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平成２６年第７回仙北市教育委員会定例会会議録

１ 開会宣言 平成２６年４月２５日（金） １２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 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 羽川 茂幸

教育次長兼教育指導課長 田口桂一郎

教育次長兼教育総務課長 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 齋藤 栄子

教育指導課参事兼北浦教育文化研究所長 浦山英一郞

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 千葉 幸仁

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 佐々木幸美

生涯学習課参事兼角館公民館長 草彅 正勝

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 眞栄

文化財課参事 中村 和彦

文化財課参事兼角館町平福記念美術館長 長松谷 光

５ 議事

（１）報告事項

報告第２５号 教育行政報告について

報告第２６号 平成２６年度非常勤特別職員の任命について

報告第２７号 仙北市就学指定校変更の許可について



報告第２８号 平成２６年度仙北市育英奨学資金奨学生の決定について

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７回仙北市教育委員会４月定例会を開催いたします。次第にはあ

りませんが、今年度初めの定例会ですので、畠山次長から参与のご紹介があります。

（畠山次長兼教育総務課長）

４月の人事異動に伴いまして、新しい教育委員会の体制になりまして、定例会参与の紹介

をいたします。

（畠山次長兼教育総務課長が参与の紹介をする。）

（安部委員長）

ありがとうございました。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、栗原主査を任命いたします。議事録署名は、河原田委員、教育長にお願いいた

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。ただ今皆さんに紹介いただきましたように、各施設の人が入れ替わったり、同じと

ころでも、また新たな気持ちで４月を迎えられたことと思います。それぞれの機関が、無事

にスタートしたということを喜びたいと思います。学校教育も同様に、小中学校も無事に入

学式が終わりました。時間がありましたら、後ほど委員の皆さんからも、それぞれの入学式

の印象等をお話しいただけるものと思っております。次に順不同でありますが、一昨日公民

大学の入学式に出席させていただきました。たくさんの人が、それぞれ生き生きとした、や

る気に満ちた素晴らしい入学式でありました。まさしく生涯学習の究極の姿といいますか、

そういう元気な姿がたくさんの人々に、勇気と自信を与えているのではないかなと思いまし

た。そういう仕事に携わっている職員の皆さんも、そういう意味での喜びを感じ取っていた

だければ良いなと思いました。「新潮」創刊より１１０年感謝をこめて展を見せていただきま

した。私の知らなかった新しい発見もありました。中でも確か大正１１年に、新潮社が刊行

した新潮文庫以来、角館町から仙北市になるまでずっと、新潮社発行の書籍が全部寄贈を受

けていることを、その重みというものを強く感じました。また、新潮社の皆さんには、大変

感謝の気持ちは十分ありますので、何かの形で改めて伝える機会があれば良いなと思いまし

た。展示物の中で、大部分が角館図書館時代からの書籍でありまして、貴重な書籍として、

ずっと保存してくださってきた図書館の皆さんにも感謝の気持ちを伝えたいと思います。ま

もなくチャレンジデーが行われますけれども、これは常日ごろ教育長がオール教育委員会で

やるのだと言っております。是非ともそういう気持ちで、スポーツ振興課はもちろん中核で

やるのですけれども、教育委員会全体が、組織を上げてチャレンジデーの成功に望んでいた

だきたいと思います。 後に、昨日、国の会計検査があったそうですけれど、無事通過して

というのはおかしいかもしれませんが、大変ご難儀をおかけしてありがとうございました。

以上が私のあいさつといたします。

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）

それでは、４月の教育委員会事務報告をさせていただきます。

４月１日、市長辞令交付、市長年度始めあいさつ、私も教育委員会の職員に年度始のあい

さつをさせて いただきました。３日、仙北市校長会。その後、各小中学校、高等学校、幼

稚園の入学式、入園式等で教育委員の皆様にもご出席賜りましてありがとうございました。

１１日、花葉館グラウンドゴルフコース、ゲートボール場、合同安全祈願祭がございました。

１２日、ミュ－ジカル「げんない」初日公演でありました。大曲仙北校長会総会で田口次長

と私が出席してきました。２１日、国民文化 祭実行委員会総会で１００人近くの人が集ま

り、いわば決起集会のような形になり、大会ス ローガンも採択されました。昨日、２０１

４年フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会実行委員会があり、テレビのニュー

スでもやっておりました。同日、文部科学省関係の会計検査がありあました。本日の定例会

となります。今後の行事予定でありますが、８日、臨時議会があります。４月２８日、教育

委員の皆様にもご出席 いただいて、教職員の集いがございます。以上です。

（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。ご質問はございませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

遅くなりましたが、教育長就任おめでとうございました。

（熊谷教育長）

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

（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。

それでは、次第６の議事に入ります。この度は報告事項でございます。

初に報告第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。

（羽川部長）

報告第２５号教育行政報告について説明をします。５月８日に仙北市議会改選後の初議会

になる、第２回仙北市議会臨時会が開催されますので、議会に報告を予定しております、３

月定例会からこれまでの教育行政報告（案）について報告させていただきます。内容につき

ましては１ページから６ページでございますが内容について報告させていただきますので資

料をご覧ください。１ページ目につきましては、３月２０日定例会で承認されました、熊谷

教育長についてでありますので内容については、省略させていただきます。

次に各課について申し上げます。

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

◇新年度スタートについて

◇仙北市いじめ防止等のための基本方針の策定について

◇全国学力・学習状況調査の実施について



◇仙北市育英奨学資金の貸与者の決定について

◇学力向上に関する文部科学省指定研究事業について

◇花いっぱい運動推進事業について

◇「新潮」創刊より１１０年感謝をこめて展について

◇フリースタイルスキーのモーグル競技会について

◇生保内公園野球場改修記念試合について

◇重要伝統的建造物群保存地区修理事業について

◇藤あや子作品展について

◇竹久夢二展について

◇第２９回国民文化祭・あきた２０１４について

（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。

私から質問をします。仙北市いじめ防止等のための基本方針の策定について中身はわかり

ます。 後の今後、この方針に基づき着実に施策を進めて参りますとありますが、これにか

かわる予算は計上されておりますか。

（田口次長兼教育指導課長）

今後、これにかかわる予算として見込まれるのは、いじめ防止等のための委員会の設置で

ございます。委員会の委員を選任して、その委員に係る費用弁償等が見込まれますので、委

員の選定を踏まえて補正予算に計上しなければと考えております。

（安部委員長）

わかりました。もう一つ質問です。藤あや子の作品展について、単純な比較はできないと

思いますが、この期間中に４，６５５人というのは多いのでしょうか、少ないのでしょうか。

（長松谷角館町平福記念美術館長）

私は、４月に異動になって来たばかりで昨年のことはわかりませんが、今の時期は桜祭り

が始まる前の時期なので、来館数は多くない時期だと思われます。今回の藤あや子展は、予

想以上の来館があったと思います。

（熊谷教育長）

かなりの多い人数です。１日２３０人で、片岡鶴太郎展と比べてもかなりのレベルの高い

集客数だと思います。

（安部委員長）

なぜこのような質問をしたかといいますと、藤あや子展を開催するに当たって色々な課題

と要望がありましたので、自信を持って報告ができると思いまして。

（熊谷教育長）

今までで、集客数が一番多かったのが「男鹿和夫展」、次が「片岡鶴太郎展」で、あれは桜

の花見期間中でした。その次ぐらいです。

（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、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―

（安部委員長）

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。

次に、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。

（畠山次長兼教育総務課長）

報告第２６号平成２６年度非常勤職員特別職員の任命について説明をします。

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。

（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、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―

（安部委員長）

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。

次に、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。

（田口次長兼教育指導課長）

報告第２７号仙北市就学指定校変更の許可について説明します。平成２６年３月２５日、

３１日付けで申請のあった就学指定校変更２件について、市教育委員会として変更の許可を

しておりますのでご報告いたします。

―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。

ほかにご質問はございませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

特に質問がないようですので、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―

（安部委員長）

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。

続いて報告第２８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２８号平成２６年度仙北市育英奨学資金奨学生の決定について説明をします。さる



４月２２日に開催されました仙北市育英資金運営審議会において、２６年度奨学生の決定に

ついて、教育委員会で答申されましたので報告いたします。申請された１３人の内訳は、高

校１人、専門学校２人、短大２人、国、公立大学４人、私立大学４人でございます。

―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）

特に質問がないようですので、報告第２８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２８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、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。

（浦山北浦教育文化研究所長）

３月の不登校、いじめについてご報告いたします。始めに不登校の状況ですが、２月と変

わりありません。小学校において４人、中学校９人合計１３人です。

（安部委員長）

説明が終わりました。ご質問ありませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

質問がないようですので、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。

（畠山次長兼教育総務課長）

資料をご覧ください。今回は２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―

資料をご覧いただきまして５月９日まで、お気づきの点は、教育総務課までお知らせくだ

さい。

（安部委員長）

ほかにありませんか。

（畠山次長兼教育総務課長）

６月議会の議案、補正予算ですけれど、本来であれば今日補正予算について議案として委

員の皆さんに提案したいと思っていましたが、締め切りが５月９日ですので現在算定、精査、

見積書等をお願いしてデータの収集を行っているところであります。来月の定例会で提案を

したいと思います。

続きまして、皆さんに平成２６年度の教育委員会の日程表を差し上げております。基本的

には昨年度と変わりありません。毎月 終木曜日、午後２時からこの場所でとなっておりま

す。来月は５月２９日（木）午後２時からこの場所で予定しております。

（安部委員長）



ほかに何かありませんか。

（畠山次長兼教育指導課長）

先ほどの日程等に追加ですが、来週２８日（月）に角館交流センターで、「仙北市教職員の

集い」が午前１０時からありますので、委員の皆さんよろしくご出席お願いいたします。

（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４月２５日 午後１時２０分


