
 

会  議  録 

年 月 日 平成３０年５月２８日（月） 

開会時刻 午後２時００分 閉会時刻 午後３時００分 

開催場所 条里南庁舎 会議室 

出席委員 二階堂 衛、加賀谷 長吉、今仲 和代、佐々木 雅子 

出席者 教育長 伊藤 孝俊 

教育総務部長 栗田 律子 

教育指導部長 江畑 譲 

教育総務課長 髙橋 純 

文化財保護課長 高橋 輝幸 

図書館課長 佐藤 輝明 

教育指導課長 木村 司 

学校教育課長 木村 雅美 

学校教育課政策監 遠藤 美紀子 

学校給食課長 田代 久和 

（まちづくり推進部） 

生涯学習課課長 播磨 康博 

スポーツ振興課長 加藤 貞純 

会議書記 
教育総務課係長 大塚 昭生 

教育総務課主査 田中 弓子 

 

付議案件   

 議案第１３号 横手市公民館長の任命について 

 議案第１４号 平成３０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５号  横手市図書館協議会委員の委嘱について 

 承認第６号  横手市いじめ対策委員会委員の委嘱について 

 承認第７号  横手市就学支援委員会委員の委嘱について 

 承認第８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 

 

議決・承認事項 

議案第１３号 横手市公民館長の任命について 

 議案第１４号 平成３０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５号  横手市図書館協議会委員の委嘱について 



 

 承認第６号  横手市いじめ対策委員会委員の委嘱について 

 承認第７号  横手市就学支援委員会委員の委嘱について 

 承認第８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 

 

 

              ≪会議要旨≫ 

 

伊藤教育長   暑い日が続きました。寒かったり暑かったりで体調を崩さ

れていないか心配しておりました。それでは、只今より平成

３０年５月定例教育委員会を開催いたします。 

会議録署名委員は、３番加賀谷委員と１番二階堂委員にお

願いします。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します。 

それでは、３の教育長報告に入ります。 

表紙をめくっていただいて、４月２３日から５月２７日ま

での事業報告をします。 

        ４月２３日は、定例教育委員会のある日でしたが、午前中

は政策会議でした。 

        ４月２５日、横手市教育推進委員会、横手北中学校で市内

の小中学校教職員が集まっての委員会でした。 

        ４月２６日、横手市小中学校の教頭会が行われ、新しい会

長さん等が決定されたということです。 

        ４月２７日、横手南中の統合式典が開催されまして、ＰＴ

Ａからの強い希望により、夜の懇談会も開催されました。出

席をさせていただいております。 

        ５月２日、平鹿地区小・中連携教育総会ということで、今

年平鹿中学校区が市の指定を受けております。１０月に公開

がありまして、これからの研究の方向性について、私のほう

から少しだけお話をさせていただきました。 

        ５月６日は、横手温泉郷株式会社 設立記念パーティーが

鶴ヶ池荘で行われました。関係者が一堂に会して、これから

の鶴ヶ池・増田の二つを抱えるわけですが、がんばりたいと

いうお話でありました。 

        ５月７日は、午前中は政策会議、午後は言語活動研究指定

校連絡協議会が行われまして、平鹿地区と横手南中学校区の

先生方が来て開いております。 

        ５月１４日・１５日は政策会議、５月１５日から校長・教 

頭面談が始まりまして、記載の通り行われております。校長



 

には今年一年間の目標について、教頭については、各学校の

課題や教頭としての抱負等をお尋ねしました。 

        ５月１８日、政策会議、午後から校長会の定例会。 

        ５月２１日、最後校長・教頭の面談がございました。 

        ５月２２日は、奨学生の選考委員会が開催されまして、候

補者が決定されています。 

        同日、わか杉カップの実行委員会が開催されました。 

        ５月２３日は初任者研修会がありまして、講話を行いまし

た。下は２３歳から上は４１歳くらいまで各年代の方が来ま

した。 

        同日、守口市議会の行政視察がありまして、私と部長・課

長が対応しております。 

        ５月２４日は、横手市租税教育推進協議会定期総会が行わ

れ、税に関する教室を開いていますが、小学校は昨年全学校

で開かれておりまして大変喜ばれておりました。 

        ５月２５日は教育長訪問がありまして、一番初めに十文字

中学校・睦合小学校に行っております。 

        昨日は横手選抜の野球の大会に行ってきました。 

        以上です。只今のことで、何かご質問がございましたらお

願いします。 

 

              ―なし― 

 

伊藤教育長   ないようですので、４の議事に入りたいと思います。 

日程第１ 議案第１３号 横手市公民館長の任命につい

てを議題といたします。説明をお願いいたします。 

 

生涯学習課長     ―資料に基づき説明する― 

 

伊藤教育長   只今の説明について、何かご質問はありますか。 

 

―なし― 

 

伊藤教育長   ないようですので、日程第１ 議案第１３号 横手市公民

館長の任命について承認していただけますでしょうか。 

 

―異議なし― 

 



 

伊藤教育長   ご異議ないようですので、日程第１ 議案第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３０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

を議題といたします。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― 

 

教育総務担当       ―資料に基づき説明する― 

 

伊藤教育長   ありがとうございます。何かご質問がありましたらお願い

します。 

 

佐々木委員   ５ページの事業番号７・８番ですが、この大きい数字は補

助対象になるかならないかは別として、当初予算へ計上を検

討する予定はなかったのでしょうか。 

 

教育総務課長  これにつきましては、国の補正が決まり次第、前倒しまた

は補正が決定後、市の補正をするという財源確保の打ち合わ

せの中で進めてきたものでありまして、原則的な形ではない

かもしれませんが、結果的に国の補正がつかなかったための

時の補正という形を取らざるをえなかったわけです。 

        国の補正がつけば、このお金を使わなくても良いというこ

とです。 

 

佐々木委員   はい、わかりました。 

 

二階堂委員   今の７・８番ですが財源の内訳の金額がトータル的に同じ

なんですか。どういうわけでこのような内訳になっているん

でしょうか。 

 

教育総務課長  朝倉小学校のほうの金額の内訳は財源が地方債というこ

とで、１，３２０万円、十文字第一小学校のほうは一般財源

で１，３４１万円で、内訳の中身が違う理由ですが、十文字

第一小学校は平成３３年４月に十文字地区の統合小学校と

して生まれ変わることになります。従いまして、地方債をこ

の部分に充ててしまうと返さなければいけない事態が生じ

てしまうこともあります。ということで、財政当局の判断で



 

財源の内訳を有効に振り分けたわけです。 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。ほかにありますか。 

 

                ―なし― 

 

伊藤教育長   ないようですので、日程第２ 議案第１４号 平成３０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― 

 

伊藤教育長   ご異議ないようですので、日程第２ 議案第１４号を承認

させていただきます。ありがとうございます。 

        次に、日程第３ 承認第５号 横手市図書館協議会委員の

委嘱についてを議題といたします。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― 

 

伊藤教育長   これについて何かご質問ございますか。 

 

                ―なし― 

 

伊藤教育長   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― 

 

伊藤教育長   ご異議ないようですので、日程第３ 承認第５号を承認と

させていただきます。 

        次に、日程第４ 承認第６号 横手市いじめ対策委員会委

員の委嘱についてを議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育指導課長       ―資料に基づき説明する― 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。何かご質問はございますか。 

 

二階堂委員   一応確認ですが、ＰＴＡ連合会に関しては１年任期になる



 

はずなので、記載されている方が任期を終えたらまた新しい

方になるのでしょうか。 

 

教育指導課長  はい、その予定です。 

 

伊藤教育長   ２番の退職校長会新任というのを少し説明していただけ

ますか。 

 

教育指導課長  小田島委員ですが、退職校長会の会員であるとともに、ス

クールソーシャルワーカーということで南教育事務所に籍

を置いて活動されている方で、このいじめ対策についての見

識の高い方に委員を委嘱しています。 

 

伊藤教育長   ありがとうございます。ほかにご質問ございますか。 

 

―なし― 

 

伊藤教育長   よろしいですか。では、承認第６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か。 

 

              ―異議なし― 

 

伊藤教育長   ご異議ないようですので、日程第４ 承認第６号を承認と

させていただきます。 

次に、日程第５ 承認第７号 横手市就学支援委員会委員

の委嘱についてを議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育指導課長      ―資料に基づき説明する― 

 

伊藤教育長   只今の説明について何か質問はありますか。これは大きく

メンバーが変わったという、関係機関の職員の所でしょうか。 

 

教育指導課長  はい、異動に伴うものです。 

 

伊藤教育長   よろしいでしょうか。承認第７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。 

 

              ―異議なし― 



 

 

伊藤教育長   ご異議ないようですので、日程第５ 承認第７号を承認と

させていただきます。 

        続いて日程第６ 承認第８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議題といたします。説明を

お願いします。 

 

学校給食課長      ―資料に基づき説明する― 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。何かご質問はございますか。 

 

二階堂委員  （５）学識経験のある者というところで、味水さんが睦保育

園となっておりますが、むつみほいくえんですか。 

 

学校給食課長  はい、「むつみ保育園」のまちがいです。 

 

伊藤教育長   ほかにござませんか。では、承認第８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― 

 

伊藤教育長   ご異議ないようですので、日程第６ 承認第８号を承認と

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― 

 

 

伊藤教育長   これをもちまして平成３０年４月の定例教育委員会を終 

了いたします。 

 

 

 


