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平成２６年第８回仙北市教育委員会定例会会議録

１ 開会宣言 平成２６年５月２９日（金） 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 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 浦山英一郎

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

市民会館館長補佐 新田 康久

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）議案審議

議案第２３号 平成２６年度仙北市一般会計補正予算の教育費について

議案第２４号 仙北市スポーツ推進委員の委嘱について

議案第２５号 県費負担教職員の処分について

議案第２６号 県費負担教職員の処分について



（２）報告事項

報告第２９号 教育行政報告について

報告第３０号 仙北市就学指定校変更の許可について

報告第３１号 区域外就学の承認について

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８回仙北市教育委員会５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、栗原主査を任

命いたします。議事録署名は、佐久間委員、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ので、私から挨拶をさせていただき

ます。５月の終わりになって平成２６年、順調にそれぞれの職務が遂行されていることを大

変喜んでおるところです。５月２６日、全県の教育委員長、教育長会議に出席してまいりま

した。簡単に感想を述べさせていただきます。１０年後の秋田県の教育に求められるものは

何かという大変難しいテーマのそれぞれの意見の発表会でした。各市町村の参加された委員

長、教育長方のお話を伺って、それぞれすごいなと思いました。何がすごいのかということ

は、話が長くなりますので省きます。皆さんの秋田県の教育にかける思い、見識の高さに大

変教えられるものが多い半日でした。反面そういう意味では、自分自身の力量の足りなさを

強く感じてショックを受けましたし、なお一層自分自身の研修の必要性を痛感したところで

す。年をとっても学習することは、大切だなということを改めて考えさせられました。次に

昨日チャレンジデーが行われまして、結果的には４８．１％で対戦相手の北広島町に勝った

ということであります。勝った負けたということも大事ですが、４８％強という市民の多く

の人がスポーツを通して、健康づくりの大切さを考え実践する良い機会となったと思います。

教育委員会の思いをアピールすることができたと思います。実施するまでは、結果だけがク

ローズアップされますが、実施されるまでのスポーツ推進課を中心とした準備、苦労は大変

大きなものがあったと思われます。教育長、部長等が町内会等まで訪問して、チャレンジの

お願いをして回っていたという懸命な呼びかけも、今回の結果に大いに反映をしたと思いま

す。いつも教育長の言うオール教育委員会という姿勢は、そういうところにも表れてきてい

ると思います。竹久夢二展を私も見せてもらいました。これだけ有名なあるいは伝説的な画

家にもかかわらず、非常に作品の数の多さにびっくりをしました。また大正ロマンの香りと

いいますか、ほのぼのとした絵にたくさんの人が癒されたのではないかと思います。美術館

の皆さんの頑張りに感謝したいと思います。 後ですが、たまたま県の教育委員長、教育長

会議に出席する前に手にした、「ふるさとに生きる人々」という冊子がありまして、角中の塩

野米松先生の下で行われた、この角館に住んでおられる方々の生きている様子、どんな人生

でこれからどう生きたいか、そういうことを子ども達が丁寧に聞いたことを書いたものを読

ませてもらいました。子ども達が、ふるさとで頑張っている人達を、自ら発見する活動、こ

こにも大きな意味があると思います。発見した人の生きる姿から、今後の自分の生き方を学



ぶということも非常に大きな力になったのではないかと思います。そういう意味でも仙北市

のふるさと教育の代表的な実績の一つであったと感動しながら見せてもらいました。残念な

がらこの企画は去年で終わったそうですが、今後もこういうことに類するふるさと教育が、

各学校で行われていけば良いなと思っています。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、５月の教育委員会事務報告をさせていただきます。

４月２８日、皆様にもご出席していただきました「教職員の集い」を開催いたしました。

５月３日、生保内公園野球場改修記念試合が行われました。５日、第１１回あきた南北ジュ

ニア強化サッカー交流大会「さくらカップ」であります。８日、臨時議会。１３日、群馬県

館林市行政視察がございました。館林市の総務文教委員会の委員の皆様でした。大変仙北市

の営みを感心してお帰りになられました。１６日、大仙・仙北教科用図書採択地区協議会で

ございました。１９日、仙北市議会総務文教常任委員会協議会。２０日、秋田県市町村教育

委員会連合会平成２６年度第１回定期総会でございました。同日第１回県南地区教育長会議

がございました。２５日、秋田県スポーツ推進委員研究大会が美郷、大仙、仙北市を中心に

行われました。２６日は、今、委員長がおっしゃいました平成２６年度全県市町村教育委員

長・教育長会議でございました。２８日、ただ今おっしゃいましたチャレンジデー２０１４

ということで、スポーツ振興課中心にオール教育委員会で４８．１％とこれまでの 高の記

録でありました。対戦相手の北広島町にも僅差で勝つことができました。同日仙北地域振興

局との行政懇談会に参加して参りました。２９日、県南公立幼稚園第１回協議会に出席して

参りました。今日の定例会となっております。以上です。

（熊谷教育長が、上記内容等について、資料に基づき報告する。）

（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。

（佐久間委員）

５月１９日、総務文教常任委員会の協議案件はなんですか。

（羽川教育部長）

協議案件は、水沢高原にある「友情苑」は市に譲渡されていますが、それを使用したいと

いう人がいまして、譲渡したいという協議がありました。水沢高原にパークゴルフ場を作っ

ておりますが、そのパークゴルフのクラブハウスとして利用したいとのことの協議案件でご

ざいました。そのほかに報告という形で、議会の議員が改選されたということで庁舎整備関

係の報告と、クニマス未来館関係の報告が企画の方からありました。教育委員会からは、補

正予算の内容等についての報告をしています。

（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）

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の議事の議案審議に入ります。

議案第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。

（畠山教育次長兼教育総務課長）

議案第２３号平成２６年度仙北市一般会計補正予算の教育費について概略の説明をしま

す。

（畠山教育次長兼教育総務課長が、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。ご質問はございませんか。

（河原田委員）

予算案についての質問ではありませんが、スポーツ振興課の方の「新しい全県駅伝大会実

行委員会負担金」とありますが、これは名称ですか。それとも一時的にこのような名称を使

用しているのですか。

（田口スポーツ振興課長）

説明のし易いようにということで、今までなかった形の全県の駅伝大会なので、この名称

でやりたいと思っています。正式な名称は別にあります。

（安部委員長）

私から一つ、給食センターの給湯配管替え工事はいつ頃やるのか。後は入札をしてやるの

か教えて下さい。

（稲田田沢湖学校給食センター所長）

入札をします。業者では、工事が２週間くらいかかるという話ですので、夏休みに工事を

したいと思っております。

（安部委員長）

ほかに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２３号を採決いたしますが、本案について可決すること

にご異議ございませんか。

―異議なし―

（安部委員長）

議案第２３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。

（田口スポーツ振興課長）

議案第２４号仙北市スポーツ推進委員の委嘱について説明をします。１人だけスポーツ推

進委員の任期の補充という形で前回、推進委員を補充しております。今回更新となりました。

―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２４号を採決いたしますが、本案について可決すること

にご異議ございませんか。

―異議なし―

（安部委員長）

議案第２４号は提案のとおり可決することに決定いたしました。

皆さんのお手もとには、議案第２５号、２６号県費負担職員の処分についてとありますけ

れども、会が終わってから関係職員だけで行いたいと思います。

次は、報告事項に入ります。報告第２９号を議題とします。提案の理由と内容の説明を求

めます。

（羽川教育部長）

報告第２９号教育行政報告について説明をします。６月６日に、第３回仙北市議会が開催

されます。議会に報告を予定しております５月８日の臨時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。

（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。）

◇花いっぱい運動推進事業について

◇「生保内節全国大会」・「自衛隊音楽隊コンサート」について

◇こどもの読書週間等について

◇２０１５ＦＩＳフリースタイルスキーワールドカップ秋田たざわ湖大会について

◇チャレンジデー２０１４について

◇新しい全県駅伝大会について

◇竹久夢二展について

◇エコール・ド・エヌ角館展について

◇第２９回国民文化祭・あきた２０１４「１００日前カウントダウンイベント」について

（安部委員長）

説明がおわりました。ほかにご質問はございませんか。

私から要望ですが、行政報告とはそういうものではないと言われればしかたありませんが、

今回は学校教育については、全く触れられておりませんが、何もないのかなと思いまして、

例えば４月以来学校教育の中で、特筆すべきこと、全国の学力テストはどうだったとか、そ

の辺は報告する必要はないものですか。

（田口教育次長兼教育指導課長）

学年が順調にスタートしたということ、全国学力学習状況の参加状況につきましては、前

回の臨時議会の行政報告で報告いたしました。今回は２週間ほどの間の報告になります。６

月まで、若干日数がありますので、その間特筆すべき事項の報告ということで、今回初めて

記載すべき報告がありませんでした。

（畠山教育次長兼教育総務課長）

昨年であれば、臨時議会がなかったので、６月の行政報告では新学期が始まった、全国学



力テスト等報告できました。たまたま今回、議員の選挙があったので、本来は６月に報告す

べきことが、５月の臨時議会で報告しました。

（安部委員長）

特筆すべきことがなければそれで良いです。

ほかにご質問はありませんか。

（田口教育次長兼教育指導課長）

実はその他のところで報告したいと思っていましたけれども、角館学校給食センター管内

で１日給食停止の日がございました。後でも事由を述べますけれどもこの行政報告で、特筆

として報告すべき事案かどうかまだ迷っておりますので、その件についても検討いただきた

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２９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２９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３０号・３１号を一括して議題とします。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３０号仙北市就学指定校変更の許可について、報告第３１号区域外就学の承認につ

いて一括して説明します。

報告第３０号仙北市就学指定校変更の許可について、平成２６年４月１６日、２３日付け

で申請のあった就学指定校変更３件について、市教育委員会として許可の回答をしておりま

すのでご報告いたします。

報告第３１号区域外就学の承認について、平成２６年４月１７日付けで申請があった区域

外就学２件について、仙北市教育委員会で承認の回答をしておりますので報告します。

―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、報告第３０号、３１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３０号、３１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）

４月のいじめ、不登校についてご報告いたします。いじめについて４月は０件でございま

す。不登校の状況ですが、４月は小学校において２人、中学校６人合計８人です。

（安部委員長）

これは、昨年から引き続き不登校ということですか。

（浦山北浦教育文化研究所長）

継続が７人で、新規が1人でございます。

（安部委員長）

ほかにご質問はございませんか。

―質問なしー

（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。

（畠山教育次長兼教育総務課長）

資料をご覧ください。今回は３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６月６日頃まで、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。

（畠山教育次長兼教育総務課長）

次回の定例教育委員会ですけれども、６月２６日、木曜日この場所でお願いしたいと思い

ます。

（田口教育次長兼教育指導課長）

５月９日、角館給食センター管内の小中学校の給食の中止について報告させていただきま

す。

（田口教育次長兼教育指導課長が、給食の中止について、その概要と経緯を説明をする。）

（安部委員長）

この後、議案第２５号、２６号について審議いたしますが、人事案件ですので関係職員以

外は、退席をお願いいたします。

―関係職員以外退席―

―暫時休憩―

（安部委員長）

会議を再開いたします。

議案第２５号、２６号をまとめて議題とします。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）

議案第２５号、２６号県費負担職員の処分について説明をいたします。

―資料説明―



―処分説明―

（安部委員長）

そうすれば、この処分を承認しますか。

―承認します。―

（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５月２９日 午後４時１５分


