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会  議  録 

年 月 日 平成２９年５月２２日（月） 

開会時刻 午後２時００分 閉会時刻 午後２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、加賀谷 長吉、今仲 和代、佐々木 雅子 

その他 

出席者 

教育総務部長 見田 貞一郎 

教育指導部長 髙橋 玲子 

教育総務部次長 髙橋 純 

文化財保護課長 高橋 輝幸 

図書館課長 内藤 郁子 

教育指導課長 江畑 譲 

学校教育課長 木村 雅美 

学校給食課長 冨山 直美 

（まちづくり推進部） 

スポーツ振興課長 渡邉 一 

会議書記 
教育総務課係長 大塚 昭生 

教育総務課主査 高橋 慎 

 

付議案件 

議案第１３号 横手市立小中学校長等に対する事務委任規程の一部を改 

正する訓令について 

議案第１４号 平成２９年度横手市一般会計補正予算（第１号）に関する

意見の申出について 

承認第 ２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 

承認第 ３号 横手市就学支援委員会委員の委嘱について 

承認第 ４号 横手市社会教育委員の委嘱について 

承認第 ５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１３号 横手市立小中学校長等に対する事務委任規程の一部を改 

正する訓令について 

議案第１４号 平成２９年度横手市一般会計補正予算（第１号）に関する

意見の申出について 

承認第 ２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 
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承認第 ３号 横手市就学支援委員会委員の委嘱について 

承認第 ４号 横手市社会教育委員の委嘱について 

承認第 ５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  本日も国道の温度計では３０度となっておりましたけれど

も、ようやくこの秋田にも横手にも暑い夏がやってくるんだ

なと感じてる次第でありますが、大変お忙しい中お集まりい

ただきまして誠にありがとうございます。 

それでは、ただ今より平成２９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、５番 今仲委員と３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   １ページ目をお開きいただきまして、４月２４日から５月 

２１日までの参加行事について、ご説明申し上げます。 

 ４月２４日、政策会議そして定例の教育委員会がございま 

した。 

 ４月２５日そして２６日は、それぞれ校長会、教頭会がご 

ざいまして参加をしております。この日で、校長会、教頭会 

それぞれの一年間の活動計画等々が決定したということにな 

ります。 

 ４月２７日は、委員の皆様にもご参加いただきました教育 

推進委員会の総会が横手北中で行われております。 

 ５月１日には研究指定校連絡協議会が開催されまして、平 

鹿地区に研究指定をするというもので、来年度平鹿中学校区 

が公開研究会を開催するという運びになるものです。 

 ５月４日は、市の事業の最終選考ということで、昨年度頑 

張った取り組みについての選考会がございました。 

 ５月１５日月曜日から１９日の金曜日まで１週間かけて、 

それぞれの中学校区ごとに校長、教頭の人事評価に関する面 

接を行いまして、併せてそれぞれの中学校、小学校各校の課 

題について、私からお願いをしたり指示をしたりと共通理解 
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を図ってまいりました。 

 ５月１８日は、校長会の定例会がございまして、５月１９ 

日の金曜日には芸術文化協会の表彰式に参加をしております。 

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。 

 

―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１３号 横手市立小中学校長等に対する 

事務委任規程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。 

 

教育総務課長     ―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、何かご意見ご質問がございま 

したらお願いいたします 

         

佐々木委員   ただいまの説明の訓令の改正と事務委任規程の一部改正

はセットで改正になるものと思います。 

        それで、「横手市長の権限に属する事務の委任及び補助執

行に関する規則」の今回新たになる第４条第３項はどういっ

た文言になるのでしょうか。 

        今回規則の一部改正する規則で付け加えられるものなん

でしょうか。 

 

≪１４：１５ 休憩≫ 

 

≪１４：２０ 再開≫ 

 

教育総務課係長 第４条は、事務の補助執行を規定しておりまして、第３項

には、「前項の規定にかかわらず、校長等に補助執行させる

事務の決裁については、別に定める」という文言になってお

ります。 
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佐々木委員   別に定めるが、「横手市立小中学校長等に対する事務委任

規程」になってるということですね。 

 

教育総務課長  はい、そのとおりです。 

 

二階堂委員長  よろしいですか。 

 

佐々木委員   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。 

よろしいでしょうか。 

 

              ―なし― 

 

二階堂委員長  ないようですので、日程第１ 議案第１３号 横手市立小

中学校長等に対する事務委任規程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。 

 

             ―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１３号を承認 

とさせていただきます。 

続きまして、日程第２ 議案第１４号 平成２９年度横 

手市一般会計補正予算（第１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。 

         

佐々木委員   図書購入費が、十文字地域の学校に限っているのはどうい

うことでしょうか。 

 

教育総務課長  今年度、十文字地区の小中学校が学力向上指定校というこ

とで指定をされておりますので、より良い学力の向上に向け

て十文字地区の皆さんに図書購入費として配布したもので

す。 
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二階堂委員長  よろしいですか。 

 

 

佐々木委員   はい、わかりました。 

 

二階堂委員長  今回指定校という形での割振りといいますか、学校規模に

も反映される金額で出されているということでよろしいで

すね。 

        指定校ということで、次はどこになるかわからないという

ことですか。 

 

伊藤教育長   来年は、平鹿地区になります。 

 

二階堂委員長  ありがとうございました。 

        幸福会館の事故というのは、新聞に出たものですよね。 

        万全を期すということで、今回対策が立てられ補正額が決

まるということですね。 

        ほかにございましたらお願いいたします。 

        よろしいでしょうか。 

 

              ―なし― 

 

二階堂委員長  ないようですので、日程第２ 議案第１４号 平成２９年

度横手市一般会計補正予算（第１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２ 議案第１４号を承 

認とさせていただきます。 

続きまして、日程第３ 承認第２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をお願いいたします。 

 

学校給食課長     ―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。 
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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２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３ 承認第２号を承認 

とさせていただきます。 

続きまして、日程第４ 承認第３号 横手市就学支援委員 

会委員の委嘱について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。 

 毎年このような形で専決事項として挙がってくるわけです 

けれども、殆どの人員が決まるまでというか、例えば会長職 

ですとかが決まるこの時期にずれての承認という形になるの 

でしょうか。 

 殆どそういう形でお名前が挙がってくるということでよろ 

しいでしょうか。 

 

教育指導課長  はい、人事異動後に総会が開催されますので、この時期に 

なってしまいます。 

 

二階堂委員長  ありがとうございました。 

        ほかにございませんか。 

        よろしいでしょうか。 

 

              ―なし― 

 

二階堂委員長  ないようですので、日程第４ 承認第３号 横手市就学支

援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。 
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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４ 承認第３号を承認 

とさせていただきます。 

続きまして、日程第５ 承認第４号 横手市社会教育委員 

の委嘱についてをお願いいたします。 

 

教育総務課長     ―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  ないようですので、日程第５ 承認第４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５ 承認第４号を承認 

とさせていただきます。 

続きまして、日程第６ 承認第５号 横手市図書館協議会 

委員の委嘱について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、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６ 承認第５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―  

 

二階堂委員長  ご異議ないようですので、日程第６ 承認第５号を承認 

とさせていただきます。 
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≪ 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２９年５月の定例教育委員会を終 

了いたします。 

 

 

 


