けた教育行政方針だと自負しています。

（安部委員長）

ほかにご質問ありませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

それでは、議案第１号について採決いたします。本案を可決することにご異議ございませ

んか。

―異議なし―

（安部委員長）

議案第１号は提案のとおり可決することに決定いたしました。



次に、議案第２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）

議案第２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。）

（安部委員長）

説明が終わりました。なにかご質問はありませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

質問がないようですので、議案第２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―

（安部委員長）

議案第２号は提案のとおり可決することに決定いたしました。

次に、議案第３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）

もしよろしければ、「議案第３号仙北市立角館交流センター条例の一部を改正する条例制定」

についてから「議案第１３号仙北市石黒（恵）家条例の一部を改正する条例制定」まで順番

にまとめて説明をしたいのですがよろしいでしょうか。

（安部委員長）

委員の皆様、いかがでしょうか。

―異議なし―

（安部委員長）

それでは、まとめて説明をお願いいたします。

（畠山教育総務課長）

消費税が５％から８％になり、３％アップするということに伴いまして、市の方でも３％

分を値上げするということで、料金の改正に当たっては便乗値上げがないようにするという

ことで、統一した改正になっています。当然のことながら少額の金額に関しては、３％動い

たとしても変更はありません。円未満切り捨てで１０円単位です。それでは資料の方をご覧

くださいませ。

議案第 ３号 仙北市立角館交流センター条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ４号 仙北市公民館条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ５号 仙北市民会館条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ６号 仙北市角館町平福記念美術館条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ７号 仙北市勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ８号 仙北市民会館条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ９号 仙北市武道館条例の一部を改正する条例制定について

議案第１０号 仙北市野球場条例の一部を改正する条例制定について



議案第１１号 仙北市外ノ山テニスコート条例の一部を改正する条例制定について

議案第１２号 仙北市馬術競技場条例の一部を改正する条例制定について

議案第１３号 仙北市旧石黒（恵）家条例の一部を改正する条例制定について

―資料説明―

（安部委員長）

説明が終わりました。何かご質問はありませんか。

（河原田委員）

今後、また２％上がりそうですがそれについてはどう考えていますか。

（畠山教育総務課長）

それまでの間、１年８カ月くらいありますが、１０％の時も同じような改正があると思い

ます。

（佐久間委員）

管理には、お金がかかるからその分は上がるのでしょうね。

（田中部長）

国の方針は、転嫁してくださいと言ってきています。

（安部委員長）

ほかにご質問はございませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

質問がないようですので、議案第３号から議案第１３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―

（安部委員）

議案第３号から議案第１３号は提案のとおり可決することに決定いたしました。

次に、議案第１４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）

議案第１４号仙北市教育職員住宅条例を廃止する条例制定について説明します。

―資料説明―

（安部委員長）

説明が終わりました。質問はございませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

質問がないようですので、議案第１４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―

（安部委員）

議案第１４号は提案のとおり可決することに決定いたしました。

次に、議案第１５号を議題とします。提案の理由と内容の説明を求めます。



（田口スポーツ推進課長）

議案第１５号仙北市スポーツ推進委員の委嘱について説明します。

―資料説明―

（安部委員長）

説明が終わりました。ご質問はございませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

質問がないようですので、議案第１５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―

（安部委員）

議案第１５号は提案のとおり可決することに決定いたしました。

次に、議案第１６号を議題とします。提案の理由と内容の説明を求めます。

（成田生涯学習課長）

議案第１６号仙北市社会教育委員の委嘱について説明します。

―資料説明―

（安部委員長）

説明が終わりました。ご質問はございませんか。

社会教育委員の選考基準を教えてください。

（成田生涯学習課長）

学校教育、社会教育に携わってきている人と学識経験者です。

（安部委員長）

ほかにご質問はございませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

質問がないようですので、議案第１６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―

（安部委員）

議案第１６号は提案のとおり可決することに決定いたしました。

続いて報告事項に入ります。報告第１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２６年２月１８日に開催される第１回仙北市議会定例会の開会にあたり、主な事項に

ついて、（案）を報告させていただきます。

（田中教育部長が、以下の教育行政報告（案）について、資料に基づき説明する。）

◇仙北市子ども議会開催について

◇全県中学校スキー大会について

◇荒木田裕子氏講演会について



◇仙北市総合美術展について

◇新春書き初め大会について

◇仙北市読書感想文コンクールについて

◇ロビーコンサートについて

◇スポーツ活動状況について

◇重要伝統的建造物群保存地区修理事業について

◇児童生徒県南美術展について

以上、２月１８日の教育行政に関する報告（案）を申し上げました。

本日の委員会以降、議会までに行われる事務事業については、その結果を踏まえ報告させ

ていただきます。また、委員会以降、議会までに、新たな報告事項が生じた場合は、この報

告に追加し報告させていただきます。よろしくご審議くださるようお願いいたします。

（安部委員長）

報告が終わりました。ご質問はございませんか。

１ページ中程下の「事務体制の全般を包括的に見直し」とありますが、見直しの内容を一

言付け加えたらいかがでしょうか。

（田中部長）

はいわかりました。

（坂本委員）

子ども議会に対して、質問を載せるだけで良いのでしょうか。質問に対する回答を一部で

もよいので載せたらいかがでしょうか。

（田口次長兼教育指導課長）

代表的な質問も含めて見直していきたいと思います。

（安部委員長）

ほかにご質問はございませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

質問がないようですので、報告第１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―

（安部委員長）

報告第１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２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２号平成２６年度仙北市一般会計予算教育費の内示概要について、各担当課長から

報告をしていただきます。前回も議案審議として上程をしていますので簡単にお願いいたし

ます。

（各課、機関長が、平成２６年度仙北市一般会計予算教育費の内示概要について、資料に

基づき説明する。）

（安部委員長）



説明が終わりました。ご質問はございませんか。

学校給食費の歳入ですが、どの給食センターも滞納繰越分がありますが、この問題に関

しては、じっくり解決策を考えなければならないと思います。

ほかにご質問はございませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

それでは、報告第２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―

（安部委員長）

報告第２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３号を議題とします。提案の理由と内容の説明を求めます。

（成田生涯学習課長）

報告第３号仙北市生涯学習奨励員の委嘱について説明します。

―資料説明―

（安部委員長）

説明が終わりました。何かご質問はございませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

それでは、報告第３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―

（安部委員長）

報告第３号は提案のとおり承認することに決定いたしました。

以上で予定しておりました議案審議、報告事項は終了いたしました。

引き続きその他に入ります。いじめ、不登校について報告をお願いいたします。

（鈴木北浦教育文化研究所長）

不登校生徒の状況は３カ月増減なしです。小学校において３人、中学校で９人の１２人で

す。改善としてさくら教室の３人は、定期的に学校へ通学できるようになっています。いじ

めの報告はありません。

（安部委員長）

説明が終わりました。ご質問ありませんか。

さくら教室の３人が定期的に学校に行っているということは素晴らしいことで、さくら

教室の先生方にお礼を言ってください。

会議録のホームページへの掲載内容についてお願いします。

（畠山教育総務課長）

資料をご覧ください。今回は１１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―

（安部委員長）

ほかにありませんか。

（鈴木北浦教育文化研究所長）

仙北市いじめ防止等のための基本方針（案）について説明します。



―資料説明―

本日、資料（案）を持って帰って、読んでもらい、教育委員会２月定例会でご意見を

いただきたいと思います。本市については赤字で示しています。

（安部委員長）

それでは、家で読みまして教育委員会２月定例会で精査しましょう。

ほかにございませんか。

（田口次長兼教育指導課長）

現在のインフルエンザＢ型の状況を報告します。角館小学校４年生の１学級閉鎖（２２日

から２４日）でした。今は改善がみられまして今週からは学校に来ています。同じく４年松、

梅が昨日から（２９日から３１日）まで学級閉鎖です。角館中学校でもインフルエンザが広

まっています。

（安部委員長）

ほかにありませんか。

（畠山教育総務課長）

次回は２月２５日（火）１２時３０分から、この場所を予定しております。

（安部委員長）

ほかにありませんか。

（稲田田沢湖学校給食センター）

平成２６年４月県内の給食費値上げ動向を説明します。

―資料説明―

（安部委員長）

ほかにありませんか。

長い間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２６年１月３０日 午後４時３０分


