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会  議  録 

 

年 月 日 平成２７年５月２５日（月） 

開会時刻 午後２時００分 閉会時刻 午後３時００分 

開催場所 条里南庁舎 会議室 

出席委員 二階堂 衛、伊藤 孝俊、橋本 知加子、柴田 康裕、加賀谷 長吉 

その他 

出席者 

教育総務部長 柴田 恒宏 

教育指導部長 石川 淳 

教育総務部次長 髙橋 功 

教育総務課主幹 山本 信夫 

文化財保護課長 髙橋 純 

文化財保護課専門監 髙橋 輝幸 

図書館課長 佐越 良子 

教育指導課長 鈴木 雄幸 

学校教育課長 飯野 由貴男 

学校教育課政策監 遠藤 美紀子 

学校給食課係長 菅原 徳子 

会議書記 
教育総務課上席副主幹 冨山 直美 

教育総務課総務係主査 大塚 昭生 

 

付議案件 

議案第２６号 平成２７年度横手市一般会計補正予算（第３号）に 

関する意見の申出について 

議案第２７号 横手市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱及び横手市 

すこやか子育て支援事業費（幼稚園）補助金交付要綱 

を廃止する告示について 

承認第 ５号 横手市就学指導委員会委員の委嘱について 

承認第 ６号 横手市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 

議決・承認事項 

議案第２６号 平成２７年度横手市一般会計補正予算（第３号）に 

関する意見の申出について 

議案第２７号 横手市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱及び横手市 

すこやか子育て支援事業費（幼稚園）補助金交付要綱 

を廃止する告示について 
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承認第 ５号 横手市就学指導委員会委員の委嘱について 

承認第 ６号 横手市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 

≪会議要旨≫ 

 

二階堂委員長  農作業等大変忙しい時期となってまいりましたが、本日も

お忙しい中よろしくお願いいたします。 

ただ今より平成２７年５月の定例教育委員会を開催いた

します。 

会議録署名委員は、１番伊藤教育長、４番加賀谷委員にお

願いいたします。参与はお集まりの部長、次長、課長、書記

は教育総務課担当にお願いいたします。 

それでは次第３の教育長報告をお願いいたします。 

 

伊藤教育長   それでは報告します。 

１ページ目でございますが、５月１９日県南教育長会議が

行われ、教育長や事務方の部長・課長等が出席しまして、南

教育事務所からの様々なお願いや情報交換を行いました。 

それから、先週でありますが、２０日から２２日まで全国

の都市教育長協議会定期総会に参加して参りました。文科省

からの情勢説明等があり、８０１の市のうち５００人ぐらい

の参加でございました。来年は徳島が当番であるとの話でし

た。 

２ページ目をお開きいただきたいと思いますが、４月２７

日小中学校の教頭会総会に出席させていただいて、教頭先生

方にお願いしたいことをいくつかお話しして参りました。 

３０日は、委員の皆様にも全員ご出席いただいて、教育推

進委員会の総会が平鹿中学校で行われました。 

５月１日でありますが、今年１３名の図書館司書を配置さ

せていただきましたので、その司書だけを集めて１回目の研

修会ということで、これからの仕事の内容について委員会と

してのお願いも含める形で研修会を開かせていただきました。 

それから５月８日を皮切りに、１３日、１４日、１５日と

各中学校区ごとに校長面接及び教頭面接を実施いたしまして、

今年１年間２７年度どういったことに力を入れて学校経営を

頑張っていくかということについて面談しました。 

５月１６日の土曜日は、スポ少の結団式に出席致しました。 

５月１８日は、わか杉カップの実行委員会でしたが、この
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日に、北海道の別海町から教育長と一般の教諭の３名がお見

えになりまして、金曜日まで一週間滞在し、なかの三日間火・

水・木については、小学校・中学校の授業を参観していただ

いたということがございました。 

昨日おとといは、横手選抜の中学校野球大会およびバレー

大会がございました。 

以上でございます。 

 

 

二階堂委員長  ありがとうございました。 

ただ今の教育長報告につきまして、何かご質問等ございま 

       したらお願いいたします。 

 

―なし― 

 

二階堂委員長  ないようですので、４の議事に移ります。 

日程第１ 議案第２６号 平成２７年度横手市一般会 

       計補正予算（第３号）に関する意見の申出について説明を 

お願いいたします。 

 

教育総務次長      ―資料に基づき説明する― 

 

二階堂委員長  ただ今の説明につきまして、ご質問ご意見等ございました 

らお願いいたします。 

 

柴田委員    黒川小学校と金沢小学校に図書を購入して頂いてありが

たいんですけど、いずれ今年で終わってしまうので、終わって

しまった後の図書の行き場所があるのかどうかというのが第

１点と、第２点は、後三年合戦の国庫補助金が削減になってい

ますが、これは何か削減されるような理由があるのですか。

我々はどちらかといえば後三年合戦をこれから大いに全国に

向けて発信しようと言っている中で削減されたら寂しいなと

いう気がするのですけど、その２点についてお伺いします。 

 

教育総務次長  最初の学校の図書購入の件でございますが、いずれこの３ 

校分の図書は、新しい横手北小のほうへ引き継がれます。 

今回購入して頂く際にも、ダブらないように調整して購入し 

て頂くようお願いしております。 
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文化財保護課長 後三年合戦調査の補助金削減ということなんですが、国県 

とも大変財政状況が厳しくなっておりまして、一定の割合で 

こちらで積算していたものを削減するというような新年度 

の形になっているようでございます。ただ、こちらとしても、 

必要最低限これだけは掘らなければいけないというような 

ところはきちんとやっておりますので、話し合いながら金額 

を落としておりますので、ここはもうお金がないからできな 

いということにはなっておりません。 

 県に関しては多少交渉の余地があるようですので、粘り強 

く交渉して参ります。 

 

二階堂委員長   ほかにございましたらお願いします。 

 

              ―なし― 

 

二階堂委員長  ないようですので、日程第１ 議案第２６号 平成２７ 

       年度横手市一般会計補正予算（第３号）に関する意見の申 

       出についてご承認いただけますでしょうか。 

 

             ―異議なし―  

 

二階堂委員長  ご異議ないようですので、日程第１ 議案第２６号は承認 

       とさせていただきます。 

続いて、日程第２ 議案第２７号 横手市幼稚園就園奨 

       励費補助金交付要綱及び横手市すこやか子育て支援事業費 

（幼稚園）補助金交付要綱を廃止する告示について説明を 

お願いいたします。 

 

教育総務次長       ―資料に基づき説明する― 

 

二階堂委員長  ただ今の説明につきまして、ご質問ご意見等ございました 

らお願いいたします。 

 

橋本委員    ちょっとわかりづらくてもう少し詳しく教えて頂きたい 

のですが、廃止になるということで、この補助金の手続き 

云々の部分が市長部局へということでよろしいでしょうか。 
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教育総務次長  はい、そうです。今まで教育委員会でやっていた補助金の 

手続きを市長部局でやるということになります。市長部局で 

改めて要綱をつくって事業を行うという内容です。 

 

橋本委員    ちなみに、この補助金はどういう方が今まで利用されたか 

わかればお願いします。 

 

教育総務次長  簡単ですが、幼稚園に入っている方々の保育料を減免、軽 

減するためにその分を助成するというものになります。 

 

橋本委員    利用されている方が何人というのはわかりますか。 

 

教育総務次長  去年のデータで申し訳ありませんが、就園奨励費補助が約 

２００名、すこやか子育ての方が１６０名ほどです。 

いずれ幼稚園に通っている方が対象ですので、市内の幼稚 

園のほかに市外の幼稚園に入っている方も対象になります。 

 

二階堂委員長  横手市在住で市外の幼稚園に通っているということです 

ね。 

 

教育総務次長  はい、例えば湯沢市の幼稚園に通っている場合なども対象 

になります。 

 

 

≪１４:２４ 休憩≫ 

 

≪１４:２６ 再開≫ 

 

 

二階堂委員長   ほかにございましたらお願いします。 

 

               ―なし― 

 

 

二階堂委員長  ないようですので、横手市幼稚園就園奨励費補助金交付 

要綱及び横手市すこやか子育て支援事業費（幼稚園）補助 

金交付要綱を廃止する告示についてご承認いただけますで 

しょうか。 
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             ―異議なし―  

 

二階堂委員長  ご異議ないようですので、日程第２ 議案第２７号は承認 

       とされます。 

続きまして、日程第３ 承認第５号 横手市就学指導委員 

       会委員の委嘱について説明をお願いいたします。 

 

教育指導課長      ―資料に基づき説明する― 

 

 

≪１４:２９ 休憩≫ 

 

≪１４:３５ 再開≫ 

 

 

二階堂委員長  ただ今の説明につきまして、ご質問ご意見等ございました

らお願いいたします。 

 

―なし― 

 

二階堂委員長  ないようですので、日程第３ 承認第５号 横手市就学指 

       導委員会委員の委嘱についてご承認いただけますでしょう

か。 

 

            ―異議なし―  

 

二階堂委員長  ご異議ないようですので、日程第３ 承認第５号は承認と 

なります。 

続きまして、日程第４ 承認第６号 横手市学校給食セン 

ター運営委員会委員の委嘱について説明をお願いいたしま 

す。 

 

学校給食課係長     ―資料に基づき説明する― 

 

 

二階堂委員長  ただ今の説明につきまして、ご質問ご意見等ございました

らお願いいたします。 
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―なし― 

 

二階堂委員長  ないようですので、日程第４ 承認第６号 横手市学校 

       給食センター運営委員会委員の委嘱についてご承認いた 

       だけますでしょうか。 

 

             ―異議なし―  

 

二階堂委員長  ご異議ないようですので、日程第４ 承認第６号は承認と 

されます。 

 

 

≪ 議事終了 ≫ 

 

 

―各課長から事業報告等あり― 

 

 

 

二階堂委員長  これをもちまして平成２７年５月の定例教育委員会を終 

了いたします。 
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参  考 

         

※横手市就学指導委員会とは 

 

 医師、教育職員、児童福祉施設職員など各分野の専門家が委員となり、障

害があるために特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対し、一人一人の

ニーズに応じた適切な就学のための検討や指導などを行います。 

 

 

※横手市幼稚園就園奨励費補助金、横手市すこやか子育て支援事業費（幼稚園）

補助金とは 

 

 就園に関する保護者の経済的負担を軽減し、安心して子供を育てることが

出来る環境を整えるために、所得状況に応じて、入園料・保育料・教材費・

絵本代・給食費などの減免を行うものです。 

 

 

※横手市学校給食センター運営委員会とは 

 

 市内の学校給食センターを適正かつ円滑に運営するために、特別献立の実

施・地場産物の活用・食育の推進・給食費未納対策・給食費値上げなどにつ

いて検討します。 

 


