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平成２８年第１回

仙北市教育委員会定例会会議録

平成２８年１月２８日

仙北市教育委員会
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平成２８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２８年 １月２８日（木） 午後３時３０分

２ 場 所 角館庁舎西側庁舎２階 第３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

角館町平福記念美術館長 草彅 正勝

５ 議事

（１）議案審議

議案第 １号 仙北市基金条例の一部を改正する条例制定について

（２）報告事項

報告第 １号 平成２８年度仙北市一般会計予算の教育費の内示概要について

報告第 ２号 平成２７年度区域外就学の承認について

報告第 ３号 平成２８年度区域外就学の承認について

報告第 ４号 平成２７年度就学指定校変更の許可について

報告第 ５号 平成２８年度就学指定校変更の許可について
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６ 審議の経過及び結果

（安部委員長）

ただ今から平成２８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。

本日は、教育委員全員が出席で委員会は成立いたします。

次に、委員長挨拶でありますが、新年あけましておめでとうございます。

－おめでとうございます。－

本年も、よろしくお願いいたします。

この度の教育行政報告（案）にもありますように、年明け早々、様々な行事が目白押し

に開催されました。第８回子どもジュニアサミット、全県中学校スキー大会、東北中学校

スキー大会、新春書き初め大会、児童生徒県南美術展等々、それぞれ担当された皆さんの

ご苦労に、心からお礼を申し上げます。さらに、予定をされていない仕事が数多く飛び込

み、忙しい年頭のスタートになったことと思います。

私が思うに、どんな仕事も全て、子どもたちの夢を育むために大切な仕事であり、また、

市民の皆さんの豊かな生活を後押しする大切な仕事であると思います。その意味では、教

育委員会の果たす役割の大きさは、言葉で言い表せないものがある訳です。どうかそうい

う意味で、仕事の大小、軽重を問わず、全ての仕事は、市民の豊かな生活の礎であるとい

うことを念頭に入れて、この１年間、職務に邁進していただきたいと思います。いかなる

仕事にも、誠意を込めてやっていれば、「天知る、地知る、人知る」ということだと思い

ます。簡単ではありますけれども、新年を迎えた皆さんへのあいさつといたします。

次に、教育長の事務報告をお願いします。

（熊谷教育長）

それでは、１月教育委員会定例会の事務報告をさせていただきます。

１月７日が、委員長からもお話がありました、仙北市新春書き初め大会でございまし

た。１３日が、生保内節全国大会の実行委員会、１４日が、全県中学校スキー大会の開

会式でございました。大変良い成績で、生保内中学校が全県優勝を収め、桧木内中学校が

全県３位という輝かしい成績を挙げております。１７日が、仙北市芸術文化協会新春の集

いでございました。２２日が、せんぼく分教室の冬まつりで、２３日が、児童生徒県南美

術展の表彰式でございました。２４日が、佐々木實さん（生保内節全国大会の審査員副委

員長でございます）が民謡名人位、地域文化功労者表彰ということで、イヤタカで祝賀会

がございました。２６日に市議会臨時会でございます。２７日が田沢湖マラソン実行委員

会･幹事会で最後の会議でございました。

今後でありますが、２月３日、大仙仙北美郷教育委員会連絡会が中里温泉で行われます。

今回の当番は大仙市でありまして、２月６日から７日が２０１６フリースタイルスキー秋

田･田沢湖モーグル大会であります。２３日に、第２回仙北市議会定例会が開会されます。

３月１８日まででございます。２月２７日から２８日、いよいよ２０１６ＦＩＳ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、２年目となりますが、２６日が開会式と

なります。小正月行事の日程も記載しておりますので、できるだけご参加いただければ、

ありがたいと思います。

今後の学校行事ですが、卒業式がございますので、後で、教育総務課が手配すると思い

ますので、よろしくお願いします。以上でございます。
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（安部委員長）

ただいまの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）

次は、議案審議に入ります。議案第１号、仙北市基金条例の一部を改正する条例制定に

ついて、説明を求めます。

（田口次長兼教育指導課長)

議案第１号、仙北市基金条例の一部を改正する条例制定について、ご説明いたします。

―資料により説明―

（安部委員長）

ただいま説明がありましたが、質問はありませんか。

（佐久間委員）

ふるさと納税の趣旨の寄付でしょうか。

（田口次長兼教育指導課長)

ふるさと納税ではございません。これは、仙北市の育英奨学資金に、役立ててください

ということで、申し出をいただいております。

（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１号については、承認することとします。

次は、報告第１号、平成２８年仙北市一般会計予算の教育費の内示概要について、説明

を求めます。

（齋藤教育総務課長）

報告第１号、平成２８年仙北市一般会計予算の教育費の内示概要について、ご説明いた

します。１２月定例教育委員会で、当初予算の要求概要を説明いたしておりますので、内

示を受けましての、歳入歳出に大幅に違いのある事項について、各課より説明いたします。

最初に、教育総務課から説明いたします。

―資料により説明―

（田口次長兼教育指導課長）

教育指導課、北浦教育文化研究所の内示概要について説明いたします。

―資料により説明―

（黒澤生涯学習課長）

生涯学習課の内示概要について説明いたします。

―資料により説明―

（佐々木田沢湖公民館長）

田沢湖公民館の内示概要について説明いたします。

―資料により説明―

（鈴木角館公民館長）

角館公民館の内示概要について説明いたします。

―資料により説明―

（武藤西木公民館長）

西木公民館の内示概要について説明いたします。

―資料により説明―
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（新田市民会館長）

市民会館の内示概要について説明いたします。

―資料により説明―

（松田田沢湖図書館長）

田沢湖図書館の内示概要について説明いたします。

―資料により説明―

（水平学習資料館･イベント交流館長）

学習資料館･イベント交流館の内示概要について説明いたします。

―資料により説明―

（田口次長兼スポーツ振興課長）

スポーツ振興課の内示概要について説明いたします。

―資料により説明―

（藤原文化財課参事）

文化財課の内示概要について説明いたします。

―資料により説明―

（草彅平福記念美術館長）

平福記念美術館の内示概要について説明いたします。

―資料により説明―

（安部委員長）

ただいま、それぞれの課の内示概要について、説明がありました。質問はありませんか。

（畠山部長）

委員長、すみませんが、１５ページの市民会館の訂正について、お願いします。

自主事業運営費が６，４４６千円となっておりますが、これは要求額でありまして、内

示額は９６３千円となっておりますので、訂正をお願いします。

（佐久間委員）

学校適正配置に関するアンケート調査は、全市を対象にするということで、前回は説明

を受けたのですが、査定では対象者を絞りなさいということですが、どのように絞り込む

のですか。

（田口次長兼教育指導課長）

絞り込みの内容ですが、就学前の園児の保護者の方、小学校、中学校の保護者の方を一

つの対象としまして、プラス、全市から２，０００世帯を対象として、各地域の世帯数に

応じて、その割合を反映させて抽出していくということで進めていきたいと考えています。

（佐久間委員）

内容については、何か議論されましたか。

（田口次長兼教育指導課長）

内容については、特に議論はございませんでしたが、速やかに実施できるように、準備

を進めているところであります。

（佐久間委員）

ドローンのことですが、国ではＩＴ授業について、あるいはロボット授業について、小

学校から積極的に取り組むということに力を入れるということですが、この件も補助等は

あるのですか。

（田口次長兼教育指導課長）

補助については、何件か申請し、お願いしているということを聞いております。授業そ

のものについては、一般会計から、このような形で査定がでておりますけれども、この後
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の動きによっては、補助金が盛り込まれるということも出てくると思います。現時点では、

まだはっきりとした目処は立っておりませんが、進めているというところでございます。

（佐久間委員）

文化財の関係で、角館のお祭り保存会の補助金５０万円とありますが、これは以前から

観光課や商工課ではなく、文化財課で補助してきたのですか。

（小松次長兼文化財課長）

保存会については、文化財課で事務局をやらせていただいていますので、この金額で、

毎年補助しています。ただし、２７年度は、２０万円をプラスして、記念事業を行いまし

たけれども、２８年度はまた元の金額ということです。

（佐久間委員）

補助金は、仙北市から行く訳ですが、保存会も市長が会長ということで、文化財課で

行っているということですか。

（小松次長兼文化財課長）

保存会の会長は、高橋雄七さんです。

（佐久間委員）

市長が会長になっているのは。

（小松次長兼文化財課長）

それは、お祭りの実行委員会です。

関連して、２月１１日に、お祭り保存会による発表会がございます。今日、プログラム

が出来ましたので、委員の皆さんにお配りしました。時間がありましたら、ぜひご鑑賞く

ださるようお願いいたします。

（河原田委員長職務代理者）

ドローンについてですが、２０台ということですけれども、どの辺の学年にするのかと、

拠点が西明寺小学校で、それに協力して、神代と中川小学校ということなのですが、その

２０台を神代小学校や中川小学校に持って行き、子どもたちにやらせるということなのか、

西明寺小学校に行って、そこでやるのかその辺はどうなのでしょうか。

（田口次長兼教育指導課長）

ドローン学習の対象学年ですけれども、現時点では５・６年生を想定しております。

１２月２６日に、アクセンチュアという、ドローンを扱っている企業の開発研究担当と、

営業担当の二人が来まして、市内の子どもたちにドローンを使ったプログラミングの講習

会を開いたところでございます。そこに行って、私も見てきたのですが、だいたい４人グ

ループに１台のドローンを与えて、アイパッドを使って、指先でスライドさせるだけでプ

ログラムが組めるというものをインストールしてありまして、子どもたちが、浮上すると

か、旋回するとか、あるいは、後退するとかというプログラムを自分で組んでいき、そし

てそれを何に活用できるか、アイデアを出し合うという内容でした。

今、お話ししたような内容を、当初、西明寺小学校を中心に、教育課程の中で展開して

いきまして、そのノウハウを蓄積しながら協力校に、機材や指導者のスキルを伝えながら

実施していくということを考えております。いくつか、ドローンを使った実証実験につい

ても、想定していることがありますけれども、その実証実験の元になるアイデアが小学生

から出てくるということも考えられますので、ぜひ、子どもたちには柔軟な思考力で活用

の方法を考える機会を作りたいと思っております。

（安部委員長）

同じような質問ですけれども、ドローンの中味がわからないのですが、これをやるため

の教師の能力は、これに対して特別な人を配置する必要があるのか、ないのか、その辺は
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どうでしょうか。

（田口次長兼教育指導課長）

西明寺小学校には、理科の専門監がおりまして、専門監と相談したときに、これは非常

に科学的思考を養うのに役に立つということで、先ほどお話ししました、アクセンチュア

の職員が、まずは専門監に様々な助言を与え、専門監が教育課程の中で、学習プログラム

を作りながら、それを発展、展開していくということですので、新たな人手を必要とする

ということではございません。

（佐久間委員）

クニマスの関係の予算は出ていないようですが。

（畠山部長）

クニマス関係につきましては、総務部の企画政策課で計上しております。具体的の建物

が出来てから、クニマス関連の資料を展示するとかになりますと、文化財関係の予算にな

るかと思われます。

（佐久間委員）

クリオンプールについては、福祉で決定ですか。

（田口次長兼スポーツ振興課長）

福祉事務所の長寿支援課で、クリオン全体の改修の計画を立てておりまして、プールに

関しては、スポーツという観点から、調査検討をしておりますが、実際に施設は指定管理

として、業務委託料の関係もありまして、長寿支援課が実施するということになりました。

（坂本委員）

スポーツ振興課に質問ですが、武道館のトイレですが、男女一緒のトイレの改修がだめ

だったということですが、利用者はどれくらいいるのですか。

（田口次長兼スポーツ振興課長）

武道館の利用者は、基本的には、小・中学生がほとんどです。ただし、神代では柔道、

生保内では剣道の子どもたちといっても、女子生徒もおりますし、別々のトイレという要

望もありまして、我々もそれに対応したいと思っておりますが、経費的な問題、スペース

の関係もありまして、男女を分けるということが、難しいということです。今現在、見送

られておりますけれども、使い方の工夫をしながら、対応したいと思っております。

（坂本委員）

いろいろな事情を考えても、男女のトイレは分かれているのが当然だと思いますので、

出来るだけ早急に実現できればと思います。

（安部委員長）

年頃の子どもたちなので、きちんとルールを決めて、利用者が、そのルールをきちんと

理解して利用してもらうようにお願いします。

ほかに質問はありませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

財政当局との大変な折衝の中で、この予算が出来たことと思います。議会で承認されて

からとなりますが、この予算でやれることを一生懸命にやっていただくことをお願いして、

承認することとします。

次は、報告第２号、平成２７年度区域外就学の承認について、説明を求めます。

（田口次長兼教育指導課長）

委員長、もしよろしければ、第２号から第５号まで、関連した内容でございますので、

一括して報告してよろしいでしょうか。
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（安部委員長）

そのようにお願いします。

（田口次長兼教育指導課長）

それでは、報告第２号、平成２７年度区域外就学の承認について、ご報告いたします。

―資料により説明―

続きまして、報告第３号、平成２８年度区域外就学の承認について、ご報告いたします。

―資料により説明―

続きまして、報告第４号、平成２７年度就学指定校変更の許可について、ご報告いたし

ます。

―資料により説明―

続きまして、報告第５号、平成２８年度就学指定校変更の許可について、ご報告いたし

ます。

―資料により説明―

なお、１月２０日（水）に、平成２８年度の仙北市就学指定校変更審査会を開催してお

ります。畠山部長が委員長となりまして、市内１２校の校長、その他関係職員が出席しま

して、変更についての審査をお願いいたしましたが、変更は妥当であるという答申が教育

長に出されてございます。以上です。

（安部委員長）

報告第２号から第５号までの報告がありましたが、質問はありませんか。

―質問なし―

（安部委員長）

家庭の事情等もあってのことですので、それぞれの学校で、きちんと就学していただき

たいということで、承認することとします。

次は、その他に入ります。

はじめに、いじめ、不登校対策についてお願いします。

（浦山北浦教育文化研究所長）

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、１２月は１件の報告がありました。

次に、１２月の不登校は、小学生２名、中学生９名、計１１名と前月の１１月と変わ

りありません。

今後も、一人ひとりを大切にした、温かい学校・学級づくりに努めるとともに、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。

１２月の報告は以上です。

（安部委員長）

いじめ、不登校対策について報告がありました。何か質問はありませんか。

―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、お願いします。

（齋藤教育総務課長）

それでは、お手元にございます、平成２７年第１４回仙北市教育委員会定例会会議録を

－資料により説明－

誤字や脱字等、お気付きの点がありましたら、２月５日（金）まで、齋藤までご連絡を

お願いしたいと思います。以上です。
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（安部委員長）

ほかにありませんか。

（畠山部長）

１月２６日に、市議会の臨時会が開かれまして、教育行政報告をしておりますので、そ

の内容について説明したいと思います。

―資料（教育行政報告）により説明―

（安部委員長）

ほかにありませんか。

（齋藤教育総務課長）

先ほど、教育長からもお話がありましたが、２月議会が２月２３日から３月１８日まで

行われる予定です。それに伴いまして、議会の運営委員会が２月１６日に開催を予定して

おりますので、２月の教育員会定例会は、２月９日（火）１２時からの開催を予定してお

ります。よろしくお願いいたします。

また、委員の皆様方が市内小・中学校卒業式の出席についての調整は、２月の定例委員

会までにはお知らせできるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

もう１点、２月３日の大仙仙北美郷教育委員会連絡会の出欠をこの後、伺いたいと思い

ます。以上です。

（黒澤生涯学習課長）

今、皆様のお手元に、仙北市総合美術展のチラシを配布させていただきました。来月の

９日から美術展が開催される予定でございます。９日の午前９時から、オープニングセレ

モニーを開催する予定でございますので、委員の皆様もご都合がよろしければ、ぜひお越

しいただきたいと思います。昨年よりは、出展数が若干少なめになってございますが、見

応えのある作品が出てくると思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。

（田口次長兼スポーツ振興課長）

モーグル競技関係ですけれども、今年は、黒森山の斜面の雪の付きが悪く、雪不足の状

況です。一般開放をしたばかりですが、エアー台の雪が不足だということで、雪を集めて

対処することで考えております。ワールドカップの本番ですけれども、エキスカーション

ということで、選手、役員たちのおもてなしですが、去年に一つ加えまして、今回は、中

仙の鈴木酒造「秀よし」の酒蔵見学も加えまして、３コースでおもてなしをします。

（安部委員長）

ほかにありませんか。

私から一つ、お礼を申し上げます。教育委員会の１週間くらい前に、資料の事前配付を

お願いしていたのですが、忘れられていたところもありまして、再度お願いをしまして、

今回、早々と届けていただきました。それぞれの仕事の段取りもありますので、１週間早

く届けるということは、本当は大変難儀なことだということは重々わかっております。私

としても、お願いしにくいことではありましたけれども、やはり、よりよい審議をすると

いうことを考えると、事前に配布していただければ、前もって検討してこれるので、そう

いう意味でも、事前配布がしきたりになっているということを改めて肝に銘じていただき

たいと思います。今回はきちんとやっていただき、ありがとうございました。

以上で、本日の平成２８年第１回仙北市教育委員会１月定例会を閉会いたします。

７ 閉会宣言 平成２８年１月２８日 午後４時４９分


