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会  議  録 

年 月 日 平成２８年４月２５日（月） 

開会時刻 午後２時００分 閉会時刻 午後３時５５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 皆川 規和 

教育指導部長 佐藤 宣延 

教育総務部次長 髙橋 功 

文化財保護課長 高橋 輝幸 

図書館課長 藤原 正樹 

教育指導課長 髙橋 玲子 

学校教育課長 高橋 純 

学校教育課政策監 遠藤 美紀子 

学校給食課長 上法 満 

（まちづくり推進部） 

生涯学習課長 木村 雅美 

スポーツ振興課長 東海林 宗徳 

会議書記 教育総務課課長代理 冨山 直美 

 

 

付議案件 

議案第１４号 横手市指定有形文化財の指定について 

議案第１５号 第２期横手市教育ビジョンについて 

 承認第  １号 横手市学校評議員の委嘱について 

  

 

 

議決・承認事項 

議案第１４号 横手市指定有形文化財の指定について 

議案第１５号 第２期横手市教育ビジョンについて 

 承認第  １号 横手市学校評議員の委嘱について 
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≪会議要旨≫ 

 

二階堂委員長  ただ今より、平成２８年４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、３番 加賀谷委員、５番 柴田委員にお 

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。 

 

 

 ≪教育長報告の前に、今回から参与に加わる生涯学習課長とスポーツ 

振興課長から自己紹介あり≫ 

 

 

伊藤教育長   機構改革により、昨年度スポーツ振興課と生涯学習課が委 

員会から離れましたが、１年経過してみて、どんな動きをし 

ているのかということを、今月から教育委員会に出ていただ 

いて、委員の皆様に情報提供をし、また、委員の皆様からご 

質問等があれば答えていただくということでご参加をお願 

いしました。お忙しい中ご快諾いただきましたので、何卒よ 

ろしくお願いいたします。 

それでは、３月２８日から４月２４日までの教育長報告を 

申し上げます。 

３月３０日、クリーンプラザよこての竣工式がございまし 

た。４月から本格稼働に入っておりまして、環境教育等で特 

に小学生の研修施設としても大事にしていければなと思っ 

ています。 

 ３月３１日から４月１日にかけて、辞令の交付等々がござ 

いまして、教育委員の皆様にも１日には辞令交付や委員長訓 

示等でご難儀をおかけいたしました。 

４月４日、第１回校長等連絡協議会を開催致しまして、今 

年度の重点項目等についての共通理解を図ったところでご 

ざいます。また、当市に転入された教職員向けのパソコンの 

利用の仕方等、横手市ならではの部分についての連絡を行っ 

たところでございます。 

４月５日、今年もスクールリーダーを３名お願いすること 

になりましたので、委嘱状を交付し、昨年の反省をもとに今 

年の活動について話し合いをしたところであります。 
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４月７日と８日には小中学校の入学式がございまして、教 

育委員の皆様にも大変ご難儀をおかけいたしました。 

４月１５日、１回目のＹ８担当者会議を開催しています。 

これまで２年間、議会も含めましてＹ８の活動をしてまいり 

まして、順調に各中学校の連携が図られているところであり 

ますが、今年３年目を迎え、１１月にＹ８の議会を予定して 

おりますが、もう一歩踏み込んで、自分たちの生活にのみ視 

点を置くのでなく、広く横手市ということを意識した考え方 

を醸成することや、１８歳からの選挙権を意識した主権者教 

育の一環としても中学生の発言を議会に届けるというのは 

方向として良いことではないかと考えまして、今年の議会は 

横手市の現状を中学生の目で見ていただいて、何か政策提言 

のようなものができればと考えております。活動を進めるな 

かで問題等も出てくると思いますが、選挙管理委員会や議員 

の皆様にお願いしながら進めていければと思っております。 

４月１７日、スポーツ少年団の団結式がありました。大雑 

把に言って、小学生４，０００人のうち１，６００人ほどの 

子どもたちがスポ少に入っています。サッカーは特に人数が 

多かったのですが、スポーツの種類によってだいぶ人数に偏 

りがあるなと感じました。 

４月２１日から２２日にかけて、東北都市教育長協議会の 

定期総会が男鹿市でありましたので、出席してまいりました。 

情報交換においての主な議題は、これからの小学校での英語 

教育をどうするか、土曜教室をどのような形で行っているか、 

放課後の教育についてどうしているか、ネットトラブルに対 

してどんな活動をしているかなどでした。 

４月２３日、快晴のもと、横手北小学校の開校式が行われ 

ました。５００名ほどの参加者で、市教委職員も準備から従 

事して滞りなく行うことができました。委員の皆様にもご難 

儀をおかけいたしました。 

以上で報告を終わります。 

 

 

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。 
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―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１４号 横手市指定有形文化財の指定 

について説明をお願いいたします。 

 

文化財保護課長     ―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。 

        参考までにお伺いしますが、今回八幡神社の本殿が指定さ 

れておりますが、お宮さんはほとんどが古い建物です。今後 

もお宮さんを指定していくという予定はあるのでしょうか。 

 

 

文化財保護課長 神社仏閣については、今のところ特定の物件を想定してい 

るものはありません。 

 

 

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１４号 横手市指定 

有形文化財の指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１ 議案第１４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１５号 第２期横手市教育 

ビジョン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。 
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柴田委員    ３点ほどお伺いします。 

 １点目は、２０ページの中ほどに「・・・人口減少の要因 

の一つは若年層の人口流出であり、これを食い止めるために 

・・・」とありますが、教育というよりも仕事がないとかと 

いうことが大きな原因だと思うので、この文章がピンと来な 

いのですが、どういう意図でこの表現にしたのでしょうか。 

２点目は、細かいことですが、「子ども」と「子供」とい 

う表記が混ざっているので統一したほうが良いと思うので 

すがどうでしょうか。 

３点目は、１８ページに「デフレの影響が陰を落としてい 

ます。」という表現があるのですが、影響がそもそも影なの 

で、さらに陰を落とすという表現はどうなのかなという感じ 

がしました。 

この３点についてご教示いただければと思います。 

 

 

二階堂委員長  では、1 点目からお願いします。 

 

  

伊藤教育長   これは、そもそも県がふるさと教育においてこれまでのよ 

うに美しい表現で「ふるさとを愛しましょう」というレベル 

ではない、もう一歩踏み込んだ形で「流出しないで」とお願 

いしなければいけないレベルだということを言っておりま 

して、確かに若干違和感を覚える表現ではあるのですが、危 

機感を持たなければいけないということでこのようにしま 

した。この部分の主眼は、子どもたちに自分の出身地区だけ 

でなく、横手市全体に発想を広げていくようにするというこ 

とでして、大人になった時に、新たな情報発信の起爆剤にな 

るだろうと思っています。県教委も人口流出についてはかな 

り踏み込んだ表現を用いておりますので、そのような県教委 

の動きや地方創生の動きをくみ取っての表現にしてみまし 

たので、ご理解いただければと思います。 

 

 

教育総務部次長 ２点目については「子ども」で統一いたします。 
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伊藤教育長   ３点目についても、確かに強い表現ではありますが、あえ 

て強調する意味で、この表現にいたしました。 

 

 

柴田委員    はい、そのような理由があってのことだとすればわかりま

した。 

 

 

二階堂委員長  ほかにございましたらお願いします。 

 

 

加賀谷委員   ２８ページの施策の展開についてですが、スポーツのまち 

づくりの推進という観点から、横手アリーナの件で大変落胆 

した者の一人なのですが、この施策を推進していくためには、 

既存の施設にお金をかけ続けるという風に解釈してよろしい 

のでしょうか。 

 

 

スポーツ振興課長 今ある施設のうち、ＦＭ計画のなかで長寿施設というも 

のについては、お金をかけて長い期間使っていくということ 

が前提でございます。ただ、体育館の耐用年数を４７年とし 

ますと、増田体育館を除くほとんどの体育館が１０年以内に 

耐用年数になります。担当レベルとしては、今後１０年から 

１５年以内に新しい施設が必要になってくるのではないかな 

と思っております。 

 

 

加賀谷委員   私もスポ振課長の言うとおりだろうなと思います。大会を 

誘致・開催する度にキャパの問題がついて回っているという 

現状ですので、いち早く打破していただきたいというのが、 

委員会を離れた個人としての願いを含めた思いです。 

 

 

 ≪１４:３２ 休憩≫ 

 

≪１４:４０ 再開≫ 
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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、日程第２ 議案第１５号 第２期横手 

市教育ビジョン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１５号承認と 

させていただきます。 

続きまして、日程第３ 承認第１号 横手市学校評議員の 

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。 

        私から質問いたします。この所属・役職等欄が空欄になっ 

ている方が３名ほどいらっしゃいますが、元ＰＴＡ役員だっ 

たとか何かしらのものがないのでしょうか。 

 

 

教育指導課長  各校から報告をいただいた際に空欄になっている方々につ 

いては、学校に確認したところもございますが、現職を退い 

ているということで記入しておりません。ただし、今お話し 

がありましたように、以前どういった形で、学校あるいは地 

域の中で貢献されていらっしゃったかということが明らかに 

なったほうがよろしいかと思いますので、この後、学校と再 

度連絡を取りまして確認して記入していくようにしたいと思 

います。 

 

 

二階堂委員長   できましたら、そのようにお願いします。 

では、ほかにございますでしょうか。 
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              ―なし― 

 

二階堂委員長  ないようですので、日程第３ 承認第１号 横手市学校評 

議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１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４月の定例教育委員会を終

了いたします。 

 

 

 


