
平成２８年第２回

仙北市教育委員会定例会会議録

平成２８年２月９日

仙北市教育委員会



- 1 -

平成２８年第２回仙北市教育委員会定例会会議録

１ 開会宣言 平成２８年 ２月 ９日（火） １２：００～

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

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 ２号 平成２８年度仙北市教育行政方針について

議案第 ３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

議案第 ４号 仙北市立小中学校管理規則の一部を改正する規則制定について

（２）報告事項

報告第 ６号 仙北市教育行政報告について

報告第 ７号 仙北市立小中学校管理規則施行規程の一部を改正する規程制定について

報告第 ８号 仙北市生涯学習奨励員要綱の一部を改正する要綱制定について

報告第 ９号 平成２７年度 区域外就学の承認について

報告第１０号 仙北市就学指定校変更の取消の許可について

６ 審議の経過及び結果
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（河原田委員長職務代理者）

ただ今から平成２８年第２回仙北市教育委員会２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、委員長挨拶ということですが、先日、大仙仙北美郷教育委員会連絡会が２月３日

に行われました。中里温泉で会議を開き、各地区の教育委員会のいろいろな話を聞かせて

いただきました。各市町の委員長の考えもあるでしょうが、総合教育会議が仙北市では３

回開かれていますけれども、ほかの市町では１回だったり、これから開くというのもあり、

どれくらいの回数を開けば良いのか、各市町の考えがあるようでした。

連絡会の見学会をさせていただいた中で、鈴木空如の作品見学と、秋田県民歌の作詞者、

倉田政嗣さんの小冊子をいただいてきました。この中に、角館高校が甲子園に出たときの

応援歌として、秋田県民歌が歌われています。ということが書かれていました。できれば、

仙北市でも、何かの時には、秋田県民歌を歌うという機会が増えれば良いと思いました。

この後、モーグル大会、小正月行事といろいろな行事がたくさんありますので、皆さん

頑張って協力して、成功させていただきたいと思います。

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、２月教育委員会定例会の事務報告をさせていただきます。

２月３日、ただいまもお話がありました、大仙仙北美郷教育委員会連絡会でございまし

た。４日は、角館のお祭り臨時全体会議がありました。５日が、地方創生特別委員会。６

日から７日までが２０１６フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル大会で、５日が開

会式でございました。６日、白岩城址燈火祭、本日９日が、仙北市総合美術展オープニン

グセレモニーでございました。

今後の行事でございますが、１１日が、おやま囃子芸能発表会、１２日は、市議会全員

協議会、１５日が総務文教常任委員会協議会、２１日が、読書感想文コンクールの表彰式

でございます。２３日が、第２回仙北市議会定例会で、会期が３月１８日までとなってい

ます。２５日は、呉日絵画展覧会オープニングセレモニーで、河正雄さんからご寄贈いた

だいた絵画展です。２７日から２８日が、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で、前日２６日が開会式でございます。

３月５日から６日が、全日本マスターズスキー選手権秋田たざわ湖大会、２４日が、田

沢湖公民館まつり、２４日が、３月定例会、２５日が、仙北市公民大学卒業式でございま

す。小正月行事の予定も記載しております。先日、白岩城址燈火祭に行って参りましたが、

非常に人が多いと感じました。ぜひ、この後の小正月行事にご参加いただければと思いま

す。３月の小中学校卒業式も、記載の通りでございます。以上でございます。

（河原田委員長職務代理者）

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―

（河原田委員長職務代理者）

次は、議案審議に入ります。議案第２号、平成２８年度仙北市教育行政方針について、

説明を求めます。

（畠山部長)

議案第２号、平成２８年度仙北市教育行政方針について、ご説明いたします。

教育長の報告にもありましたけれども、市議会定例会が２月２３日から３月１８日まで
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の予定で行われます。それにあたりまして、平成２８年度の教育行政方針を報告するとい

うことで、要点を説明したいと思います。それでは、教育行政方針（案）をご覧ください。

―資料により説明―

（河原田委員長職務代理者）

ありがとうございました。ただいまの説明に、質問はありませんか。

（佐久間委員）

質問という訳ではないのですが、これはいかがかなと思うところがあって、一つは、学

校教育法が変わって、総合教育会議が去年から発足したが、これは、事務局が総務課なの

で、市長部局で報告するのですか。

（畠山部長）

はい、そうなります。

（佐久間委員）

大仙市、美郷町で教育大綱をつくっていて、仙北市はまだつくっていないということで、

遅れている訳です。

（畠山部長）

遅れているといいますか、この後の議会に出ますけれども、合併後１０年が経ちまして、

その１０年間の総合計画が今年度、２７年度で終わる訳です。２８年度からの１０年間の

総合計画を、今、作成して、ほぼ完成になってきていますけれども、それを教育大綱に代

えるということを、皆さんも出席していただきました、昨年５月の第１回総合教育会議で

合意していただきましたので、総合計画イコール教育大綱ということになります。

（佐久間委員）

それで、これは私たちがわかっていることであって、ところが市民には、わからないこ

とです。教育大綱については、総合計画と整合性をとって、つくるとかを方針に入れなけ

ればならないのではないか。本来は、つくらなければならないことなので、それが遅れて

いるということは、総合計画と合わせてつくるということだから、その整合性を見て、や

るということについては、教育行政方針で触れなければいけないのではないかということ

です。

（畠山部長）

遅れているということではなく、現在つくっている総合計画イコール教育大綱なので、

今の総合計画ができれば、教育大綱もできあがるということです。

（佐久間委員）

それはわかりますが、そういう方針で進んでいるということを盛り込んだ方が良いので

はないかという、老婆心ながらの意見です。

（熊谷教育長）

法律の中でも、総合計画、自治体の基本計画等がある場合は、それで代替できるという

ことが書かれております。仙北市では、市長部局に事務局があるものですから、市長部局

で決めていくことになります。

（畠山部長）

その点につきましては、総務課と相談させていただきます。

（佐久間委員）

もう一件、角館のお祭りの事故について、市民が一番心配している訳です。この前は、

テレビでも放映されていたけれども、校長先生や教育長が発言されていたけれども、角館

のお祭りの伝統的保存については、子供たちによく教育していくという、本来のあり方に

ついて、事故については触れる必要はないけれども、本来の保存している歴史と伝統を、
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きちんと子供たちに教育していくという一言があった方が良いのではないかと思います。

（熊谷教育長）

その件については、全くおっしゃるとおりだと思います。今、文化財課と保存会とが、

２年くらいかけて、すばらしい資料を、子供たちにもわかりやすい、たくさんの図版入り

の資料をつくっております。それを、仙北市内の小･中･高校生まで全部渡す予定で準備し

ておりますので、そのようなことも含めて、一項を設けるようにしたいと思います。

（佐久間委員）

観光分野で触れるかもしれないが、私の老婆心ながら、教育委員会でも触れた方が良い

のではないかということです。

（熊谷教育長）

文化としては、教育委員会が関わっているので、大変良いアドバイスをありがとうござ

います。

（坂本委員）

確認なんですけれども、大曲支援学校せんぼく校とありますが、養護学校の名称はこの

ように変わるということですか。

（畠山部長）

養護学校は廃止となりまして、改めて、大曲支援学校というように、全県的に名称が変

わることになります。

（坂本委員）

もう一点、ドローンブックデリバリー事業について、簡単な内容は伺ったのですが、こ

れについて、少し詳しく教えていただきたいのですが。

（田口次長兼教育指導課長）

ドローンを用いた、教育課程内での学習活動を二本柱で、という話を前回しましたけれ

ども、二つ目にあたるものがこれでございます。これは、各学校がオンラインで蔵書をお

互いに検索して、自分の学校に無い図書を取り寄せるというシステムがございますけれど

も、そのシステムをより効率的に運用するために、イメージとしては、たとえば角館小学

校の子どもたちが、中川小学校にこの本がある、これを読みたいと思ったときに、何らか

の手続きをすると、ドローンがそれを運んできてくれる、そして子どもたちが興味、関心

を持った図書が、できるだけ早く、しかも、 先端の科学技術に触れながら、読むことが

できるということで、事業の内容としては想定してございます。

（河原田委員長職務代理者）

ほかに質問はありませんか。

－質問なし－

（河原田委員長職務代理者）

それでは承認するということでよろしいですか。

－異議なし－

（河原田委員長職務代理者）

それでは、議案第２号については、承認することとします。

次に、議案第３号、平成２７年度一般会計補正予算の教育費について、説明を求めます。

（齋藤教育総務課長）

議案第３号、平成２７年度一般会計補正予算の教育費についてご説明いたします。

各課より、歳入歳出の主なものを説明いたします。 初に、教育総務課から説明いたし

ます。

－資料により説明－
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（田口次長兼教育指導課長）

続きまして、教育指導課、北浦教育文化研究所の補正予算についてご説明いたします。

－資料により説明－

（千葉角館学校給食センター所長）

角館学校給食センターの補正予算について説明いたします。

－資料により説明－

（芳賀西木学校給食センター所長）

西木学校給食センターの補正予算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）

生涯学習課の補正予算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）

田沢湖公民館の補正予算について説明いたします。

－資料により説明－

角館公民館の補正予算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）

西木公民館の補正予算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･イベント交流館の補正予算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）

スポーツ振興課の補正予算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）

文化財課の補正予算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）

平福記念美術館の補正予算について説明いたします。

－資料により説明－

（河原田委員長職務代理者）

各課の説明が終わりました。質問はありませんか。

－質問なし－

（河原田委員長職務代理者）

それでは、承認するということでよろしいですか。

－異議なし－

（河原田委員長職務代理者）

それでは、議案第３号については、承認することとします。

次に、議案第４号、仙北市立小中学校管理規則の一部を改正する規則制定について、説

明を求めます。

（田口次長兼教育指導課長）

議案第４号、仙北市立小中学校管理規則の一部を改正する規則制定についてご説明申し
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上げます。

これまで、管理規則は第２５条までの条文でございましたが、今回、新たに第２６条を

加えるという内容でございます。経緯といたしましては、国の個人番号制度の利用が、平

成２８年１月１日より開始されるのに伴い、これに関わる事務のうち、学校に関係する部

分を第２６条に規定したところでございます。

－資料により説明－

（河原田委員長職務代理者）

説明が終わりました。質問はありませんか。

－質問なし－

（河原田委員長職務代理者）

それでは、承認するということでよろしいですか。

－異議なし－

（河原田委員長職務代理者）

それでは、議案第４号については、承認することとします。

次は、報告事項に移りたいと思います。報告第６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）

教育行政報告も、先ほど説明いたしました、教育行政方針と同様に、２月２３日に開会

の市議会定例会で報告いたします、教育行政報告について、説明いたします。それでは、

教育行政報告（案）をご覧いただきたいと思います。

－資料により説明－

教育行政報告に関しましては、新しい報告事項が生じた場合は、これに追加して報告し

たいと思います。報告文のチェックをいたしまして、訂正については、校正したうえで、

報告させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。

（河原田委員長職務代理者）

説明が終わりました。質問はありませんか。

私から、お聞きしたいことがあります。

私は、よくわからないのですが、呉日さんとは、有名な方なのでしょうか。

もう一つ、フリースタイルスキーワールドカップでは、ＦＭラジオを５００円くらいで

販売するということでしたが、当日、自分のラジオをもていっても、聞くことができるの

でしょうか。

（松田田沢湖図書館長）

呉日さんについてのご質問でしたけれども、大変申し訳ございませんが、私も勉強不足

で、深くは存じ上げないのですが、河正雄さんが、いろいろな方を支援されている中で、

在日の画家でしたので、面識があったと思います。２０１４年に、亡くなられた折に、ご

家族の方から、呉日の絵画を皆様にご披露したいという話を河さんにご相談があり、河さ

んが独自に絵画展を開催なさっているそうです。それで、河さんがぜひすばらしいものを、

仙北市の皆さんへ、ということで田沢湖図書館でいただいたものです。呉日さんについて

は、オープニングまでに、もう少し勉強しておくようにしておきます。

（田口次長兼スポーツ振興課長）

ＦＭ放送についてですけれども、ＦＭ電波ですので、同調すれば聞こえるかと思います

けれども、確認してみます。

（河原田委員長職務代理者）

ほかに質問はありませんか。
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－質問なし－

（河原田委員長職務代理者）

それでは、承認するということでよろしいですか。

－異議なし－

（河原田委員長職務代理者）

それでは、報告第６号については、承認することとします。

次は、報告第７号、仙北市立小中学校管理規則施行規程の一部を改正する規程制定につ

いて、説明を求めます。

（田口次長兼教育指導課長）

報告第７号、仙北市立小中学校管理規則施行規程の一部を改正する規程制定についてご

説明申し上げます。

先ほど、議案第４号で仙北市立小中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について、

ご承認賜りましたが、それに関連する規程の改正でございます。内容といたしましては、

特定個人情報を記入するための表を、様式第１５号として規定するものでございます。以

上です。

（河原田委員長職務代理者）

質問はありませんか。

このようなものは、パソコン等に入れて保存しておくというよりも、このように紙で保

存するという形をとるものなのですか。

（田口次長兼教育指導課長）

基本的には、紙媒体で、施錠できる場所、耐火性のある金庫に保管するということでご

ざいます。

（河原田委員長職務代理者）

ほかに質問はありませんか。

－質問なし－

（河原田委員長職務代理者）

それでは、報告第７号については、承認することとします。

次は、報告第８号、仙北市生涯学習奨励員要綱の一部を改正する要綱制定について、説

明を求めます。

（黒澤生涯学習課長）

報告第８号、仙北市生涯学習奨励員要綱の一部を改正する要綱制定について説明いたし

ます。

現在、仙北市生涯学習奨励員要綱の第４条で、任期が決められております。奨励員の任

期は２年とする、となっているものを、任期を２年以内、に改めるものでございます。そ

の主な理由ですけれども、大仙仙北美郷の３地区の生涯学習奨励員連絡協議会というもの

がございます。大仙、美郷の奨励員の任期は、協議会の任期と一緒になっておりまして、

仙北市の任期が違うということで、それを合わせるというものでございます。今後の任期

を、平成２８年２月２０日から平成２９年３月３１日までの任期をお願いし、その後、改

めて４月１日から２年間をお願いしたいということでございます。このことにつきまして

は、協議会事務局からの要望もあり、協議会の役員について、仙北市の任期が異なり、会

長等が変わった場合、協議会の役員人事のため、臨時総会を開催しなくてはならないこと

から、任期を合わせていただきたいということでございます。

（河原田委員長職務代理者）

質問はありませんか。
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－質問なし－

（河原田委員長職務代理者）

それでは、報告第８号については、承認することとします。

次は、報告第９号、平成２７年度区域外就学の承認について、報告第１０号、仙北市就

学指定校変更の取消の許可について、関連するので一緒に説明を求めます。

（田口次長兼教育指導課長）

報告第９号、平成２７年度区域外就学の承認についてご説明申し上げます。

－資料により説明－

続きまして、報告第１０号、仙北市就学指定校変更の取消の許可についてご説明申し上

げます。

－資料により説明－

（河原田委員長職務代理者）

説明が終わりました。質問はありませんか。

－質問なし－

（河原田委員長職務代理者）

それでは、報告第９号、報告第１０号については、承認することとします。

次は、その他に入ります。いじめ、不登校対策について、説明を求めます。

（浦山北浦教育文化研究所長）

１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がありませんでした。

次に、１月の不登校は、小学生１名、中学生９名、計１０名と前月の１２月と比較して１

名の減です。

１月の報告は以上です。

（河原田委員長職務代理者）

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－

（河原田委員長職務代理者）

引き続き、頑張っていただくようお願いします。

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１５回仙北市教育委員会定例会会議録を

ご覧いただきたいと思います。ページに沿って説明いたします。

－資料により説明－

（河原田委員長職務代理者）

その他、なにかありませんか。

（黒澤生涯学習課長）

１２月定例会の時に、安部委員長から文化祭のことにつきまして、いろいろとご意見が

ございました。実行委員会が開かれる前に、予算の説明等でしたけれども、その後、２月

１日に、仙北市文化祭実行委員会を開催いたしまして、事業内容、決算等につきまして、

承認をいただいております。その中で、案件といたしまして、今後の仙北市の文化祭につ

いて、どうしたら良いかということで、議案に上げました。そこで、実行委員の方々から

いろいろなご意見を伺いまして、それに基づきまして、来年度をどうするかということを

実行委員会として、決めたところでございます。そのことにつきまして、ご報告を申し上
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げます。結論的に申し上げますと、今回は１０周年記念ということで一堂に会してやった

ということは、とても良かったという意見もありました。運営等につきましても、よくや

ったのではないかということでした。皆様の意見といたしましては、３地区それぞれでの

開催を望むという声が大きいものでした。今年度につきましては、市制１０周年の記念行

事として開催をしたということで、それを了解したという経緯がありまして、来年度以降

につきましては、やはり３地区に戻して、地区ごとの開催として、今後、市政１５年、あ

るいは２０年といった、節目の年に、合同で開催できるように、それぞれの地区の実行委

員の方々と協議をして、やっていきたいということでございます。

委員の方々からは、合同開催で、会場が遠かった、という意見が出され、これまで、地

区でやっていたときに出展していた方々でも、出せなかった方々がいたということです。

また、シャトルバスの運行もありましたけれども、利用する方が少なかったということで

す。会場が遠いということで、参加できない人が多かったようです。

実行委員会では、来年度以降は、３地区で公民館を中心に各地区で開催するという形に

なりました。仙北市文化祭実行委員会の組織そのものは残すことにはしております。今後、

節目の年に、合同で文化祭をやる場合には、その組織の方々から実行委員になっていただ

きまして、実施に向けていく形で進めていきたいということでありましたので、報告いた

します。

（河原田委員長職務代理者）

その他、なにかありませんか。

（田口次長兼スポーツ振興課長）

お手元に、モーグル関係の資料をお配りしておりますけれども、一つは、二日ほど前に

終わりました、日本国内の日本人のＡ級大会のパンフレットです。それから、昨年行いま

した、ワールドカップのパンフレットです。紙１枚のものは、今年のワールドカップのス

ケジュールです。２月２４日には、選手たちに来ていただきたいと思っているのですけれ

ども、選手たちの都合によっては、前後するかと思います。２５日、２６日と練習をして、

２７日から２８日が本番となります。去年は、ワールドカップが終わってから、カナダ選

手が合宿をしました。しかし、今年は、ワールドカップが終わってから１週間後に、ワー

ルドカップの 終戦がロシアである関係で、今年は２月１８日ころからカナダが入ってく

るということです。全日本も入ってきて、高原雪まつりの時には、そういう選手たちを、

身近に見ることができるかもしれないということです。

（河原田委員長職務代理者）

ほかに質問はありませんか。

（齋藤教育総務課長）

委員の皆様のお手元に、卒業式の出席委員の名前を書いたものを、お配りしております

けれども、ご都合の悪い方がいらっしゃいましたら、会議が終了しましたら、お伺いいた

しますので、よろしくお願いいたします。

また、３月の定例教育委員会を、３月２４日（木）を予定しております。よろしくお願

いいたします。

（畠山部長）

例年であれば、２月末あたりに、教職員の人事関係で、臨時の教育委員会。３月中旬あ

たりに、市職員の人事関係で、臨時の教育委員会が例年ありますので、日程はまだはっき

りしませんが、臨時会があるということをお含み置きいただきたいと思います。

（河原田委員長職務代理者）

ほかに何かありませんか。
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以上で、本日の平成２８年第２回仙北市教育委員会２月定例会を閉会いたします。

７ 閉会宣言 平成２８年２月９日 午後１時３０分


