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会  議  録 

 

年 月 日 平成２７年６月２２日（月） 

開会時刻 午後２時００分 閉会時刻 午後２時４５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 

学校給食課課長 上法 満 

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２８号 横手市招致外国青年任用要綱の一部を改正する訓令 

について 

  承認第 ７号 横手市図書館協議会委員の委嘱について 

 

議決・承認事項 

 

議案第２８号 横手市招致外国青年任用要綱の一部を改正する訓令 

について 

  承認第 ７号 横手市図書館協議会委員の委嘱について 
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≪会議要旨≫ 

 

二階堂委員長  こんにちは。ようやく夏らしい天気になりまして、皆様お 

召しのクールビズの効果が発揮される時期となってまいり 

ました。また、本日もお忙しい中お集まりいただきましてあ 

りがとうございます。 

それでは、ただ今より平成２７年６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、２番 橋本委員、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   大変暑いところお疲れ様です。それでは教育長報告を申し 

上げます。 

５月２５日、初めての総合教育会議ということで、市長を 

交えて教育委員の皆様にもご参加いただいて開催すること 

が出来ました。初めてということでしたので、会議の実施の 

仕方、要綱等について話し合われまして、意見交換など大変 

良い会であったと思います。 

 次の２６日は、奨学生の選考委員会がありました。経済 

的な状況、ご本人の今後の希望、学業での頑張り等々を総合 

的に判断するということで選考会が実施されまして、市長へ 

選考結果について報告をあげております。 

２９日は、横手市租税教育推進協議会がございまして、小 

中学校については、納税の義務等々を研修する機会をぜひ与 

えていただきたいというような要望が出されました。小学校 

は、税務署主催の書道コンクールに全小学校が参加しており 

ますし、作文等について中学校は 100％の参加率となってお 

ります。ただ、納税等の授業化と言いますか、税理士さんを 

呼んで授業を実施するということについては、まだ一部の学 

校での展開という状況なので、１８歳まで選挙権が引き下げ 

られたこともあるので、主権者教育の一環として租税教育も 

今後多くの学校で取り扱うように、校長会等でも話していく 

つもりです。 

それから６月２日、NIE の研修会がございました。NIE と 

は、Newspaper in Education の略で、新聞を取り入れた教 

育をしましょうというもので、市内の全小中学校で推進して 
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いくために、小学校には小学生新聞、中学校には中高生新聞 

を１部ずつ市教委から提供しております。また、秋田魁新報 

社と協議いたしまして、この５月から教材として扱うという 

ことで協力していただくことになりましたので、その１回目 

の研修会でした。全市的に実施するのは珍しいとのことで、 

先日、魁新報さんから取材を受けたところでした。今後数年 

かけて、どの学校においても本格的な取り組みとなるように 

してまいりたいと思っているところです。 

６月３日、よこて愛３行ラブレター選考委員会と、YOKOTE  

I believe の総決起集会がございました。横手について、こ 

んなに素晴らしいよという気持ちを３行書きのラブレター 

として募集したところ、3,600 を超える応募がありまして、 

その内、小中学校だけで 3,000 を超えるということでしたの 

で、各学校にご協力いただいて大変ありがたかったと思って 

います。 

６月４日、組織目標の表彰選考会がありました。これは、 

市役所内の話なんですが、各部課で組織目標を設定して、そ 

れがどの程度達成できたかということで表彰を行うもので、 

今回は、教育指導課のＹ８がマスコミにも取り上げられた実 

績が評価されまして、指導課が優秀賞をいただきました。 

それから、同じ日に県南図書協会総会がございまして、ご 

挨拶をしました。 

それから、５日は高校総体の総合開会式が秋田ふるさと村

で行われまして、市長とともに参加いたしました。 

６月８日から議会が始まっております。一般質問について 

は、十文字地区の統合に関して質問を頂いたのが主なもので 

ございます。 

１３日、１４日は YOKOTE I believe が大変な人出で盛大に 

行われたので良かったなと思っております。 

１５日から１７日までは一般質問がありました。 

それから、先週土曜日ですが、市の学童の相撲大会が行わ 

れ、高校生も入れて２０人の参加でした。平鹿中学校と平成 

高校には相撲部がありますが、最近はなかなか人が集まらな 

いので、学童の相撲大会を通して平鹿中の相撲部に入ってく 

れるようになればよいのですが、今大会の参加校は吉田小と 

金沢小が中心となっております。なかなか相撲人口が増えて 

いかないのが相撲協会の悩みで、私も何かできることがあれ 

ばお手伝いしたいのですが、そもそも裸になること自体が恥 
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ずかしいということなので、なかなか難しい状況です。 

また、土曜日は横手南ロータリークラブ創立５０周年記念 

式典がございました。雄物川小学校と大雄小学校へ教育環境 

の整備のためにということで、合わせて３０万円の寄付をい 

ただいて参りましたのでご報告いたします。 

また、ここには書いておりませんが、この土曜、日曜に 

中学校の総体がありまして、二日間、指導部長、指導課長と 

ともに会場をまわってきました。中学生が頑張っておりまし 

たことをご報告いたします。 

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。 

 

柴田委員    相撲についてですが、ちゃんとした指導者はいるのでしょ 

うか。 

 

伊藤教育長   吉田小と金沢小では、先生がついてくれていますが、相撲 

協会の人が指導しに行っているようです。 

 

柴田委員    そうですか。指導者がいないと、なかなか裾野が広がって 

       いかないですね。 

 

伊藤教育長   そもそも土俵がないと、どこでもできるというものでない 

ので難しいです。 

 

二階堂委員長  十文字町に相撲場がありますが、十文字の小学校は参加し 

ていないようですね。 

 

伊藤教育長   以前は、睦合で盛んに取り組んでいましたが、まず、児童 

数の多い十文字第一小が出場していません。ただ、これにつ 

いては、強制もできないしということです。今は、吉田と金 

沢には土俵がありますが、浅舞は土俵をつぶしてしまいまし 

た。 

 

柴田委員    そうですね、土俵がないと難しいですね。 
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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、４の議事に移ります。 

日程第１ 議案第２８号 横手市招致外国青年任用要 

綱の一部を改正する訓令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― 

 

 

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    ８ページの記載は、ＡＬＴの先生の夏休みといいますか、 

リフレッシュ休暇のようなものでしょうか。 

 

教育指導課長  今年度から、市の非常勤職員に対しても２日間の夏季休暇 

が与えられることになりました。それに合わせてＡＬＴの先 

生も非常勤職員になっておりますので、同じように２日間与 

えるというものです。 

 

橋本委員    はい、わかりました、ありがとうございます。 

 

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２８号 横手市招 

致外国青年任用要綱の一部を改正する訓令についてご承認 

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１ 議案第２８号承認と 

       なります。 

続きまして、日程第２ 承認第７号 横手市図書館協議会 

委員の委嘱について説明をお願いいたします。 

 

 

図書館課長       ―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。 

 

 

二階堂委員長  あくまでも、充て職ということなので、後任の方が決定し 

たので、このようになりますということですね。 

 

図書館課長   はい、そうです。 

 

橋本委員    充て職というお話があり、今決まったとのことでしたが、 

任期が４月１日からになっているので、この時期になったの 

は何かあったのでしょうか。４月１日からの委嘱であって、 

前回、前々回の委員会には挙げられずに今回挙げられたこと 

に何か事情があるのでしょうか。 

 

図書館課長   実際に決まったのは今ですが、この方たちも４月１日から 

の就任ということになりますので、それと合わせて決定しま 

した。ご報告が遅れてしまいまして申し訳ありませんでした。 

 

伊藤教育長   会長が決まるのが５月なので、この時期になってしまいま 

す。４月中には関係の皆さんが集まって会議が開けないので、 

不在の期間が多少あります。 

 

柴田委員    不在の期間があっても支障はないのですか。 

 

伊藤教育長   その期間は会議を開かないので、支障はありません。 
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柴田委員    では、この方たちが、実際に何か図書館について手を下す 

というようなことはないのですね。 

 

伊藤教育長   そうですね、基本的には任意団体なので。 

 

柴田委員    ちなみに、どういうことを協議しているのでしょうか。 

 

伊藤教育長   読書感想文コンクールをどうやるかとか、他には、学校の 

図書館で夏休み中に集まって研修したりという感じです。 

 

柴田委員    そうなんですね。 

 

二階堂委員長  よろしいでしょうか。 

 

柴田委員    はい。 

          

二階堂委員長  それでは、横手市図書館協議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２ 承認第７号は提案ど 

おり承認となります。 

 

 

≪ 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６月の定例教育委員会を終 

       了いたします。 
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参 考 

 

※横手市招致外国青年とは 

 

主に英語を母語としている国から市が招いている人材のことです。外国語

教育の充実のために外国語指導助手（ALT）として招いており、市立の小・

中学校を訪問し、小学校の外国語活動や中学校の外国語科授業の補助などを

行っています。 

 

 

※横手市図書館協議会とは 

  

学校教諭、社会教育関係者、学識経験者などが委員となり、市立図書館の

運営に関し館長から意見を求められた際に審議したり、図書館が行う業務に

ついて、館長に意見を述べたりします。 

 

 

 


