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平成２７年第６回仙北市教育委員会定例会会議録

１ 開会宣言 平成２７年４月３０日（木） 午後２時００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 畠山 靖

教育次長兼教育指導課長 田口 和典

教育次長兼スポーツ振興課長 田口 幸栄

教育次長兼文化財課長 小松 誠一

教育総務課長 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 草彅 裕士

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

生涯学習課長 黒澤久美子

田沢湖公民館長 佐々木幸美

角館公民館長 鈴木 孝昭

西木公民館長 武藤真利子

生涯学習課参事兼市民会館長 新田 康久

生涯学習課参事兼田沢湖図書館長 松田 修子

生涯学習課参事兼学習資料館・イベント交流館長 水平裕見子

文化財課参事 藤原 眞栄

平福記念美術館長 草彅 正勝

５ 議事

（１）議案審議

議案第２５号 仙北市スポーツ推進委員に関する規則の一部を改正する規則制定に

ついて

議案第２６号 仙北市スポーツ推進委員の委嘱について

（２）報告事項

報告第２６号 仙北市教育行政報告について

報告第２７号 平成２７年度非常勤特別職員の任命について

報告第２８号 区域外就学の承認について

報告第２９号 仙北市就学指定校変更の許可について

報告第３０号 平成２７年度仙北市育英奨学資金奨学生の決定について



報告第３１号 仙北市社会教育中期計画に基づく平成２６年度事業達成状況評価に

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６回仙北市教育委員会４月定例会を開催いたします。

次第により会議を進めさせていただきます。書記には朝水参事、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。

次に第４、委員長挨拶ですけれども、皆さんご存じのことなので、くどく感じるかもし

れませんが、ここに参与の皆さんは、仙北市役所からの出向という形で教育委員会で仕事

をしていただいております。教育委員会というのは、市当局から独立した機関として、よ

り主体的、独創的な仙北市の教育を構築していく責任と義務があるということであります。

そういうことから教育を様々な抑圧や強制、横暴から守り育てていくことが非常に大切な

こととして、私たち教育委員会が位置している訳です。これは学校教育のみならず全ての

分野において然りであります。自由であるとはいいながらも、何でも許されている訳では

なく、市当局と共通理解を図ったうえで、教育行政を推し進めていただきたいと思ってお

ります。

次に、今年度は新しい教育委員会制度が発足するということで、中でも、市長が教育会

議に参加するということもあり、今、盛んと話が出ている小中学校の再編の問題、これは

今すぐどうしろということではありませんが、いずれその論議は強く求められており、今

後の仙北市の学校教育の再編について、明確な方針、方向性を見いだしていかなければい

けない大事な年であると思います。そういう意味でも、参与の皆さんから様々な資料の提

供やご意見を伺いながら、より良い方策を見つけていくようにしたいと思います。

新年度にあたって、各部署の皆さんがそれぞれ順調にスタートがなされたと思いますが、

何といってもひとつの部署の中での人間関係がうまく機能しているかどうかということ

が、仕事をするうえで何よりも大事な事で、豊かな人間関係が築かれていれば仕事の能率

も成果も違ったものになってくるのではないかと思います。参与の皆さんにはその先頭に

立って頑張っていただきたいと思います。

後に、各小中学校の入学式に教育委員がそれぞれ分担して出席しました。入学した子

ども達の様子を見ながら、「かわいい」とか「頑張ってほしい」とかという気持ちと同時

に、この子ども達に十分な教育をきちんと与えていかなければいけないという重い責任を

強く認識して、我々の仕事の責任の重さを改めて感じたところであります。どうか今年度

もよろしくお願いいたします。

（畠山部長）

会議の途中で申し訳ございませんが、新年度になり参与の職員が替わりましたので、教

育長の報告の前に職員の紹介をさせていただきたいと思います。

それでは齋藤課長から職員紹介をお願いします。

（齋藤教育総務課長）

平成２７年４月１日付けの異動により新体制になりましたので、改めまして教育委員会

へ参与する職員の紹介をいたします。

－出席者名簿により参与職員を紹介－

どうぞ今年一年、よろしくお願いいたします。

（安部委員長）



教育委員の自己紹介をします。

－各委員の自己紹介－

それでは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月教育委員会定例会事務報告をさせていただきます。

３月２７日、伝統的建造物群保存地区保存審議会並びに文化財保護審議会に出席してお

ります。３月３１日が退職者辞令交付、４月１日が市長辞令交付、教育委員会辞令交付と

なっていおります。４月３日が校長会、７日から９日までが各小・中学校、高校等の入学

式でございました。１７日に新入社員の歓迎激励会。２２日が仙北市教職員の集いという

ことで、全小中学校の教職員が集う会を開催させていただきました。２３日に総務文教常

任委員会協議会でございました。２４日がＦＩＳフリースタイルスキーワールドカップ秋

田たざわ湖大会組織委員会並びに２０１５フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競

技会実行委員会がございました。２９日がみちのく三大桜名所連絡協議会「桜サミット」

がありまして、黒坂樹木医が講演しております。今後の予定でございますが、５月１日に

仙北市新任校長研修会と校長会。１３日が市議会臨時会でございます。３１日が西木フラ

ワーロード１０５一斉植栽でございます。以上です。

（安部委員長）

教育長の事務報告に質問はありませんか。

－質問なし－

（安部委員長）

それでは６の議事に入ります。議案第２５号仙北市スポーツ推進委員に関する規則の一

部を改正する規則制定について、提案の理由と内容の説明を求めます。

（田口次長兼スポーツ振興課長）

議案第２５号仙北市スポーツ推進委員に関する規則の一部を改正する規則制定について

でございます。

－資料（新旧対照表）により説明－

これは、４月１日にスポーツ推進委員を１８人委嘱しましたが、その後新たにスポーツ

推進委員をお願いできる方が見つかりまして、委嘱したいと思いますが、終期を他の委員

と同じく３月３１日までとするため、規則の改正をお願いするものであります。

以上です。

（安部委員長）

提案の理由、内容について説明がありました。質問はありませんか。

－質問なし－

（安部委員長）

それでは、議案２５号は承認とします。

次に、議案第２６号仙北市スポーツ推進委員の委嘱について、提案の理由と内容の説明

を求めます。

（田口次長兼スポーツ振興課長）

議案第２６号仙北市スポーツ推進委員の委嘱についてでございます。

－資料により説明－

以上です。

（安部委員長）

説明が終わりました。質問はありませんか。

（佐久間委員）



新しい推進委員の方は、どのようなスポーツを得意とする方ですか。

（田口次長兼スポーツ振興課長）

急に決まり詳細な打合せはまだなので詳しいことはわかりませんが、全般的にスポーツ

は得意であると聞いています。

（安部委員長）

私からのお願いですが、まだコミュニケーションが良く取られていないようなので、ス

ポーツ推進委員の役割等をよく話をして理解いただくようにしてください。

ほかに質問はありませんか。

－質問なし－

（安部委員長）

それでは、議案第２６号は承認とします。

次は報告事項に入ります。報告第２６号仙北市教育行政報告について、説明を求めます。

（畠山部長）

報告第２６号仙北市教育行政報告についてでございます。

(畠山部長が、以下の教育行政報告（案）ついて、資料に基づきの内容を説明する。)

◇新年度スタートについて

◇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

◇クニマスの教材化について

◇仙北市公民大学の新たなスタートについて

◇「高井有一と文化講演会」展について

◇生保内節全国大会について

◇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

◇さくらの状況及び武家屋敷の公開事業について

◇「館蔵品展２」について

◇「美術館コレクション展」について

（安部委員長）

説明がおわりました。質問はありませんか。

（河原田職務代理者）

質問ではないのですが、先日河原田家に知人を連れて行ったときに、狸が出てきたんで

す。餌付けされているみたいで、人を怖がらず逃げないようです。狸は文化財に悪影響を

与えるような問題はないのでしょうか。

（小松次長兼文化財課長）

河原田家に限らず、小田野家の新しい畳の上にも上がられて、泥が付いたという経緯が

あります。餌付けなどで居座るような状況であれば、駆除も含めた対策を取らなければな

らないとと思います。住民の方からも伺っており、まずは状況を調べて対策をとらなけれ

ばならないと考えております。

（坂本委員）

クニマスが取り上げられる光村図書出版の教科書は仙北市内の学校で使用しているので

しょうか。

（田口次長兼教育指導課長）

使用しております。



（坂本委員）

来年度も使う予定でしょうか。

（田口次長兼教育指導課長）

来年度の教科書に関しましては、この後、採択審議会がありまして、どの出版社のもの

を採択するかを協議の上決定されるので、現時点ではまだ決まっておりません。

（佐久間委員）

フッ化物洗口が実施されるということで、先日の教職員の集いでも歯科医師会長が講演

されましたが、虫歯罹患率の高い仙北市として画期的なことだと思いますが、この報告に

書かれていませんが、どうしてですか。

（田口次長兼教育指導課長）

この事業は、保健課主幹の事業のため、教育委員会もかかわることですが、文書等も全

て市長名で出されており、教育行政報告には上げておりません。

（佐久間委員）

全国的に文化財に油がまかれていることについて、仙北市ではどうでしょうか。

（小松次長兼文化財課長）

今のところ被害等の報告は受けておりません。今後、管理人さん等へ注意するようお願

いしたいと思います。

（佐久間委員）

桧木内川堤の桜の木が老木になって、我々素人から見るとそろそろ交換しなければいけ

ないと感じますが、新しく根元から生えている芽を生かしているのはその対策のためですか。

（小松次長兼文化財課長）

老木になってきており、その根元から新しい芽が生えてくるものを活用する方法もある

と樹木医から聞いております。

（藤原文化財課参事）

補足させていただきます。２０数年前までは植え替えが主でした。２世代目の桜を黒沢

地区に植えておりましたが、その後、樹木医の研究等で、ひこばえを育成した方がスムーズ

な世代交代ができるということで、現在はこの手法が主になっております。老木に見える

木も老朽と病気の２種類がありまして、樹木医と相談しながら判断して対応しております。

（安部委員長）

奨学資金の決定についてですが、奨学資金を申し込んだ方たちの面接をして、奨学資金

の大事さなどを伝えていましたが、今年度は実施しましたか。また、償還の状況や、償還

のためにどのような努力をされているか、市議会にも説明できるようにした方が良いと思

います。

（田口次長兼教育指導課長)

この後の報告事項で、育英奨学資金についての報告がありますので、そこで説明しても

よろしいでしょうか。

（安部委員長）

わかりました。そこで報告してください。

ほかに質問はありませんか。

－質問なし－

（安部委員長）

それでは、報告第２６号を承認とします。

次に、報告第２７号について、説明を求めます。

（齋藤教育総務課長）



報告第２７号、平成２７年度非常勤特別職員の任命について説明いたします。総合学習

アドバイザー兼教育相談員として別紙名簿の２人の方々を任命するものです。

－資料により説明－

（安部委員長）

説明が終わりました。質問はありませんか。

－質問なし－

（安部委員長）

それでは、報告第２７号を承認とします。

次に、報告報告第２８号について、説明を求めます。

（田口次長兼教育指導課長）

報告第２８号、区域外就学の承認について、申請のありました４件について説明いたし

ます。いずれも住所変更の後に、もともと就学していた学校へ引き続き通学したいという

ことで、承認することといたしました。

－資料により説明－

（安部委員長）

説明が終わりました。質問はありませんか。

－質問なし－

（安部委員長）

それでは、報告第２８号を承認とします。

次に、報告第２９号について説明を求めます。

（田口次長兼教育指導課長）

報告第２９号、仙北市就学指定校変更の許可について、申請のありました１件について

説明いたします。これも住所変更後に、今まで通っていた学校へ引き続き通学したいとい

うことで、許可することといたしました。

－資料により説明－

（安部委員長）

説明が終わりました。質問はありませんか。

－質問なし－

（安部委員長）

それでは、報告２９号を承認とします。

次に、報告第３０号について説明を求めます。

（田口次長兼教育指導課長）

報告第３０号、平成２７年度仙北市育英奨学資金奨学生の決定について説明いたします。

４月１６日、委員長の諮問に基づき仙北市育英奨学資金運営審議会を８人の委員により

審議をしていただきました。

－資料により説明－

審議の結果、高校、専門学校、大学等合計２０人の申請者全員を決定しております。

先ほど委員長から質問のありました、今年度の面接についてはまだ行っておりません。

実施の時期は夏期休業中と考えております。面接の対象は、償還が始まる方、貸与が決定

された方々です。滞納の対策につきましては、主に電話での督促で、本人と家族、家族以

外の２人の保証人に対して行っています。、償還額も１千円、２千円といった少額から返

還していただくよう働きかけをして、少しずつ償還を積み重ねているところであります。

（安部委員長）

説明が終わりました。質問はありませんか。



－質問なし－

（安部委員長）

それでは、報告第３０号を承認とします。

次に、報告第３１号について説明を求めます。

（黒澤生涯学習課長）

報告第３０号、仙北市社会教育中期計画に基づく平成２６年度事業達成状況評価につい

て説明いたします。

－資料により説明－

（安部委員長）

説明が終わりました。質問はありませんか。

－質問なし－

（安部委員長）

私の感想ですが、チャレンジデーについてはスポーツ振興課が中心として、オール教育

委員会という形で全施設、全ての課の関係の方々にも協力いただき行われました。今年度

もそれを継続していただきたいと思います。また、昨年は文化財課にお願いをして地域の

史跡等を見学する機会をつくっていただきまして、内容も充実して大変好評でありました。

今年も是非これを続けていただきたいと思います。中央公民館の構想については、生涯学

習課だけで今後どうするかは大変難しい課題だと思います。先日、市長との懇談会でも話

が出ておりましたが、今後はこれまで以上に明確な形で提案されていくのではないかと期

待をしております。

それでは、報告第３１号を承認とします。

以上で報告事項を終わります。続いてその他に入ります。「いじめ・不登校対策」につ

いての説明を求めます。

（浦山北浦教育文化研究所長）

３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、いじめについてであります。

３月は１件の報告がありました。

今後も、いじめ等の問題行動の早期発見と迅速な対応に努めるとともに、子供たちの

「居場所作り」「絆づくり」に努め、いじめの未然防止に取り組んで参ります。

次に、３月の不登校児童生徒は、小学生２名、中学生１５名、計１７名です。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。

以上、報告いたします。

（安部委員長）

－質問なし－

（安部委員長）

それでは次に、教育委員会定例会会議録のホームページ公開について説明を求めます。

（齋藤教育総務課長）

平成２７年第２回仙北市教育委員会定例会会議録のホームページ公開について説明いた

します。

－資料により説明－

訂正やお気づきの点がありましたら、５月８日までご報告いただきたいと思います。

（安部委員長）

ほかにございませんか。

（齋藤教育総務課長）



市議会６月定例会の議案、補正予算について、議案についてはまだ総務課から通知があ

りませんが、補正予算は５月８日締め切りで進めております。算定、精査のとりまとめ中

でありますので、来月の教育委員会定例会に提案したいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

（安部委員長）

この次の教育委員会で提案されるということで、議会には間に合うということですね。

（齋藤教育総務課長）

６月３日からの予定なので間に合います。

もう１件です。来月５月２８日（木）の午後１時から総合教育会議をこの会場で行う予

定になっております。会議の終わり次第ということですが、教育委員会の開始時間を午後

３時からとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

（佐久間委員）

その会議の案件はどちらからですか。

（齋藤教育総務課長）

総務課からになります。

（佐久間委員）

どのような内容になるか、事前にわからないものですか。

（齋藤教育総務課長）

確認してみます。

（安部委員長）

佐久間委員が質問したことですが、もし事前に内容がわかるようでしたら、その件について

考えてから会議に臨むことができるので、わかった段階で教えてください。

（畠山部長）

会議の内容についてですが、教育委員会の課題としてあります統合問題、学校再建とい

うこともありますし、０歳児からの子どもの人数の推移等も含めて、教育委員会から資料

を提供することになるかと思います。

（安部委員長）

ほかにありませんか。

それでは、平成２７年第６回仙北市教育委員会４月定例会を閉会いたします。

ご協力ありがとうございました。

７ 閉会宣言 平成２７年４月３０日 午後４時２０分


