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会  議  録 

年 月 日 令和元年５月２７日（月） 

開会時刻 午後１時５５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 佐々木 雅子、今仲 和代、加賀谷 長吉 

欠席委員 二階堂 衛 

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 

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３１号 令和元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 

議案第３２号 工事請負契約の締結に関する意見の申出について 

承認第 ５号 横手市スポーツ奨励員の委嘱について 

承認第 ６号 横手市図書館協議会委員の委嘱について 

承認第 ７号 横手市学校評議員の委嘱について 

承認第 ８号 横手市いじめ対策委員会委員の委嘱について 

承認第 ９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 

報告第 １号 横手市立小学校及び中学校における令和元年度秋季休業日の 

臨時措置について 
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議決事項 

議案第３１号 令和元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 

議案第３２号 工事請負契約の締結に関する意見の申出について 

承認第 ５号 横手市スポーツ奨励員の委嘱について 

承認第 ６号 横手市図書館協議会委員の委嘱について 

承認第 ７号 横手市学校評議員の委嘱について 

承認第 ８号 横手市いじめ対策委員会委員の委嘱について 

承認第 ９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   本日は、２番二階堂委員より欠席届が提出されております

のでご報告申し上げます。 

それでは、ただ今より令和元年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、１番佐々木委員と３番今仲委員にお願

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。 

        ４月２２日は、定例教育委員会、政策会議がございました。 

        生涯学習関係で４月２３日は奨励員協議会の総会、４月２

５日は社会教育委員会議、公民館長会議がありました。 

        ４月２４日は教育推進委員会総会がありました。全員の先

生方に集まってもらっての総会ということで、本年度の方針

についてお話させていただいております。 

        ４月２５日、２６日はそれぞれ教頭会、校長会の総会があ

りました。 

        ５月１日はプロ野球イースタンリーグの公式戦がありま

した。 

        ５月７日は政策会議、５月９日は今年公開される横手南中

学校区の連絡協議会を行っております。 

        また、５月１０日に十文字中学校区、記載漏れですが、５

月１３日に横手明峰中学校区、１４日に増田中学校区、平鹿

中学校区、５月１５日に横手北中学校区で校長教頭面談があ

りました。 

        ５月１５日、横手北中学校区の連絡協議会を開催しまして、

来年度の公開に向けての協議を行ったところです。 
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        同じく５月１５日、バスケットの３×３の歓迎レセプショ

ンが行われまして、週末まで合宿が行われております。 

        ５月１７日、２０日は政策会議が行われております。 

        ５月２１日は、高校バレーですが、わか杉カップ実行委員

会が行われております。 

        ２２日から３日間にわたって、全国伝統的建造物群保存地

区協議会総会及び研修会等が行われました。 

        ５月２３日には、横手警察署との協定締結式が行われまし

た。車内カメラの情報を何かの際には協力しながら提供して

いくというような締結であります。 

        ５月２３日は校長会の定例会、５月２４日には、朝霞市議

会の教育行政視察がありまして、横手市の教育行政全般につ

いてお話を申し上げました。 

        ５月２４日は奨学生の選考委員会が行われました。６名の

奨学生が選考されました。 

        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３１号 令和元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します。 

説明をお願いします。 

 

教育総務課長       ―資料に基づき説明― 

 

教育総務担当       ―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   事業番号９番、スポーツ振興費についてですが、寄附金を

スポーツ振興に充ててくださいという内容の寄附金である

ということがわかりました。寄附された５０万円全額を補助

金で外郭団体に出すのであれば、市を経由しないで直接体協

に寄附した方が分かりやすいのではないかと思いました。寄

附を受けるときに、体協へ充ててくださいというものだった
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のでしょうか。 

 

スポーツ振興課長 スポーツ振興だけではなく、市全体で寄附を毎年いただ

いている業者さんでございます。行政機関への寄附は税制

で優遇を受けられるというものがございまして、税制対策

として受け取ってもらえれば良いと思います。 

 

佐々木委員   補助金として出すということは、体協への補助が市全体と

して薄かったので、少し厚めにしたと理解してよいでしょう

か。 

 

スポーツ振興課長 補助を出すということで、我々で事業計画を徴収いたし

まして、それに基づいた事業を行ってもらうことにしてお

ります。具体的なところでは、７月に健康祭り、１０月に

は、毎年行っておりますが、横手わか杉旗という優勝旗を

争奪する東北地区の中学校野球大会を開催する予定です。

その他指導者を対象とした研修を行うという内容で、５０

万円の補助をいただいて実施する計画をいただいており

ます。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 

 

加賀谷委員   事業番号３番ですが、これは事業を特定した寄附ですか。 

 

伊藤教育長   特定されている寄附でした。かつて南かがやきに関係した

方のようでした。 

 

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３１号 令和元年度

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１ 議案第３１号を承認
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とさせていただきます。 

        次に、日程第２ 議案第３２号 工事請負契約の締結に関

する意見の申出についてを議題とします。説明をお願いしま

す。 

 

教育総務課長       ―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   仙北市の庁舎建設で契約の不落が生じているニュースを

見ますが、今回の入札は一度で決まったものでしょうか。 

 

教育総務課長  私どもも心配しておりましたが、一回の入札で決まってお

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３２号 工事請負契

約の締結に関する意見の申出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３２号を承認

とさせていただきます。 

次に、日程第３ 承認第５号 横手市スポーツ奨励員の委

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。 

 

               ―なし― 
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伊藤教育長   ないようですので、日程第３ 承認第５号 横手市スポー

ツ奨励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 横手市図書館協議会委員

の委嘱についてを議題とします。説明をお願いします。 

 

図書館課長        ―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。 

 

               ―なし― 

 

伊藤教育長   ないようですので、日程第４ 承認第６号 横手市図書館

協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 横手市学校評議員の委嘱

についてを議題とします。説明をお願いします。 

 

教育指導部長      ―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    表に市役所の勤務の有無が書かれておりますが、何か理 

由はあるのですか。 

 

教育総務課長  市役所に勤務している職員には、報酬はお支払いしており

ませんので、その関係でここに記載されているものです。 
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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７号 横手市学校評

議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７号を承認と

させていただきます。 

次に、日程第６ 承認第８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します。説明をお願いします。 

 

教育指導部長      ―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   ２１ページの件名 いじめ対策委員会議員になっていま

すが、委員ですよね。 

 

教育指導部長  訂正いたします。失礼いたしました。 

 

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６ 承認第８号 横手市いじめ

対策委員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６ 承認第８号を承認と

させていただきます。 

次に、日程第７ 承認第９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します。説明をお願い
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します。 

 

学校給食課長      ―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。 

 

               ―なし― 

 

伊藤教育長   ないようですので、日程第７ 承認第９号 横手市いじめ

対策委員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７ 承認第９号を承認と

させていただきます。 

次に、最後になりますが、日程第８ 報告第１号 横手 

市立小学校及び中学校における令和元年度秋季休業日の臨

時措置についてを議題とします。説明をお願いします。 

 

教育総務課長      ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長   以前、委員の皆様にはお知らせしておりましたが、改めて

文書として正式に報告させていていただいたものです。ただ

今の説明をもって、日程第８ 報告第１号 横手市立小学校

及び中学校における令和元年度秋季休業日の臨時措置につ

いて報告とさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願

いいたします 

 

 

≪ 議事終了 ≫ 

 

 

―各課長から事業報告等あり― 

 

伊藤教育長   これをもちまして令和元年５月の定例教育委員会を終了 

いたします。 


