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会  議  録 

年 月 日 平成２８年２月１５日（月） 

開会時刻 午後２時００分 閉会時刻 午後３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、柴田 康裕、加賀谷 長吉、今仲 和代 

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 高橋 純 

文化財保護課専門監 高橋 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１号 横手市立図書館設置条例の一部を改正する条例に関する 

意見の申出について 

議案第２号 平成２８年度教育行政方針について 

 議案第３号 平成２７年度横手市一般会計補正予算（第８号）に関す 

       る意見の申出について 

 議案第４号 平成２８年度横手市一般会計予算に関する意見の申出に 

ついて 

議決事項 

議案第１号 横手市立図書館設置条例の一部を改正する条例に関する 

意見の申出について 

議案第２号 平成２８年度教育行政方針について 

 議案第３号 平成２７年度横手市一般会計補正予算（第８号）に関す 

       る意見の申出について 

 議案第４号 平成２８年度横手市一般会計予算に関する意見の申出に 

ついて 
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≪会議要旨≫ 

 

 

二階堂委員長  昨日までは穏やかな気候でしたが、今日は寒い一日となっ 

ております。また、本日は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した。 

それでは、ただ今より平成２８年２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 今仲委員にお 

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   来週２４日から始まります定例議会に向けまして、１月下 

旬から先週末までずっと政策会議が続いておりました。また、 

その間に４役会議もあり、会議の毎日を送っておりました。 

１月２６日、当初予算の市長査定がございまして、これま 

では各部局から要求のあったものを財政担当部長が査定し、 

それを政策会議にかけて話し合いながら編成していくとい 

う方法でありましたが、今回からは政策会議にかける前に４ 

役と財政の関係者が集まりまして、市長の重点施策に関わる 

部分について議論しました。その市長査定結果を各部長へ申 

し上げ、それについて各部長からの復活折衝を経て当初予算 

が編成されたということであります。 

これまでは、政策会議にかけると各部長が揃っているわけ 

で、なかなかお互いに気を使ってしまうところがありました 

が、市長査定の際に各部長が個々に面接できるので、復活し 

たり削減されたりといった動きがかなり見られました。 

良いか悪いかは別にして、各部局の意見がストレートに伝 

わって査定に反映されていくという点においては良かった 

のかなと思います。 

来年度は、市の第２次総合計画や国等の地方創生政策が具 

体的に始まる年ですので、重点事項については相当な議論を 

重ねております。市教委の関係でいいますと、重点事項の２ 

番目に「横手を学ぶ郷土学」の予算が盛り込まれ、市長の施 

政方針にも位置づけられました。 
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文化財保護課の頑張りが取り上げられたのかなと思って 

おります。何年間か掛かる事業でありますが、委員の皆様に 

もご期待いただければと思っております。 

１月２８日、横手市体育協会の懇談会に出席いたしました。 

一般財団法人になったわけですが、経営実績や経営能力に関 

してはまだ寂しいものがあるわけで、今後市がどのように支 

援して、しっかりとした財団に育てていくかということが重 

要であると個人的には思っております。市の財政状況や、体 

育協会に関連する各種目の協会等のあり方等を考えていか 

なければならない時期なってきたというのが私の感想です。 

２月６日、秋田魁新報社との共催で、新入学おめでとう大 

会がございました。 

２月９日、人事協議とありますのは、市の方の人事につい 

てで、４役で新年度の幹部職員のおおまかなところについて 

話し合われたものです。 

２月１０日、いじめ対策委員会がありました。今年はそれ 

なりにたくさんの事業を展開してまいりましたので、大変充 

実した内容だったのかなと思います。加賀谷委員にも参加し 

ていただきましたので大変良かったなと思っております。 

この委員会で話題になっていることは、もちろんいじめが 

主たるものではありますが、それにつながる不登校、子ども 

の個性によって普通学級の中でうまく生活ができないなど、 

子どもたちを取り巻く環境・本人・家族の問題があり、これ 

らをゼロにすることは何十年経ってもできないのですが、考 

えられるいろいろな対策を講じながら進めて参りたいと、意 

を新たにしたところであります。 

以上です。 

 

 

二階堂委員長  ありがとうございました。 

ただ今のご報告につきまして、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    いじめ対策に関連して支援員さんのことですが、少子化に 

よって子供の数は減っているけれども支援員さんの数は増 

えているというのはゆゆしき問題ではないかと思いました。 

本来、支援員さんというのは無くてしかるべきで、それが増 
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えているというのは、教育だけでなく市全体として考えてい 

かなければならない問題だと思うのですが。 

 

 

伊藤教育長   当市が合併した頃に遡りますが、例えばある学校では、普 

通学級の中でじっとしていられずに暴れたりする児童を、校 

長先生が校長室で機嫌をみながら対応しているという状況 

であった。今後はそのような子供が増えるだろうと思ってい 

たので、そういった子供が普通学級の中で生活するために支 

援員が必要であることを財政部局に訴えて交渉した結果、そ 

の当時は１校に１人配置するということになったものです。 

その後、支援員を増やしてどうなったかというと、良いこ 

とは、学担の負担が減り授業がしやすくなったこと、悪いこ 

とは、支援員がいることに先生が慣れてしまい支援員がいな 

いと授業ができないという感覚になっていることです。これ 

は問題だと思っているので、今後のあり方について検討する 

必要があります。 

 

 

 ≪１４:１２ 休憩≫ 

 

≪１４:１７ 再開≫ 

 

 

柴田委員    大変な問題でありますが、是非頑張っていただきたいと思 

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、議事に入らせていただきます。 

日程第１ 議案第１号 横手市立図書館設置条例の一部 

を改正する条例に関する意見の申出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― 
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二階堂委員長  ただ今の説明につきまして、何か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１ 議案第１号 横手市立図書 

館設置条例の一部を改正する条例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１号承認とさ 

せていただきます。 

続きまして、日程第２ 議案第２号 平成２８年度教育行 

政方針について説明をお願いいたします。 

 

 

教育総務部次長     ―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。 

 

 

加賀谷委員   生涯学習課が教育委員会から離れましたが、連携はとれて 

いるものでしょうか。 

 

 

教育総務部次長 生涯学習課で持っている事務の内、文化に関することは権 

限も市長へ移管していますが、それ以外の生涯学習、社会教 

育については補助執行として事務をお願いしておりますが、 

最終的な責任は教育委員会にあるということであります。 

そういうこともありまして、生涯学習課とは連携を密にし 

て事務を行っています。 
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加賀谷委員   私が生涯学習奨励員をしていた時と、公民館職員の考え方 

や情報量などが変わってきたように感じて気になったもの 

ですから。 

 

 

 ≪１４:２５ 休憩≫ 

 

≪１４:３０ 再開≫ 

 

 

二階堂委員長  ほかにございましたらお願いします。 

 

 

柴田委員    表現等について確認したい点が何点かあります。 

学校給食の提供において、先日ボイラーが故障したというこ 

とがあったので設備点検についても記載したほうがよいので 

はないか、図書館利用対象者の表現が強いのではないか、文 

化財関連部分での形容詞の使い方、小中学校という表記にお 

ける中点の有無について、横手を学ぶ郷土学をヨコマナと略 

称で呼ぶことはやめたのかについて教えてください。 

 

 

学校給食課長  平鹿学校給食センターのボイラー故障では大変ご心配をお 

かけしました。２月８日から通常の給食を提供しております。 

ボイラーのある施設であれば年間の保守契約をしているのが 

通常でありまして、例えば学校給食センターであれば、夏休 

み冬休み春休みの３回は点検を行ってまいりました。やるこ 

とはやっていたのですが、そういう中で、想定を超えた故障 

が起きたものです。今後も十分に注意しながら維持管理して 

いきますのでよろしくお願いします。 

 

 

図書館課長   図書館利用対象者の表現については確かに大げさかなとは 

思いました。ただ、図書館としては、現在利用している方へ 

の対応だけでなく、先々を見据えた取り組みが必要であると 

の思いから、もっと広くアピールしていくためにこのような 

表現にしました。 
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文化財保護課長 ご指摘の形容詞については、意味合いとしては第一線で活 

躍中のというニュアンスでございました。 

またヨコマナについては、文化財保護審議会において、あ 

る委員から何でも今風に縮めるのはどうかという指摘があり、 

公式には使わないように心がけておりました。ただ、小中学 

生が自主的に言うのは構わないと思いますので、どうなるか 

はこれからの考え方だろうと思います。公式の文書には略さ 

ずに記載しております。 

 

 

教育指導課長  小・中連携という場合は中点を使い、小中学校全部という 

意味の場合は中点を使っていません。 

 

 

教育総務部次長 今年度はそのように使っておりますので、昨年とは異なっ 

ております。 

 

 

柴田委員    はい、わかりました。 

 

 

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２ 平成２８年度教育行政方針 

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 議案第２号承認とさ 

せていただきます。 

続きまして、日程第３ 議案第３号 平成２７年度横手市 

一般会計補正予算（第８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。 
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教育総務部次長      ―資料に基づき説明する― 

 

 

二階堂委員長  精査したところ減額見込になるということですね。 

増田小と浅舞小の体育館天井工事は、来年度必ず実施する 

ということでよろしいですね。 

 

 

教育総務部次長 はい、４月早々に発注いたしまして、６月から８月にかけ 

て施工する予定です。 

 

 

二階堂委員長  その間、体育館の使用はできないということですね。 

 

 

教育総務部次長 はい、できません。そのため、主にプールを使う時期を選 

んで改修することにしております。 

 

 

二階堂委員長  はい、わかりました。 

   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３ 議案第３号 平成２７年度 

横手市一般会計補正予算（第８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３ 議案第３号承認とさ 

せていただきます。 

続きまして、日程第４ 議案第４号 平成２８年度横手市 

一般会計予算に関する意見の申出について説明をお願いい 

たします。 

 

 

教育総務部次長     ―資料に基づき説明する― 
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二階堂委員長  ただ今のご説明につきまして、何かご質問ご意見等ござい 

ましたらお願いいたします。 

 私から、朝倉小学校用地の購入について、経緯等説明して 

いただければと思います。 

 

 

 ≪１５:１０ 休憩≫ 

 

≪１５:１６ 再開≫ 

 

 

教育総務部次長 朝倉小学校は現在、８名の方から１万㎡ほど借りています。 

賃料は固定資産税の２％です。これらの土地については、契 

約時に、相手方から買い取りの申出があった場合は市が購入 

することになっております。購入する際は、その年度の土地 

評価額から学校建設時の整地費用や盛土費用を差し引いた㎡ 

単価に面積をかけて算出しております。 

 

 

二階堂委員長  はい、ありがとうございました。 

ほかにございましたらお願いします。 

 

 

柴田委員    西かがやき教室や南かがやき教室の定員は決まっていま 

すか。 

 

 

伊藤教育長   こういった教室は、できるなら来ないほうが良い教室なの 

で、定員という概念はありません。スペース的には、机を並 

べて２０人くらいは入ります。 

 

 

教育指導課長  現在、南かがやき教室は１５名が利用しています。その内 

数名は、居住地の関係で西かがやき教室ができればそちらに 

移る可能性があります。 
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二階堂委員長  地理的な問題がということですね。 

 

 

教育指導課長  そうです。明峰中学校付近から南かがやき教室へ片道４０ 

分ほどかけて親御さんが送り迎えしている方もいるので、西 

かがやき教室ができれば、そちらにかわることもあるという 

ことです。 

 

 

二階堂委員長  よろしいでしょうか。 

 

 

柴田委員    はい、わかりました。 

          

 

二階堂委員長   ほかにございますか。 

 

              ―なし― 

 

二階堂委員長  ないようですので、日程第４ 平成２８年度横手市一般会 

計予算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４ 議案第４号承認と 

させていただきます。 

 

 

≪ 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２８年２月の定例教育委員会を終

了いたします。 


