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平成２７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２７年５月２８日（木） 午後３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２７号 平成２７年度仙北市一般会計補正予算の教育費について

（２）報告事項

報告第３２号 仙北市教育行政報告について

報告第３３号 仙北市就学指定校変更の許可について

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７回仙北市教育委員会５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、佐久間委員、熊谷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。

次に第４、委員長挨拶ですけれども、はじめに、昨日のチャレンジデーの結果は、速報

等でご存じと思いますが、５１．１％という非常にたくさんの方々の参加を得て、勝ち負

けの判定では快勝となるでしょうが、勝ち負けよりも、チャレンジデーに参加してくれた

市民の方がいかに多かったかということで、そのことはスポーツ振興課はもとより、教育

委員会の皆様のご協力のおかげだと思っております。本当によかったと思っております。

先月もお話ししましたが、このようなところが、オール教育委員会で、という一つの表れ

ではないかということで、合併１０周年にふさわしい快挙だと思います。

二つ目は、先ほどの総合教育会議でもお話ししましたけれども、私は５月３１日の「西

木のフラワーロード」の開会式に出席させていただくことになっております。いろいろと

部長から資料をいただいたところ、約５０年近くにわたって実施されている事業であり、

これは本当に素晴らしいことであり、簡単には出来ないことです。心とか気持ちとか、そ

ういうものを形に表すということは本当に難しいことでありまして、人に優しくするとい

っても、優しいそぶり、仕草で表現するしかありません。しかし、それは相手に、そのま

まストレートに伝わっているかわかりません。そうした意味では、人を思いやる、あるい

は優しくおもてなしをする、そういうものが一つの形として表されているのが「西木のフ

ラワーロード」ではないかと思います。そういう事業が全くのボランティアで５０年近く

にわたって続けてこられた西木の市民の皆様には非常に素晴らしいことであり、生涯学習

課がその応援をすることになっておりますけれども、むしろ応援をすることが出来たこと

を喜んでいただきたいと思います。西木の市民の皆様が、この活動に参加することをとお

して、自らの心が浄化されるし、また、そこを通る方々が素晴らしい町だという感想を

持って、癒された気持ちでこの町を後にすることが出来るのではないでしょうか。西木の

皆様が「フラワーロード」に、これまで以上に深い愛着と誇りを感じてもらえるような一

日であればいいなと思います。

三つ目は、総合教育会議の報告です。今日は、大綱づくりの道筋や組織、今後の方向な

ど、大まかな概略を話した発足の会議でした。その中でも意見交換は様々あり、日頃、私

たち教育委員が思っていることを、市長に直接伝えることの出来た良い機会でありました。

最後ですが、先日、西長野で通学バスの事故がありました。新聞に出ていましたが、事

故の内容というよりも、スクールバスが事故を起こした、という見方をされていると思い

ます。業務委託をしている花葉館の職員ということではありますが、やはり業務委託する

ということは、直接の責任は別としても、教育委員会として、市として、業務委託してい

る責任がある訳で、その他も業務委託することは色々あると思いますが、日頃から十分に

コミュニケーションをとって、より良い業務委託が遂行できるようにそれぞれの部署で心

を砕いていただきたいと思います。

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月教育委員会定例会事務報告をさせていただきます。

５月１日、仙北市新任校長研修会です。初めてですが、今年度から開催しております。

同日、仙北市校長会を実施しております。１２日、大曲養護学校せんぼく分教室の春まつ

りに、北浦教育文化研究所の職員全員とともに参加しております。１３日が市議会臨時会

でございます。１５日は「ふるさと仙北学」編集会議ということで、皆様からいろいろと

ご意見をいただきまして、改訂版の作成に取りかかっております。１６日、仙北市体育協



会の総会、１９日は仙北市芸術文化協会の総会に出席しております。同日、第１回県南地

区教育長会議に田口次長兼教育指導課長とともに出席しております。２１日、総務文教常

任委員会協議会でございます。２２日、角館高校定時制課程教育振興会に市長とともに出

席しております。同日、教頭会が開催されております。２５日は、安部委員長、佐久間委

員とともに、大仙･仙北教科用図書採択地区協議会に出席して参りました。同日、教育部

長が仙北地域振興局との行政懇談会に出席しております。先ほど委員長からもお話があり

ました「チャレンジデー２０１５」が昨日行われました。対戦相手に勝つことが出来まし

て本当に良かったと思っております。本日、午前中に第３回戸沢サミット in 仙北の実行

委員会、また、仙北市総合教育会議が開催されました。

今後の行事予定でございますが、３１日に西木のフラワーロード１０５一斉植栽、６月

１日はタイ王国視察団の中川小学校視察で、私と田口次長兼教育指導課長が出席して参り

ます。同日、校長会。２日は大曲仙北校長会の小･中学校経営研究会で大曲仙北の校長全

員が集まります。西明寺小･中学校が会場です。３日、仙北市議会定例会が６月３０日ま

での会期で行われます。８日は全県市町村教育委員会委員長･教育長会議があり、安部委

員長と私が出席させていただいきます。以上であります。

（安部委員長）

教育長の事務報告に質問はありませんか。

私から質問ですが、５月１日の新任校長研修会、校長会で、教育委員会への要望事項等

が有ったか無いか、有ったとすればその内容についてお聞かせください。

（熊谷教育長）

新任校長研修会は今年初めて開催したもので、県教育委員会からも開催してほしいと要

請があり、講話をしなさいということでした。私が講話をし、一方的にお話しした会であ

り、要望を聞くような場面はありませんでした。

（安部委員長）

もう一つ、戸沢サミットの実行委員会が開かれておりますが、概要についてお知らせく

ださい。

（熊谷教育長）

生涯学習課が主幹になり、８月１７日に戸沢氏祭に併せて行います。参加者は、高萩市、

小美玉市、新庄市、雫石町の市長、副市長、議長、教育長と関係職員が集まる予定です。

また、一般市民にも広報等でお知らせし、２００人規模の会議になる予定でございます。

会場は、ゆぽぽ。内容は、戸沢氏の直系の方（東京在住）、戸沢氏の家老の子孫で新庄市

のタレントの庄司さん、花輪囃子実行委員会の会長で秋田県在住で唯一の戸沢氏の傍系の

方、その他、議会議員、教育委員の皆様、関係市町から来賓にお迎えしての会議となりま

す。

最初にセレモニーを行い、その後、僭越でありますが、私が４０分ほどの講演を行いま

す。その後、西明寺中学校の「北斗星と夜叉」という劇を披露します。これは、田口次長

が校長の時にプロデュースした、戸沢家盛が門屋城から小松に移る頃の劇となります。

その後、戸沢ささらですが、今、継承が非常に危ぶまれる状況でありますが、何とか復

活して戸沢ささらを皆様にお見せしたいと思っております。

翌日は、大野元埋蔵文化財センター所長による門屋城の現地説明、武家屋敷の散策をし

ていただく予定であります。

（安部委員長）

質問をして良かったと思います。とても楽しみな会議です。主幹の生涯学習課にはよろ

しくお願いします。



ほかに質問はありませんか。

（河原田職務代理者）

６月１日のタイ王国視察団は、学習状況を見に来るものなのですか。

（熊谷教育長）

来られる方は、旅行代理店の方々と教育関係者です。幼小中高校の５，８００人のすご

く大きな学校があるそうですが、そこの方々で、今後、高校生が旅行をするため、日本を

回る中で、中川小学校と角館高校を視察したいということです。最初は角館小学校でした

が、代休のため、中川小学校となりました。

（安部委員長）

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６の議事に入ります。議案第２７号、平成２７年度仙北市一般会計補正予算の

教育費について、提案の理由と内容の説明を求めます。

（齋藤教育総務課長）

議案２７号につきましては、各課から主要な点を説明してもらいたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

（田口次長兼教育指導課長、鈴木角館公民館長、武藤西木公民館長、新田生涯学習課参事

兼市民会館長、松田生涯学習課参事兼田沢湖図書館長、水平生涯学習課参事兼学習資料

館･イベント交流館長、田口次長兼スポーツ振興課長、藤原文化財課参事補正予算につ

いて、資料に基づき説明する。）

（安部委員長）

６月補正予算の概要について説明がありました。質問はありませんか。

私から質問いたします。市民会館と田沢湖図書館の指定管理視察調査の費用があります

が、これは、指定管理はいつからという計画は出来ているのですか。

（松田生涯学習課参事兼田沢湖図書館長）

田沢湖図書館につきましては、今年度は何をするといった具体的な計画はありません。

副市長から、指定管理を念頭に視察をする必要があるという指示がありましたので、予算

要求したものです。県内では能代市など県北で、活発に進められておりますが、場所を問

わないということで、まずは外を見るということで予算を上げたものです。

（新田生涯学習課参事兼市民会館長）

市民会館につきましても、いつからという具体的な計画はありませんが、副市長より、

その時のための準備をしっかりしておくように、という指示がありました。ほかの施設と

立地条件が違いますので、比較できる施設があるかどうかを調査中です。その上で、視察

したいと思います。

（安部委員長）

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２７号を承認することとして異議ありませんか。

－異議なし－

（安部委員長）



それでは、議案第２７号を承認することとします。

次は報告事項に入ります。報告第３２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３２号仙北市教育行政報告についてでございます。

別冊になっております平成２７年第３回仙北市議会定例会の教育行政報告の資料をご覧

ください。５月１３日に仙北市議会臨時会がありましたけれども、それ以降の内容につい

て、６月３日からの第３回仙北市議会定例会で報告するもので、その内容について説明い

たします。

(畠山部長が、以下の教育行政報告(案）について資料に基づいて説明する。）

◇角館小学校スクールバスの事故について

◇全県中学校春季大会の主な結果について

◇花いっぱい運動推進事業について

◇自衛隊音楽隊コンサートについて

◇「塩野米松 聞き書きに学ぶ」展について

◇チャレンジデー２０１５について

◇「平野庄司作品展」について

（安部委員長）

説明が終わりました。質問はありませんか。

私からですが、１ページの中段、「注意喚起をして参ります。」とありますが、その他

の業務委託に関しても現況を把握してほしいと思います。また、３ページの「美術館コレ

クション展」で様々なジャンルの作品２０点展示、とありますが、わかる範囲で画家の名

前を教えてください。

（草彅平福記念美術館長）

すみませんが、把握しておりません。

（安部委員長）

是非、把握してお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、報告第３２号については承認することとします。

次に、報告第３３号仙北市就学指定校変更の許可について、説明を求めます。

（田口次長兼教育指導課長）

報告第３３号について説明いたします。仙北市就学指定校変更の許可についてですが、

前回報告後、２世帯４件の申請がございました。

－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３３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）

４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、いじめについては、報告はありませんでした。

今後も、「いじめはどの学校でも、どの児童生徒にも、いつでも起こりうる」という共

通認識のもと、いじめの未然防止に取り組んで参ります。

次に、４月の不登校児童生徒は、小学生１名、中学生１１名、計１２名です。

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。

以上、報告いたします。

（安部委員長）

いじめ、不登校の報告に対して質問、意見はありませんか。

大変難儀な仕事ですが、協力を惜しまずお願いしたいと思います。

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）

今回は平成２７年第４回仙北市教育委員会３月定例会の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、６月４日（木）までご連絡をいただきたいと思い

ますので、お願いいたします。以上です。

（安部委員長）

その他について、ほかにありませんか。

（藤原文化財課参事）

２月、３月の教育委員会定例会での宿題について報告させていただきます。

２月定例会では、「おやまばやし」の記述について議題に上がっていたと思います。「飾

山囃子」やひらがな表記ということで、その後、文化財課で勉強させていただきまして、

無形民俗文化財として指定を受けた際の報告書にはひらがな表記となっていました。それ

を基準としまして、今後は各方面と記述の仕方について、ひらがな表記に統一していくよ

う働き掛けと調整をさせていただきたいと思います。

３月定例会では、「石黒恵家」の関係ですが、これについては中間報告という形になり

ますけれども、県の文化財保護室と協議し、教えていただいたのですが、「旧」という字

は文化財を指定する際の、（法律にはないのですが）事務提要のような形で、通常、所有

者が変わっているものを文化財指定する場合は「旧」をつけるということがルールになっ

ています。したがって、伝統的建造物として指定されたときの国の官報で「旧」がついて

いるということです。今から呼称を変えるということは、条例よりも上級の官報で告示さ

れているので無理があります。今後、どのような標記をすれば誤解がないように出来るの

か、例えば法的な標記では「旧」をつけるが、観光的な場合は略称で呼ぶような方法もあ

ると思いますので、そこを石黒家当主と話し合い、つめさせていただいて決めていきたい

と思います。決定したことがまだ少ないので、中間報告という形で報告させていただきます。

（安部委員長）

ありがとうございました。

質問はありませんか。

（坂本委員）

「おやまばやし」は６文字ともひらがなですか。

（藤原文化財課参事）

「おやま」はひらがなで、「囃子」は漢字です。



（安部委員長）

ほかにありませんか。

（齋藤教育総務課長）

事故報告と平成２７年度教育委員会の学校訪問について説明いたします。

最初に、事故報告についてです。角館小学校スクールバスの事故につきまして、先程の

委員長あいさつにもありましたように、また、教育行政報告でも報告いたしましたが、詳

細について説明いたします。

スクールバスは、株式会社花葉館と仙北市が業務委託契約を結んでおります。事故発生

年月日、時間は、平成２７年５月１８日（月）午前７時２６分、事故発生場所は、国道４６

号線西長野熊堂付近です。７時２０分、花葉館で児童４人を乗せて出発、７時２６分頃、

走行しながら熊堂会館前で乗車する４人の児童を確認したが、その時、ブレーキのタイミ

ングが遅れ、停車位置よりオーバーランしてしまい、慌てて車両を後退したところ、後続

車に接触してしまった。運転手が児童のケガの状態を確認、次に、衝突事故相手方のケガ

の状態を確認したが、双方ともケガはなかった。相手方と話しあい、スクールバスの運行

を再開させ、角館小学校に到着、８時０５分に、警察官立会のもと現場検証を行った。

事故の処理として、警察署と関係機関に連絡をした。また、事故当日の１０時３０分頃、

教育委員会へ花葉館が事故報告のため来庁時に、児童の保護者へ事故の状況報告と謝罪を

正午まで完了するように話をした。

反省点と事故再発防止のための今後の対策としては、安全運転の励行と保護者の信頼回

復のため、当分の間、運転手のほかに安全管理者１名の合計２名が乗車することとした。

再発防止のために、安全確認の徹底をすること、及び事故後の第一報は速やかに教育委員

会と学校長にすることを確認した。今日現在、児童の保護者及び被害者から事故後の身体

の異常についての報告は受けていないという報告を花葉館から受けている。以上です。

続きまして、教育委員学校訪問についてご連絡いたします。

各学校の希望実施日を調整して、日程表を作成いたしましたのでご覧いただきたいと思

います。昨年度の反省を踏まえて、学級数の多い学校については、若干訪問時間を長くし

ております。委員の皆様には訪問日数が長くて大変申し訳ございませんが、どうかよろし

くお願いしたいと思います。都合のつかない日がございましたら、お手数でもお知らせい

ただきたいと思います。昼食時間や７月２日に予定しております市内施設視察については、

詳しいことがわかり次第、随時お知らせしたいと思います。以上です。

（安部委員長）

質問はありませんか。

－質問なし－

（安部委員長）

その他ありませんか。

（齋藤教育総務課長）

６月の定例会は、６月２５日（木）午後２時からを予定しておりますので、よろしくお

願いします。

（畠山部長）

７月の定例会についてですが、本来であれば最終木曜日ということで７月３０日になる

予定ですが、教科書採択の関係で、それより早く教育委員会としての教科書採択の協議が

必要であり、１週間早めて７月２３日（木）に開催したいと思いますのでよろしくお願い

します。

（安部委員長）



ほかにありませんか。

（黒澤生涯学習課長）

先程、委員長からもお話がありましたけれども、５月３１日（日）に西木のフラワー

ロード一斉植栽を行うことになっております。今現在、５９，０００本ほどの苗を植える

予定になっており、西木の市民の方々や中学校の方々のご協力をいただき、職員の方々か

らもご協力をいただく訳ですけれども、出来るだけ多くの方々から、西木地区以外の方

々からも参加していただければありがたいと思っております。朝の早い時間ですけれども、

花の市等も行われますので、足を運んでいただければ幸いと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

（安部委員長）

ほかにありませんか。

それでは、平成２７年第７回仙北市教育委員会５月定例会を閉会いたします。

ご苦労様でした。

７ 閉会宣言 平成２７年５月２８日 午後４時１０分


