
 1

会  議  録 

年 月 日 平成２８年３月２８日（月） 

開会時刻 午後３時００分 閉会時刻 午後４時１５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、加賀谷 長吉、今仲 和代 

欠席委員 柴田 康裕 

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 

学校給食課副主査 土田 学 

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 ６号 横手市不登校適応指導教室設置規則の一部を改正する規 

則について 

議案第 ７号 横手市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規 

       則及び横手市就学指導委員会規則の一部を改正する規則 

について 

 議案第 ８号 横手市学校生活サポート員に関する要綱の制定について 

 議案第 ９号 第２期横手市教育ビジョンについて（取り下げ） 

 議案第１０号 横手市教育委員会事務部局職員の任免について 

 議案第１１号 横手市いじめ対策委員会委員の委嘱について 

 議案第１２号 横手市社会教育委員の委嘱について 

 議案第１３号 横手市図書館協議会委員の委嘱について 

 



 2

 

議決事項 

議案第 ６号 横手市不登校適応指導教室設置規則の一部を改正する規 

則について 

議案第 ７号 横手市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規 

       則及び横手市就学指導委員会規則の一部を改正する規則 

について 

 議案第 ８号 横手市学校生活サポート員に関する要綱の制定について 

 議案第１０号 横手市教育委員会事務部局職員の任免について 

 議案第１１号 横手市いじめ対策委員会委員の委嘱について 

 議案第１２号 横手市社会教育委員の委嘱について 

 議案第１３号 横手市図書館協議会委員の委嘱について 

 

 

≪会議要旨≫ 

 

 

二階堂委員長  年度末の大変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３月の定例教育委員会を 

開催いたします。 

始めます前に、本日５番の柴田康裕委員から欠席届が出さ

れておりますのでご報告申し上げます。 

会議録署名委員は、２番 私二階堂と、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   今年度も終わろうとしておりますが、まずは今年も大変あ 

りがとうございました。 

それでは、２月１５日から３月２７日までの分についてご 

報告申し上げます。 

２月１６日、１７日に小中学校長の勤務評価面接を行いま 

した。これは、市役所もそうなんですが、年度の個人目標を 

設定して、それに対する本人評価を基にしながら、今年一年 

を振り返るとともに、今後はこういうところを頑張ってほし 

いというようなことを話し合う面談でございます。一応、評 
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価面接でありますから、項目ごとにＡとかＢとかを付けてご 

本人にお返しをするということになっております。 

教頭、教諭は学校長が同じように面接をして市教委に報告が 

上がってくるという形になっております。 

２月１８日に３月定例会の議案説明会があり、２４日から 

議会が始まりまして、３月１８日まで本会議や委員会が行わ 

れました。 

３月議会においては、既にご存知のように横手アリーナが話 

題の中心ということで、このアリーナの件と、旧大雄中学校 

の敷地にハウスをいっぱい作って野菜等を栽培するという 

２つの案件が否決されました。 

教育委員会関係では、横手を学ぶ郷土学についていくつかご 

質問を受けましたが、無事に予算が通りましたので、いよい 

よ具体的に準備に入ろうとしているところでございます。 

ただ、委員会の中で、十文字中学校周辺の道路整備について 

の質問が相次ぎまして、簡単に言うとたくさん造らないとう 

まくないんじゃないかというような趣旨でしたが、１月下旬 

に最終的な打合せを行って、すぐに３月議会に何本かの道路 

整備の状況を説明するというのは現実的に無理であるとい 

うことと、周辺道路の整備については慎重に検討する必要が 

あること、道路整備よりも街灯整備のほうが急務だろうとい 

うようなことを、私も委員会に出席させていただいて説明し 

て納得していただきました。十文字地区統合小学校の件に関 

しては、これから本格的に準備に入るということで、今後、 

十文字中隣に十文字統合小学校を建てることが決まった旨 

を地元の方々にお知らせし、ＰＴＡへの説明などをしていき 

ます。 

西かがやき教室についてもいくつかご質問を受けましたが、 

４月から開くことになりましたのでご報告申し上げます。３ 

月末で退職する校長先生と、カウンセラーの資格取得勉強中 

の若い男性の２名を配置する予定です。４月当初から何人か 

が通級してくるという状況ではないだろうと思いますので、 

西かがやき教室の職員２名がいつも待っているということ 

ではなく、例えば明峰中に行って積極的に関わりを持つとい 

う風にしていければと思っているところであります。 

２月２６日、３月９日の人事異動協議は市職員に関するも 

のです。 

３月１日、県南図書館協議会がサンサン横手で行われて、 
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ご挨拶をしてきました。 

同じ日、臨時教育委員会がございまして、教職員の人事につ 

いてご承認を得ました。 

３月１０日、北都銀行との包括連携協定調印式がございま 

した。地方創生に関わる部分でお互いに情報を共有しながら、 

様々な事業を円滑に進められるようにしましょうというも 

のです。 

３月１２日、１３日は中学校の卒業式、１５日、１６日は 

小学校の卒業式ということで委員の皆様にもご難儀をおか 

けいたしました。 

３月１７日、青少年問題協議会が市民会館で行われました。 

主な議題は情報端末の利用の仕方についてでした。また、警 

察からは、非行等は減ってきているというご報告がありまし 

た。 

また、この日は龍神ＮＩＰＰＯＮの歓迎レセプションに出席 

し、その後合宿している間に何回か顔を出しました。 

３月１９日は市民交流会ということで午前中ずっと見学 

をさせていただきました。 

３月２２日夜、医療懇談会がございまして、教育委員会の 

関係では、歯が折れたりしたときに入れておく液体を各校で 

準備するようにとのお話しがありました。 

３月２３日、文化財保護審議会があり、文化財登録の案件 

について審議が行われております。 

３月２５日、横手商工会議所の通常議員総会懇親会に出席 

しました 

 主な参加行事等については以上でございます。 

新年度についてのご報告でございますが、委員の方々から 

もご心配の言葉があった生涯学習課についてですが、どうし 

ても学校と近い形で実施しなければいけない事業について 

は教育委員会で事務取り扱いをする方がスムーズに行われ 

るだろうということもあり、市長部局と検討した結果一人を 

教育委員会に戻すというか配置することになりました。 

もう一つは、４月の教育委員会から、スポーツ振興課と生 

涯学習課も出席していただいて、それぞれの事業の進捗状況 

についてご説明をしていただくということで話し合いまし 

たので、教育委員の皆様にも状況が分かって良いのではない 

かと思っております。 

以上です。 
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二階堂委員長  ありがとうございました。 

ただ今のご説明につきまして、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、次に移ります。 

４の議事でございます。日程第１ 議案第６号 横手市 

不登校適応指導教室設置規則の一部を改正する規則につ 

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、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  西かがやき教室がどのような施設か見学させていただけ 

るとありがたいのですが。 

 

 

伊藤教育長   ４月当初から通級する子供さんがいるというわけではな 

いので対応は可能です。 

 

 

二階堂委員長  新年度の体制になったら、日程調整してくださるようにお 

願いします。 

        質問はございませんか。 

 

              ―なし― 

 

二階堂委員長  ないようですので、日程第１ 議案第６号 横手市不登 

校適応指導教室設置規則の一部を改正する規則について 
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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６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７号 横手市教育委員会教 

育長に対する事務委任等に関する規則及び横手市就学指導委 

員会規則の一部を改正する規則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。 

 

              ―なし― 

 

二階堂委員長  ないようですので、日程第２ 議案第７号 横手市教育委 

員会教育長に対する事務委任等に関する規則及び横手市就学 

指導委員会規則の一部を改正する規則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７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８号 横手市学校生活サポ 

ート員に関する要綱の制定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、何かご質問ご意見等ございま 
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したらお願いいたします。 

 

 

伊藤教育長   今までは明確に規定がなかったということか。 

 

 

教育指導課長  事業そのものはあり、学校の生活支援のためにサポート員 

を雇用して支援をしていましたが、明確に職務等を規定した 

ものがなかったので、市と協議したところ、要綱を定めた方 

が良いということになり制定に至りました。 

 

 

二階堂委員長  今までなかったというのが意外な感じがしますけれども、 

このように規定することでサポート員になられる方にも職 

務がより明確になるということですね。 

   質問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８号 横手市学校生 

活サポート員に関する要綱の制定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８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１０号 横手市教育委員会 

事務部局職員の任免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。 

 

              ―なし― 
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二階堂委員長  ないようですので、日程第４ 議案第１０号 横手市教育 

委員会事務部局職員の任免について 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１０号承認と 

させていただきます。 

続きまして、日程第５ 議案第１１号 横手市いじめ対策 

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― 

 

 

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。 

 

              ―なし― 

 

二階堂委員長  ないようですので、日程第５ 議案第１１号 横手市いじ 

め対策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５ 議案第１１号承認と 

させていただきます。 

続きまして、日程第６ 議案第１２号 横手市社会教育委 

員の委嘱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。 
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              ―なし― 

 

二階堂委員長  ないようですので、日程第６ 議案第１２号 横手市社会 

教育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６ 議案第１２号承認と 

させていただきます。 

続きまして、日程第７ 議案第１３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。 

家庭教育というカテゴリーがありますがどのようなもの 

かご説明していただけますか。 

 

 

図書館課長  児童クラブのボランティアなどをされていて子供さんのこ

とについて詳しく、増田図書館についてもいろいろアドバイス

をいただけると思われる方と、横手図書館で読み聞かせボラン

ティアを行っている会の会長さんの２名です。 

 

 

二階堂委員長  はい、わかりました。ありがとうございます。 

        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７ 議案第１３号 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―  
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二階堂委員長  ご異議ないようですので、日程第７ 議案第１３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３月の定例教育委員会を終

了いたします。 

 

 

 


