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平成２９年第３回仙北市教育委員会定例会会議録

１ 開会宣言 平成２９年 ２月９日（木） 午後１４時７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

教育次長兼教育総務課長 田口 和典

教育次長兼スポーツ振興課長 高橋 和宏

教育総務課参事 能美 正俊

北浦教育文化研究所長 浦山英一郎

教育総務課参事兼田沢湖学校給食センター所長 伊藤 静子

教育総務課参事兼角館学校給食センター所長 千葉 幸仁

教育総務課参事兼西木学校給食センター所長 芳賀満希子

田沢湖公民館長 佐々木幸美

角館公民館長 草彅 正勝

西木公民館長 山田 且也

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 冨木 弘一

文化財課長兼平福記念美術館長 鈴木 孝昭

生涯学習課課長補佐 松橋 幸太郎

５ 議事

（１）議案審議

議案第６号 平成２９年度仙北市教育行政方針について

議案第７号 平成２９年度仙北市一般会計予算の教育費の内示概要について

議案第８号 仙北市学校適正配置について

議案第９号 仙北市総合給食センターについて

（２）報告事項

報告第４号 仙北市教育行政報告について

６ 審議の経過及び結果

（安部委員長）

ただ今から平成２９年第３回仙北市教育委員会２月定例会を開催いたします。

私から挨拶をします。先日、総合教育会議がありまして、いろいろな議事がありました
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が、先回の会議で田沢湖郷土史料館についての議論がありまして、私の意見としては、所

蔵されているものの新たな所蔵先が、きちんと決まることを条件にというような中途半端

な言い方だったのですが、その総合教育会議の際に、市当局もこのことについて考えてお

られたようで、潟分校では民俗資料的なものを展示して、クニマス館と合わせて民俗資料

的なものと二つセットで見学コースを作りたいという構想でありました。また、もちろん

クニマス関係のものは、クニマス館に行くと思いますし、さらに残ったものは、田沢湖駅

、 、二階の場所を整備して展示するというような構想であることが分かりまして 私としては

。 、 、 、ほっとしているところです 今後 そういう移動に関しては 教育委員会事務局の皆さん

特に文化財課にはたいへんご難儀かけるわけですけれども、その際、希少なものを移動す

るということと散逸することのないよう移動をお願いしたいと思いました。次は、今週の

週末から仙北市の冬の民俗行事が軒並み行われます。皆さんも教育委員会職員としての協

力、あるいは一市民としての協力と様々な形でかかわり合うことになると思います。その

際、是非お願いしたいのは、それぞれの地域にある行事というものが、拠って立つところ

といいますか、長い歴史の中で人々が願ってきたものが、その行事に集約されていると思

うので、そうした行事の中身にもぜひとも理解を示していただければ、協力の仕方もまた

一段と内容の濃いものになっていくのではないかなと思って、ぜひともそのようにお願い

したいなと思っております。２月、３月はまたそれぞれの部署で行事が目白押しではあり

ますけれども、それぞれ協力し合って、ぜひとも市民の皆様から喜ばれるような対応をし

ていただきたいとお願いをして私の挨拶といたします。

それでは、教育長の報告をお願いします。

（熊谷教育長）

それでは、２月の教育委員会定例会の事務報告をさせていただきます。

―資料により報告―

（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―

では、承認いたします。

続いて議事に入ります。

議案第６号平成２９年度仙北市教育行政方針について説明をお願いします。

（田口教育次長兼教育総務課長)

平成２９年度仙北市教育行政方針についてご説明いたします。

―資料により説明―

（安部委員長）

ただいまの説明に対して質問はありませんか。

―質問なし―

では、議案第６号は承認いたします。

続いて、議案第７号平成２９年度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。

（田口教育次長兼教育総務課長）

平成２９年度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。私か

らは、教育総務課と北浦教育文化研究所についてご説明いたします。

―資料により説明―

（伊藤田沢湖学校給食センター所長）

田沢湖学校給食センターの内示概要についてご説明します。
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―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内示概要についてご説明します。

―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内示概要についてご説明します。

―資料により説明―

（松橋生涯学習課課長補佐）

生涯学習課の内示概要についてご説明します。

―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ご説明します。

―資料により説明―

（草彅角館公民館長）

角館公民館の内示概要についてご説明します。

―資料により説明―

（山田西木公民館長）

西木公民館の内示概要についてご説明します。

―資料により説明―

（新田市民会館長）

市民会館の内示概要についてご説明します。

―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ご説明します。

―資料により説明―

（冨木学習資料館・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ご説明します。

―資料により説明―

（高橋教育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ご説明します。

―資料により説明―

（鈴木文化財課長兼平福記念美術館長）

文化財課、平福記念美術館の内示概要についてご説明します。

―資料により説明―

（安部委員長）

ただいまの説明に対して質問はありませんか。

―質問なし―

私の感想としましては、皆さん各部署、それぞれが懸命に折衝して、一旦削られたもの

が復活したり、説明をして納得していただいて予算がついたというものもありますし、逆

に説明をしても、相手は分かっているけれどもお金が無いということで予算がつかないと

いう苦渋の選択もお互いあったと思います。この内示結果で頑張っていくしかないなとい

うのが感想です。スポーツ振興課に質問ですが、落合球場の水道の件はどこでやることに

なりましたか。

（高橋教育次長兼スポーツ振興課長）
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施設そのものの所管の都市整備課です。

（安部委員長）

それでは、議案第７号は承認いたします。

次に、議案第８号仙北市学校適正配置について説明を求めます。

（田口教育次長兼教育総務課長）

議案第８号仙北市学校適正配置についてご説明いたします。

―資料により説明―

（安部委員長）

ただいまの説明に対して質問はありませんか。

―質問なし―

では、議案第８号は承認いたします。今度は、実際に進んでいくためのスケジュールや

地域への説明会を然るべき時に開催するということを付け加えておきたいのですがよろし

いですか。

―異議なし―

次に、議案第９号仙北市総合給食センターについて説明を求めます。

（田口教育次長兼教育総務課長）

議案第９号仙北市総合給食センターについてご説明いたします。

―資料により説明―

（安部委員長）

ただいまの説明に対して質問はありませんか。

―質問なし―

では、議案第９号は承認いたします。

次に、報告第４号仙北市教育行政報告について説明を求めます。

（田口教育次長兼教育総務課長）

第１回仙北市議会定例会での教育行政報告案についてご説明申し上げます。

―資料により説明―

（安部委員長）

ただいまの説明に対して質問はありませんか。

私から感想をお話しさせていただきます。今この報告を聞いて一つ思いましたのは、全

県青少年読書感想文コンクール、神代中学校の毎日カップの表彰、さらに子ども議会の開

催、こうしたものは、いずれも誰かと争うとかそういうものではなくて、日頃の学校の日

常の姿の結果としてこれがあるという意味では、何かで栄誉を貰ったということも大事で

すが、日常的な活動がこういう形で表彰を受けたということは、非常に意義のあることで

はないかなと強く感じたところであり、また、それぞれの担当をされている各学校の皆さ

んには厚くお礼を申し上げたいと思っております。また、スキー大会については、スキー

のメッカとしての名目を十分に発揮されて、しかも今、次長からは、神代中学校が優勝し

た姿が目に見えるような説明を受けてたいへん感動しております。それから、書初め大会

についても、さきほど私が話したことと同様のことが言えるのではないかと思います。さ

らに、田沢湖図書館の河正雄文庫の収蔵品について、先ほど次長から説明がありましたよ

うに、ほとんど目立たない形で長年寄贈し続けられているわけですけれども、そういう状

況を市民の皆さんに少しずつ知ってもらいたいという思いがこの企画に出ているというこ

とで、担当されている図書館の皆さんには厚くお礼を申し上げたいし、また、高井先生を

しのぶ会に私も出席しましたけれども、非常に心温まるいい会であったなということを強

く思ったところです。さらに、読書感想文コンクールが、昨年よりも１８件多く、子ども
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の数が減っていく中で、参加者が非常に多いということが注目すべきことであり、内容が

広く行き渡っていることの証左だということを強く感じてうれしく思ったところでありま

す。以上、私の感想でありますけれども、質問がなければこの報告を承認したいと思いま

す。

―質問なし―

では、報告第４号は承認いたします。

その他についてお願いします。

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、小学校１件、中学校２件、計３件の報告がありました。いずれも学年集会や学級指

導、個別指導等を行いまして、解消の方向に向かっております。再発しないように、十

分に観察している状況にあるということでございます。

次に、１月の不登校は、小学生３名、中学生１２名、計１５名で前月比２名の減とな

りました。１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―

いじめについては、いつも言っているんですけれども、解決したつもりなのに、実は、

ということをよく新聞紙上で見かけて、加害者の子どもが謝って、あるいは被害者も納得

してということで、一旦終わったけどまた実は、ということがありますので、長い目でみ

て、監視するという言葉は良くないのですが、温かい目で見続けていけるように指導をお

願いしたいと思います。それから、不登校の減が２ということで、数字的にはたった２か

という言い方もありますけれども、２人の子どもが学校に復帰するということは、学校に

とっても子どもにとっても非常に大きなことであると思います。そこには、子どもと親、

あるいは、教師の間に私たちの知らない世界で涙ぐましい努力とか、語ることのできない

ようなドラマがあるに違いないなと思います。そういうことを考えますと、２人が学校に

帰ることができたということは、本当に素晴らしい事だなということで、学校、地域の努

力があり、研究所の支えがあったということにお礼を申し上げたいと思います。

次は、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。

（朝水教育総務課参事）

お手元にございます、平成２８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―

誤字や脱字、お気づきの点がありましたら２月１５日頃までにご連絡くださいますよう

お願いいたします。

（安部委員長）

そのほかに何かありませんか。

（鈴木文化財課長）

一昨日、７日の午後８時半頃に、伝承館向かいの武家屋敷マス形の交差点で、北側から
直進してきた軽自動車が、黒塀に突撃する事故がございました。すでに新聞等の報道で御
存知の方もおられると思いますがご報告いたします。加害者は酒気を帯びていたというこ
とでございます。２７年度に台風の被害で修繕したばかりのところなのですが、真ん中二
間が車で抜かれた状態でありまして、基礎から破壊されておりまして、通しの横柱も粉々
になっておりまして、水路の一部も壊されております。黒塀につきましては、全部取り替
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える必要があると考えます。冬行事の火振りかまくらがすぐ控えておりますけれども、当
面目隠しをさせていただきまして、保険がきかない個人負担になると思いますけれども、
相手側の状況にもよりますが、なんとか年度内には修復していきたいと考えております。
いずれ、建て替えて施工というこであれば、財源については、今後、財政課と交渉になり
ます。以上、報告でございます。

（安部委員長）

せっかく作り直したばかりなのに、ご苦労様です。
ほかにありませんか。

（朝水教育総務参事）
今後の委員会の予定ですが、定例会は３月２３日、木曜日に開催させていただきたいと

。 、 、思います 臨時会につきましては はっきりと日にちが分かり次第ご連絡いたしますので
よろしくお願いいたします。

７ 閉会宣言 平成２９年２月９日 午後３時１２分


