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平成２７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２７年１月２９日（木） 午後３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 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

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

国民文化祭推進室長 草彅 悟

５ 議事

（１）議案審議

議案第 １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 ２号 仙北市基金条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ３号 仙北市学校林に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第 ４号 仙北市立幼稚園条例の一部を改正する条例制定について



議案第 ５号 仙北市立幼稚園授業料及び預かり保育料徴収条例を廃止する条例制

定について

議案第 ６号 組織再編成に伴う関係条例の整理に関する条例制定について

（２）報告事項

報告第 １号 平成２７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 ２号 仙北市就学指定校変更審査委員会規程の一部を改正する規程制定に

ついて

報告第 ３号 区域外就学の承認について

報告第 ４号 仙北市就学指定校変更の許可について

報告第 ５号 仙北市立小中学校児童・生徒自転車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

６ 審議の経過及び結果

（安部委員長）

ただ今から平成２７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、栗原主査を任命いたしま

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、委員長挨拶ですけれども、平成２６年度も後２カ月あまりとなっております。

それぞれの教育委員会の皆さんには、それぞれの部署で遅滞なく行政が進められているとい

うことに、心からお礼を申し上げます。終わりよければ全てよしという言葉もありますけれ

ども、残りの期間計画された事業をきちんと終えること、最後の会計処理等につきましても、

何時誰に見られてもよいという万全を期して頑張っていただきたいとお願いいたします。１

月２０日、文部科学省から「公立小中学校の統廃合に関する手引き（案）」というものが公表

されました。これまで、私達もかなり突っ込んだ議論を進めて参りましたが、未だに結論を

出すに至りませんでした。今後は、いよいよ仙北市として明確な態度を打ち出さなければい

けない状況となっております。来年度からは、新教育委員会制度も発足し、仙北市長も総合

教育会議に出席するということになっております。いよいよその結論も出し易いすいと、全

て統合するかどうかということではなくて、統合するのか、あるいは存続させるのか、メリ

ット、デメリットは、学校ばかりではなくて、地域のことも含めて総合的に判断をしなけれ

ばいけないと思います。今日は佐久間委員が、インフルエンザにかかったそうで欠席です。

委員が４人出席ということで会議は成立をしております。

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、教育委員会事務報告をさせていただきます。

１２月２７日、角館高等学校野球選手権大会出場報告会がございました。１月８日、公民

館主催であります仙北市新春書初大会がありました。１３日、東日本スキー大会開会式に出

席して参りました。１７日、伝承館で仙北市景観シンポジウムということで、建設の方と一



緒にやったのですが生涯学習課で推進しました「花のある街コンクール」の表彰式も兼ねて

おりまして大変盛大でした。２１日、総務文教常任委員会協議会でございました。２３日、

せんぼく分教室冬まつりに教育委員会から参加しております。２５日、県南美術展表彰式で

ございました。２９日、本日が定例会でございます。今後の行事予定でございます。２月４

日、総合美術展のオープニングセレモニーでございます。６日、第４０回の芸術選奨表彰式

があります。仙北市教育委員会が推薦者となりまして、わらび座の栗城宏さんを推薦しまし

たところ、県の芸術選奨に見事選出されました。７日から８日、いよいよスポーツ振興課が

頑張っております、全日本フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会です。１４日、

防災気象講演会ということで、ＮＨＫのお天気お姉さんがお出でになって、小学生を相手に

講演をしてくださいます。地域の火振りかまくらにも参加していただきます。１６日、三浦

雄一郎・猪谷千春講演会が市民会館であります。これにも子ども達が参加いたします。２４

日から議会で、３月２０日までです。２８日からいよいよワールドカップ秋田たざわ湖大会

が次の３月１日まで行われます。２５日、選手受付、２６日から２７日色々な準備がありま

して、２８日から３月１日が本番であります。昨日もテレビでやっていましたが、これから

大いに盛り上がっていくと思われます。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。

（畠山次長兼教育総務課長）

議案第１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説明をします。教育委

員会どの部署もどの機関も、今年度最後の補正予算でありますので、精算の関係の補正が主

な内容となっております。特に変わったとか、大きい動きがあったとかそういう要点のみを

説明するようにいたします。

（平成２６年度仙北市一般会計補正予算教育費の概要について、各課、機関長が、資料に

基づき説明する。）

（安部委員長）

説明が終わりました。ご質問ございませんか。

初歩的な質問で恥ずかしいのですが、これは次の議会で審議されるのですか。

（畠山次長兼教育総務課長）

そうです。これは、あくまで要求で、全て１００％になるとは限りません。

（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）

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。

（田口次長兼教育指導課長）

議案第２号仙北市基金条例の一部を改正する条例制定について説明をいたします。

―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。

―質問なし―

（安部委員長）

それでは、議案第２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。

（畠山次長兼教育総務課長）

議案第３号仙北市学校林に関する条例の一部を改正する条例制定について説明をいたしま

す。資料の新旧対照表をご覧ください。

―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。

（河原田委員）

植栽年月日が昭和２６年のものが無くなっているということは、だいだい６０年くらいす

ると伐採され、販売されると考えてよろしいですか。こちらにある昭和３５年、２８年とい

うと後１ないし２年で、昭和３５年は１０年くらいで伐採されて販売されるのですか。

（畠山次長兼教育総務課長）

森林管理署の方で見回って、まだ伐採するまで成長していないものに関しましては、１０

年間の延長ということを時々します。その場合は、もう１０年間延長をして生育を見ます。

そういう場所もございますので、森林管理署の生育の状況による判断を待って伐採をします。

（安部委員長）

そうすると学校林というのは、土地を借りて植えたということで良いですか。

（畠山次長兼教育総務課長）



新旧対照表にあるとおり、全て土地を借りてということもありますが、同じ旧町村とか、

財産区とか森林管理署の場合もあります。

（河原田委員）

これは、将来的に無くなる事業なのですね。これから植えるということは、無いでしょう

ね。

（畠山次長兼教育総務課長）

また再度設定して、子ども達が植えるとか、下刈りするとかは無くなっていくのじゃない

かと思います。

（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）

それでは、議案第３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３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４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）

議案第４号仙北市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について説明をいたします。

これまでも説明をいたしましたが、来年度から生保内、神代幼稚園が幼保連携型認定こども

園へ移行いたします。認定こども園並びに保育園の窓口一本化と、休園になる田沢幼稚園も

含めて、新しくできる幼保推進課に移行するための改正です。

―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）

それでは、議案第４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４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５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）

議案第５号仙北市立幼稚園授業料及び預かり保育料徴収条例を廃止する条例制定について

説明をいたします。窓口が一本化になりまして、幼稚園、認定こども園、保育園の事業につ

いては、新しい規則、要綱を制定して、そこに盛り込むような形で準備をしています。そう

した関係で、幼稚園のみの授業料、預かり保育料を徴収する条例については、廃止になりま



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）

それでは、議案第５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５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６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）

議案第６号組織再編に伴う関係条例の整理に関する条例制定について説明をいたします。

これに関しましては、来年度からスポーツ関係部門を市長部局で行いますので、それに関す

る条例改正でございます。

―資料説明―

（羽川部長）

２月１２日に教育委員会がありますが、その時に市長の方から教育委員会に対して、スポ

ーツ関係を市長部局でやることについての意見というのが文書で出される予定なので、その

時議案として教育委員会に掛けて、承認したというような形を取らさせていただきます。議

会については、提案後ですので、２月２４日に開会しますので、２月２４日に議会に提案し

ます。今度は市長から教育委員会に対しまして、このような議案が上がってますがどうです

かという意見聴取がまたきます。３月の２日の議案質疑の前に、臨時教育委員会を開いてそ

れも議決していただく必要があります。

（安部委員長）

条例等につきましては、組織を再編するというのは、決まらない内にやって良いものです

か。

（羽川部長）

あくまでも案として、議会で議決されなければこれはできない訳です。こういう案で議会

に提出したいということです。議決されなければ、また元に戻ってしまいます。

（安部委員長）

正式に再編する為には、ここまでしておかなければならないということですね。

（羽川部長）

いずれ、総務方と議会方にも説明をしております。

（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）



それでは、議案第６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６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。

私達にも事前に資料が届いておりまして、委員の皆さんも質問があると思いますが、前回

も説明を受けましたので、大きく変わったとかの説明をお願いします。始めに部長より概要

の説明をお願いします。

（羽川部長）

今回の当初予算につきましては、１１月６日の通達に基づく「平成２７年度仙北市当初予

算編成方針」に基づき要求をしたということでございます。市長査定を受けまして、今月の

１９日には予算内示ということでありまして、１２日に教育委員会に掛けますけれど、新年

度の教育行政の執行に当たっての行政方針ということで、考え方をまとめさせていただきた

いと思います。今回主に編成方針の中に掲げられているものといたしましては、現在進行中

の事務事業の進捗状況や、事務事業評価、主要事業調査等における新規・拡充事業の検討結

果を踏まえ、必要な財源を確保すること、市民にとって真に必要な施策・事業の選択と、ス

クラップ・アンド・ビルドによる事業で、得られた財源は、産業振興・雇用対策、行財政改

革) 協働のまちづくりの推進、 少子高齢化、人口減少対策に重点を置いてやりたいという

ことです。査定の結果、教育委員会関係は、スポーツ関係は、２年目を迎えるモーグルのワ

ールドカップの補助金、玉川河川公園体育施設の整備関係。学校施設関係は、各学校施設の

整備改修（天井落下防止等）。教育指導関係は、就学支援管理システム運用事業費、学校教

育の充実（教育コンピューター推進事業費）等に重点を置く内容です。伝建群関係は、防災

整備事業、花いっぱい運動事業費、合併１０周年記念事業等が大きい財源となっております。

一般会計総額１８４億円、昨年比１.４ポイント増の積極予算となっています。税収で８千

万円減、交付税１億減ということで、その不足額は財政調整基金を取り崩して、昨日市長は、

積極型予算になっているというお話でありました。教育委員会関係につきましても、予算が

ついたもの、つかなかったものもありますが、それについては、この後説明をしていただき

ますけれども、１２日には、予算に対しての執行予定について教育行政方針に示させていた

だきますのでよろしくお願いいたします。

（安部委員長）

それでは、簡単にと言うのは良い言い方ではありませんが、特記事項というか、特にここ

は知っておいてほしいというようなことを中心に説明をお願いいたします。

（平成２７年度仙北市一般会計予算教育費の内示概要について、各課、機関長が資料に基

づき説明する。）

（安部委員長）



それぞれご難儀して作った予算でしたけれども減額されています。これも総合的に判断し

た結果だと思います。どうしてもという予算につきましては、補正等で対応できるように教

育長、部長、私も含めて検討して行きたいと思いますので、残念な査定については、時間を

貸していただきたいと思います。

ほかにご質問はございませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

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。

（田口次長兼教育指導課長）

報告第２号仙北市就学指定校変更審査委員会規程の一部を改正する規程制定についてご説

明いたします。

―資料説明―

（安部委員長）

当該の小中学校の校長だけが関係者でなくて、全体的に話し合いを通して、色々な子ども

の理解が深まるで大変良かったと思っています。

ほかにご質問はございませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

質問がないようですので、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。

（田口次長兼教育指導課長）

報告第３号区域外就学の承認についてご説明をいたします。平成２６年１２月１５日、２

２日、２５日、平成２７年１月９日付けで申請のあった区域外就学６件について、仙北市教

育委員会として承認することとしたので報告いたします。

―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。

―質問なし―

（安部委員長）

質問がないようですので、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。

続いて報告第４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４号仙北市就学指定校変更の許可についてご説明をいたします。平成２６年１２月

９日、１０日、１１日、１３日、１６日、１７日、１９日、２３日、２５日で申請のあった

就学指定校変更１６件について、仙北市教育委員会として許可することとしたので報告をい

たします。

（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４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４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５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５号仙北市立小中学校児童・生徒自転車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ご説明をします。

―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５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５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。

（浦山教育文化研究所長）

１２月のいじめ、不登校の状況について、ご報告いたします。

はじめに、いじめについてです。１２月は、新たないじめはありませんでした。今後も、

学校と連絡を密にし、いじめ等の事案の未然防止、早期発見と迅速な対応に努めて参ります。

次に、２月の不登校児童生徒は、小学生２人、中学生１０人、計１２人です。今後とも、

学校や家庭、関係機関と連携しながら、粘り強く対応して参ります。

（安部委員長）

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―

２月５日頃までに資料をご覧いただきまして、お気づきの点は、教育総務課までお知らせ

下さい。

（安部委員長）

ほかにありませんか。

（成田生涯学習課長）

今回定例会の資料と共に、仙北市子ども読書活動推進計画の素案を送らせていただきまし

た。この策定については、策定委員会を設置して進めておりましたが、今年度作業部会で３

回とデスクネッツの回覧を使いまして意見交換をしております。策定委員会の方は、素案が

まとまった時点で、１２月２４日に会議にかけまして意見をここにまとめたところです。教

育委員の皆様から意見を聞きまして、来月の委員会で報告し、今年度中の策定を目指してお

りますので、意見等ありましたらお聞かせいただければと思います。

（安部委員長）

ほかにございませんか。

（畠山次長兼教育総務課長）

来月ですけれども、先ほどからお話をしていますが議会の関係で、２月１２日（木）午後

２時から、この場所を予定しております。２月２５日から３月２日の間に臨時教育委員会を

予定しております。日程が決まりましたら、また連絡をいたします。

（田口次長兼教育指導課長）

委員の皆様に資料として「ふっ化物洗口」の資料をお渡ししております。保健課から事業

として今年度実施した５歳児を来年も継続して実施したいという意向での説明に伺いたいと

いうことです。次回参りますので、どうか案についてご覧いただきたいと思います。

（羽川部長）

総務課の方になりますが、この前委員の皆さんにも一回、新教育長制度を説明いたしまし

たが。仙北市は、平成３０年３月３１日までそのままですが、条例としては、３月定例会の

方に提案される予定です。まず経過措置ありますので変わりませんが、平成２７年４月１日

から法律が施行されるということで、条例としては経過措置を設けて総務の方で提案するこ

とになっておりますので、覚えておいていただきたいと思います。

（成田生涯学習課長）

お手元の方に、総合美術展のチラシをお配りしてあります。２月４日から始まりますので、

お足を運んでいただきますようお願いいたします。また資料として、今年度初めて開催した

「花のある街づくりコンクール」の状況について、１枚の紙ベースでお配りしておりますの

でご覧いただければと思います。

（藤原市民会館兼田沢湖図書館長）

田沢湖図書館の新年度の休館日についてご報告します。本の整理と修復が追いつかない現

状にあります。それで学習資料館と同様に、月末の１日、整理休館日ということで設けさせ

ていただきたいと思います。来年度１年間お試しでやらせていただきたいということで、３

月１日の広報で、市民の方々に周知を図って、４月の月末から運用を開始したいと準備を進



めております。

（河原田委員）

この前、大川西根で、痛ましい事故がありましたが、仙北市内ではそのような痛ましい事

故が起きないように、注意徹底して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。

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２７年１月２９日 午後５時００分


