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会  議  録 

年 月 日 平成３１年４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、佐々木 雅子、今仲 和代、加賀谷 長吉 

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 木村 司 

教育総務部次長 木村 雅美 

生涯学習課長 森田 博範 

スポーツ振興課長 加藤 貞純 

文化財保護課長 上法 満 

図書館課長 佐藤 輝明 

教育指導課長 岩野 玲子 

学校教育課長 遠藤 美紀子 

学校給食課長 田代 久和 

会議書記 
教育総務課副主幹 宮本 敦 

教育総務課主査 田中 弓子 

 

 

付議案件   

議案第２９号 横手市指定有形文化財の指定について 

議案第３０号 横手市就学援助費交付要綱の一部を改正する訓令について 

承認第 ２号 横手市社会教育委員の委嘱について 

承認第 ３号 横手市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

承認第 ４号 横手市スポーツ推進委員の委嘱について 

 

  

議決事項 

議案第２９号 横手市指定有形文化財の指定について 

議案第３０号 横手市就学援助費交付要綱の一部を改正する訓令について 

承認第 ２号 横手市社会教育委員の委嘱について 

承認第 ３号 横手市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

承認第 ４号 横手市スポーツ推進委員の委嘱について 
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≪会議要旨≫ 

 

伊藤教育長   桜があっという間に咲き、南庁舎前も綺麗になりました。

桜の季節は良いなと改めて思ったところです。 

それでは、ただ今より平成３１年４月定例教育委員会を開

催いたします。 

        会議録署名委員は、２番二階堂委員と４番加賀谷委員にお

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。 

        ３月２２日は、３０年度最後の定例教育委員会がございま

した。 

３月２５日、第３次内示ということで市の定期人事異動の 

内示がありましたが、これは教育委員会関係が主な内示とな

っております。 

        ３月２７日は、ネクスコから交通安全の啓発の記念品贈呈

式ということで、ベルを新入生のためにいただいています。 

        ３月２９日から４月１日にかけまして退職者および定期

人事異動の辞令交付式がありました。 

３月２９日には、横手商工会議所平成３０年度通常議員総

会懇親会に参加しております。 

        ４月２日には、スクールガードリーダーに委嘱状を交付し

まして、その後校長等連絡協議会を午後から行っております。

教育委員の皆様にもご参加いただきました。同じ日、本市に

転入の教職員の連絡会も開催しております。 

        ４月５日、８日は、各校の入学式に出席しております。 

        ４月１０日に、チャレンジデー２０１９実行委員会が松與

会館で開催されました。また、同じくスポーツ推進委員の委

嘱状交付式および懇親会に参加をしました。 

        ４月１２日は、Ｙ８サミット担当者連絡協議会ということ

で、今年度のＹ８サミットの第１回目の話し合いが行われて

います。 

        ４月１５日は、シティハーフマラソン実行委員会が就業改

善センターで行われております。本年度のシティハーフマラ

ソンの様々なことについて協議がなされております。 

        ４月１７日は、小中学校事務共同実施協議会が行われまし

た。事務の先生の異動もありましたので、今年度の方向性に

ついて、話し合いを行いました。 
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        先週の土日にかけては、増田まんが美術館リニューアルオ

ープン式典がまんが美術館で行われました。多数の漫画家の

皆さんにもご参加いただいた盛大なものになりました。 

        ４月２１日は、スポーツ少年団結団式がありまして、ご挨

拶を申し上げております。 

        以上でありますが、何かご質問があり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の議事に入ります。 

        日程第１ 議案第２９号 横手市指定有形文化財の指定

についてを議題とします。説明をお願いします。 

 

文化財保護課長       ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。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。 

 

伊藤教育長   私からですが、横手市史にも掲載されますか。 

 

文化財保護課長 写真の掲載はありませんが、掲載はいたします。 

 

佐々木委員   ５ページ目に他にも５つの尊像が確認されているとあり

ますが、市指定文化財には指定されていますか。 

 

文化財保護課長 ６ページ目に尊像がある寺が記載されていますが、年代が

明らかになっているものが今回のものだけとなっており、他

の尊像については年代が不明なため、文化財指定にはなって

おりません。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 

 

               ―なし― 

 

伊藤教育長   ないようですので、日程第１ 議案第２９号 横手市指定

有形文化財の指定についてをご承認いただけますでしょう

か。 
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              ―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２９号を承認

とさせていただきます。 

        次に、日程第２ 議案第３０号 横手市就学援助費交付要

綱の一部を改正する訓令についてを議題とします。説明をお

願いします。 

 

学校教育課長       ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。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。 

 

佐々木委員   卒業アルバム代等が増えた背景には何があるものでしょ

うか。 

 

学校教育課長  詳しい説明は国からありませんが、貧困が言われている中、

どこの小中学校でも卒業アルバムは作成され、実費を徴収さ

れています。どの子も等しく就学するために必要な経費とし

て支給するものと考えております。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 

 

               ―なし― 

 

伊藤教育長   ないようですので、日程第２ 議案第３０号 横手市就学

援助費交付要綱の一部を改正する訓令についてをご承認い

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３０号を承認

とさせていただきます。 

次に、日程第３ 承認第２号 横手市社会教育委員の委嘱 

についてを議題とします。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長       ―資料に基づき説明― 
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伊藤教育長   ありがとうございました。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。 

 

二階堂委員   今回の委員については、前任者が十文字出身ということで

よろしいでしょうか。 

 

生涯学習課長  そのとおりです。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 

 

               ―なし― 

 

伊藤教育長   ないようですので、日程第３ 承認第２号 横手市社会教

育委員の委嘱についてを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２号を承認と

させていただきます。 

次に、日程第４ 承認第３号 横手市スポーツ推進審議

会委員の委嘱についてを議題とします。説明をお願いしま

す。 

 

スポーツ振興課長      ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。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。 

 

二階堂委員   全員新任という説明でしたが、全員新任でしょうか。 

 

スポーツ振興課長 前任期が平成３１年３月まででした。今回新たに選任さ

れた方は、７番、８番、９番委員となります。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 

 

               ―なし― 
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伊藤教育長   ないようですので、日程第４ 承認第３号 横手市スポー

ツ推進審議会委員の委嘱についてを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４ 承認第３号を承認と

させていただきます。 

次に、日程第５ 承認第４号 横手市スポーツ推進委員

の委嘱についてを議題とします。説明をお願いします。 

 

スポーツ振興課長      ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。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   定数は７７人でしょうか。そうだとすると、増田地域が少

ないと思いますが、バランスはどのように考えておりますか。 

 

スポーツ振興課長 規則で定数は９０名以内と定められております。その中

で、各地区の人数差につきましては、合併前から各地域に、

増田であれば増田地区、西成瀬地区、狙半内地区という地域

ごとに人数が割り振られておりまして、そちらから上がって

くる人数を集約して現在７７名となっております。こちらか

ら何人にしてくださいというお願いはしておりません。全体

で９０名以内であればよろしいでしょうという形を取って

おります。 

 

加賀谷委員   そうすれば、バランスを考えて増田を増やしてほしいとい

うことであれば、９０名以内であれば大丈夫ということでし

ょうか。 

 

スポーツ振興課長 地域からの要望であれば大丈夫です。 

 

二階堂委員   名簿を見ますと男女比はバランス良く取れているように

見えますが、十文字地区は全員男性となっております。女性

の委員がいても然るべきと思いますが、いかがでしょうか。 
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スポーツ振興課長 過去には、十文字地域にも女性の委員がいたことがあっ

たと聞いております。今後、各地域に女性委員の推薦を働き

掛けていきたいと考えております。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 

 

               ―なし― 

 

伊藤教育長   ないようですので、日程第５ 承認第４号 横手市スポー

ツ推進委員の委嘱についてを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４0号を承認

とさせていただきます。これで議事は終わります。 

 

 

≪ 議事終了 ≫ 

 

 

各課長等        ―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３１年４月の定例教育委員会を

終了いたします。 


