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会  議  録 

年 月 日 令和元年１１月１８日（月） 

開会時刻 午後１時５５分 閉会時刻 午後３時４０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 

生涯学習課長代理 横井 朗 

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３７号 令和元年度横手市一般会計補正予算（第３号）に関する意見の 

申出について 

議案第３８号 工事請負契約の変更に関する意見の申出について 

議案第３９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 

議案第４０号 横手市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則について 

議案第４１号 横手市雄物川福地コミュニティセンター設置条例に関する意 

見の申出について 

議案第４２号 使用料の見直し等に伴う関係条例の整備に関する条例に関す 

る意見の申出について 

 

 

議決事項 

議案第３７号 令和元年度横手市一般会計補正予算（第３号）に関する意見の 
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申出について 

議案第３８号 工事請負契約の変更に関する意見の申出について 

議案第３９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 

議案第４０号 横手市立図書館管理運営規則の一部を改正する規則について 

議案第４１号 横手市雄物川福地コミュニティセンター設置条例に関する意 

見の申出について 

議案第４２号 使用料の見直し等に伴う関係条例の整備に関する条例に関す 

る意見の申出について 

 

≪会議要旨≫ 

 

教育総務課長  会議を開催する前に皆さまにご報告いたします。 

        先週金曜日に開催されました市議会臨時会において、今仲

和代氏が議会の同意を得て教育委員に任命され、本日市長よ

り辞令交付がございました。 

        任期は、令和元年１１月１７日から令和５年１１月１６日

までです。 

        ここで今仲委員より一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

              （今仲委員あいさつ） 

 

伊藤教育長  ありがとうございました。 

       今仲委員におかれましては、今後ともよろしくお願いいたし 

ます。 

それでは、ただ今より令和元年１１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２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。 

  １０月２１日から１１月１７日までの主な参加行事等に

ついてご報告申し上げます。 

        １０月２１日は、定例教育委員会がございました。 

２３日は、雄物川庁舎建設工事の安全祈願祭が行われま

した。同じく２３日、校長会１０月定例会がありました。 

        ２５日は、秋田県算数・数学教育研究（横手）大会が、横

手北中学校、横手北小学校を会場に行われ、算数、数学の先

生方が両校に集いまして、授業を公開しております。 
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        ２６日は、奥羽横断駅伝競走大会、高校生の部の表彰式が

本庁舎前で行われ、出席してきました。 

        ２９日は、横手わか杉カップ東日本中学バレーボール大会

実行委員会が行われまして、今月末から来月にかけて行われ

る大会について話し合われております。 

        ３０日は、政策会議、定例記者会見が行われています。 

        ３１日は、雄物川小学校に今年最後の教育長訪問に行って

います。同じ日ですが、愛媛県内子町教育委員会の教育委員

の方々の視察を受け入れています。 

        １１月１日は、政策会議。 

２日は、職員採用試験第２期２次試験ということで、面接

を行っております。 

５日は、議会１１月臨時会議案説明会。 

７日は、埼玉県川島町教育委員会の教育視察。 

８日は、委員の皆様にもご参加いただきました、言語活動

の充実による学力向上推進事業公開研究会、大変大きな成果

を収めながら、子供たちの頑張りを見て大変頼もしく感じた

一日になりました。 

１２日は、県南地区教育長会議が行われ、新年度の人事異

動に関する打合せを行っております。 

１３日は、滋賀県彦根市議会の教育視察を受けております。 

１４日は、職員採用試験最終合格者判定会議がございまし

た。同じく１４日、Ｙ８サミット創快横手市議会が開催され、

それぞれの代表の中学生の議員振りを十分に発揮してくれた

市議会になり、これも大変頼もしく感じました。 

１５日は、市議会１１月臨時会がありました。議員の後半

２年間の新しい体制づくりという臨時議会になりました。合

わせて、教育委員の選任も同意いただいたということになり

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。 

     それでは、日程第１ 議案第３７号 令和元年度横手市一般 

会計補正予算（第３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。 
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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   今回の補正の特定財源が寄附金になっており、大変ありが

たいことだと思います。今回は、ドローンと図書を購入する

予定となっていますが、当初予算の一般財源で整えるものと、

補正予算で整えるものの優先順位等はあるものでしょうか。 

 

伊藤教育長   プログラミング教育に係るものですので、私から回答した

いと思います。プログラミング教育については、今年一年を

かけて、新年度からは具体的にどのようなことをしようかと

いうことを検討して参りました。その結果、プログラミング

教育というのは簡単に言いますと、コンピュータ上で動作の

指令をして実際に何かを動かしてみる、例えばロボット、ド

ローンを動かす、場合によっては図形を描かせるということ

を年間数時間対応するものです。これは、各教科でやる場合

といろいろな活動の中でやる場合もあります。まだ、ここで

これをしなさいというところまでの指導はされていない部

分がございます。市では、ドローンを中心として実際に飛ば

してみることができれば、小学生にとっては大変楽しい時間

になるのではないかと考えておりまして、どの学校も最低限

これだけはやりましょうという計画を立てております。それ

に向かって、当初予算で３００万円にあたる７０機を要求す

ることを考えた訳ですけれども、たまたま教育寄附としてい

ただきましたので、４月を待たず、少しでも早く機器を導入

し、教員への講習も兼ねてやることができれば、４月以降ス

ムーズに進むのではないかと考え、今年度の予算を補正する

ものです。本来は、当初予算で計画したものを要求していく

のが筋でありますので、基本的にはそうしています。ただ寄

附等があった場合は、教育課題について精査し、できるだけ

早く着手したいというものがあれば、それに活用することを

第一にしていますし、喫緊のものがない場合は図書購入費に

充てることにしています。これまで、各校でどれくらい寄附
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による図書購入が進められてきたかについても、ある程度計

算しておりますので、そういった資料を基にして学校に配分

しています。今回のもう一件の寄附に関しては、横手北小に

というご指定がございましたので、横手北小に配分したとい

う経緯でございます。 

 

加賀谷委員   スポーツ競技大会出場補助金について、うれしい補正とい

う気がしておりますけれども、これは東北大会や全国大会へ

のいろいろな競技について、今後予想される分も加味された

補正見込みと捉えていいでしょうか。 

 

スポーツ振興課長 例年スポーツ競技大会出場補助金につきましては、５０

件前後の補助金を交付しております。年度当初に予算計上

しておりました補助金につきましては、既に予算が足りな

い状況で、現在交付を待ってもらっている申請者がいる状

態です。３月末までに見込まれる大会を精査いたしまして、

３月末までの出場に対して補正予算を要求したところで

す。 

 

加賀谷委員   また足りなくなるというようなことはないでしょうか。 

 

スポーツ振興課長 このあと特別大規模な団体競技の大会に出場が決定し

ない限り、対応できるものと考えております。 

 

二階堂委員   増田中学校体育館の改修工事に伴っての増田体育館の電

気料と上下水道料の補正ですが、中学校の体育の授業及び部

活動のために不足したということですが、予想していない何

か特別な事情はあったのでしょうか。 

 

スポーツ振興課長 当初予算では積算しましたが、冬に向かって暖房費等を

精査しましたところ、不足する見込みという計算から、今回

の要求となったものです。 

 

二階堂委員   特別な事情ではなく、誤差の範囲ということであれば了解

しました。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 
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               ―なし― 

 

伊藤教育長   ないようですので、日程第１ 議案第３７号 令和元年度

横手市一般会計補正予算（第３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３７号を承認

とさせていただきます。 

        次に、日程第２ 議案第３８号 工事請負契約の変更に関

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。 

 

二階堂委員   いずれも消費税の増額ということのようですけれども、こ

れは想定されていた増額ということでよろしいでしょうか。 

 

 

教育総務課長  当初より想定されておりましたが、１０月１日の施行をも

って変更契約ということで、市統一の契約更新となっており

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３８号 工事請負

契約の変更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３８号を承認
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とさせていただきます。 

        次に、日程第３ 議案第３９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   適切な実施がされていなかったために改正することにな

ったと思いますが、結局、今まで納めなかった申請者がかな

り多かったのでしょうか。 

 

学校教育課長  それ程大勢いる訳ではありませんが、その方の口座に振り

込まれているにも関わらず、なかなか修学旅行の積立として

学校に納めてくれない、学校で集金できないという場合がご

ざいました。そういう場合に、子どもを修学旅行に行かせな

い訳にはいきませんので、子どもが安心して行けるようにと

いうことで、教育委員会が指定する口座に振り込むというこ

とにするものです。 

 

佐々木委員   そうすれば、直接業者に支払わずに、申請者が合意すれば、

申請者の口座に振り込むのではなくて、教育委員会が指定す

る口座に振り込むということですか。 

 

学校教育課長  こちらの想定としては学校長の口座に振り込み、学校から

業者に支払っていただくという形を考えております。場合に

よって、今後は状況が変わるかもしれませんが、とりあえず

は学校長の口座に振り込むこととしています。 

 

佐々木委員   というと、該当者の皆さんがそういう取扱いを受ける訳で

はなく、お互いに話をして別の用途に使う保護者がいたらと

いうことですか。 

 

学校教育課長  あくまでも、簡単に学校長の口座に振り込むということで

はなく、基本として学校から保護者に何とか納めてください

というように毎回お話があると思います。その中で、納めて
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もらえないとなった場合に、特例として、その分を保護者で

はなく、学校長の口座に振り込み、そして修学旅行費用とし

て業者に支払ってもらうことを考えております。 

 

佐々木委員   動くお金は同じですよね。一度保護者のところに入ってし

まえば、別の用途に使われる恐れがあるということですね。

分かりました。 

 

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３ 議案第３９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３ 議案第３９号を承認

とさせていただきます。 

        次に、日程第４ 議案第４０号 横手市立図書館管理運営

規則の一部を改正する規則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 議案第４０号 横手市立

図書館管理運営規則の一部を改正する規則についてをご承

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 議案第４０号を承認
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とさせていただきます。 

        次に、日程第５ 議案第４１号 横手市雄物川福地コミュ

ニティセンター設置条例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。 

 

生涯学習課長代理     ―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５ 議案第４１号 横手市雄

物川福地コミュニティセンター設置条例に関する意見の申

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５ 議案第４１号を承認

とさせていただきます。 

        次に、日程第６ 議案第４２号 使用料の見直し等に伴う

関係条例の整備に関する条例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― 

 

文化財保護課長      ―資料に基づき説明― 

 

生涯学習課長代理     ―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。 

 

今仲委員    使用料の免除について、学校と親の会・ＰＴＡの違いや、

親と子どもが一緒にいる場合はどうなるのでしょうか。 
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生涯学習課長代理 学校の活動については、これまで通り１００%免除にな

り、親の会やＰＴＡで借りる場合は５０％免除になります。

例えば、スポ少の活動で親子が一緒に試合の映像を見ながら

対策を練るようなときは、スポ少活動の一環となり１００％

免除となります。ただ、親だけで集まって会合する場合は、

５０％免除となります。また、懇親会を行う場合は、免除な

しとなります。 

 

佐々木委員   貯蓄納税組合など団体の支部が借りるとなった場合はど

うなりますか。   

 

生涯学習課長代理 会議であれば免除となります。本部、支部に関わらず、 

会議は使用料免除で、懇親会は使用料をいただくことになり

ます。 

 

二階堂委員   見直し案に書かれてある団体は、減免、免除のためであっ

て、使用できるできないというものではないという理解でい

いですか。 

 

生涯学習課長代理 そのとおりです。これまで、生涯学習施設利用登録団体

制度を設けておりましたが、内容を見直し、この案に移行し

ていきたいということです。これに該当しなくても施設利用

は可能です。 

 

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６ 議案第４２号 使用料の

見直し等に伴う関係条例の整備に関する条例に関する意見

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６ 議案第４２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―        

 

伊藤教育長   これをもちまして令和元年１１月の定例教育委員会を終

了します。 


