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会  議  録 

年 月 日 令和２年２月１７日（月） 

開会時刻 午後１時５５分 閉会時刻 午後３時４５分 

開催場所 条里南庁舎 会議室 

出席委員 加賀谷 長吉、二階堂 衛、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 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１号 令和２年度教育行政方針について 
議案第２号 令和元年度横手市一般会計補正予算（第５号）に関する意見の申 

出について 
議案第３号 令和２年度横手市一般会計予算に関する意見の申出について 

 
議決事項 

議案第１号 令和２年度教育行政方針について 
議案第２号 令和元年度横手市一般会計補正予算（第５号）に関する意見の申 

出について 
議案第３号 令和２年度横手市一般会計予算に関する意見の申出について 
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≪会議要旨≫ 

 

伊藤教育長   それでは、ただ今から令和２年２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番加賀谷委員と４番佐々木委員にお

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、教育長報告に入ります。 

  １月２３日から２月１６日までの主な参加行事等につ 

いてご報告申し上げます。 

        １月２３日は、定例教育委員会がございました。 

２７日、２８日は、政策会議に出席しております。 

２９日は、教育委員の皆様にもご出席いただいて、市長

と総合教育会議を開催し、教育行政方針について協議して

おります。 

３０日は、採用１年目の職員研修の講師としてお話して

おります。また、定例記者会見、スポーツ賞選考委員会に

も出席しております。 

１月３１日と２月１日は、政策会議、２月３日と７日と

１４日は４月１日付けの定期人事異動の協議を行っており

ます。 

５日は、南庁舎で新聞コンクール表彰式といじめ対策委

員会、夜は、就業改善センターで横手公園スキー場に関す

る陳情者との協議を行っております。 

７日は、本庁舎で政策会議を行っております。午後から

は、教頭会の全体研修会を行っております。 

８日土曜日は、秋田ふるさと村で入学おめでとう大会に

参加しております。 

１０日は、政策会議と事務の共同実施協議会に出席して

おります。 

１２日は、幼小接続推進協議会、１３日、１４日は校長

面談で校長の評価を行っております。 

１６日は、梵天コンクールの審査員として参加しており

ます。同じ日、横手体育館で小椋久美子さんをお迎えして

のバドミントン講話、初心者向け親子体験教室に参加して

おります。 

以上、教育長報告でございますが、何かご質問等があり

ましたらお願いします。 
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               ―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１号 令和２年度教育行政方針 

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  教育行政方針につきましては、総合教育会議において、委

員の皆様からご意見をいただいたところでございます。その

後、政策会議に諮りまして、若干の表現の修正を行っており

ます。この後、３月議会に提出したいと考えております。本

日は、時間の都合上、説明を省略させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

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   修正を行ったところについて、ご説明いただけますでしょ

うか。 

 

教育総務課長  今手元に資料がございませんので、後程ご説明させていた

だきます。 

 

伊藤教育長   それでは、次に日程第２ 議案第２号 令和元年度横手市

一般会計補正予算（第５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― 

 

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２ 議案第２号 令和元年度横

手市一般会計補正予算（第５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。 
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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２ 議案第２号を承認と

させていただきます。 

        次に、日程第３ 議案第３号 令和２年度横手市一般会計

予算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、事

業番号の順に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    ９番の奨学資金貸付事業について、金額が前年より大幅

に減っておりますが、これは実績を考慮しての予算額とい

うことでしょうか。 

 

学校教育課長  大学へ入学する新規の方は３０名を予定しており、継続の

方は２２名に減ると見込んでおります。継続の方が減ったた

めに、予算額が減っている状況です。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 

 

加賀谷委員   １８番の教育相談・不登校適応指導教室事業について、予

算額が増加しておりますが、理由は何でしょうか。 

 

教育指導課長  会計年度任用職員制度への移行による、人件費の増です。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 

 

佐々木委員   １９番の学校生活サポート事業について、この事業費も増

加しておりますが、人件費の増加によるものでしょうか。 

 

教育指導課長  はい。そのとおりです。 

 



 5

伊藤教育長   他にはございませんか。 

 

二階堂委員   ４８番と４９番の吉田小学校と醍醐小学校のアスベスト

調査についてですが、これは工事を行う前に必要なために行

うものですか。 

 

教育総務課長   工事を行うための実施設計を行う前に必要な調査となり

ます。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 

 

佐々木委員   １０１番から１３５番までの各公民館費や生涯学習セン

ター費の事業概要にあります、事業に係る経費について、予

算額に開きがあります。施設ごとの事業もあると思いますが、

各地域で平準化を図っていただきたいと思います。なかなか

難しいと思いますが、それを生涯学習課がリードしてほしい

と思います。それについて、考え方を教えてください。 

 

生涯学習課長   各公民館、生涯学習センターの予算につきましては、交

流センター化の担当の市長部局の予算を合わせると、全体

の予算規模が分かると思いますが、今資料が手元にござい

ませんので、後日、資料提供させていただきます。 

 

佐々木委員   センター化のスケジュールはどのようになっていますか。 

 

生涯学習課長  来年度は、金沢地区のセンター化を図る予定です。その次、

山内地区と大雄地区については、令和３年度を目指してい

るところです。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 

 

加賀谷委員   以前も質問させてただきましたが、センター化によって施

設の防火管理者の設置はどうなりましたか。 

 

生涯学習課長  後日、資料提供させていただきます。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 
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加賀谷委員   １７６番から１８１番のスポーツ推進委員と奨励員の仕

事の内容の違いは何でしょうか。 

 

スポーツ振興課長  推進員は、市の特別職という扱いになり、スポーツ振

興の推進役という役割があります。奨励員は、推進員を

補佐する立場にあり、スポーツに関する行事等に協力し

ていただいております。雄物川地域に１１人と十文字地

域に２９人、山内地域に１３人、大雄地域に２４人と４

地域のみに置いています。奨励員がいない地域は、各地

域の推進員などが行っており、必ずしも置かなければな

らないというものではありません。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 

 

今仲委員    １８３番から１８８番の市民スポーツ振興事業に横手と

十文字がありませんが、どうしてでしょうか。また、大森地

域の予算が大きいのはどうしてでしょうか。 

 

スポーツ振興課長  横手については、スポーツ振興課の事業として行って

おります。十文字については、センター化の事業に入っ

ております。大森地域については、スポーツクラブさく

らへの委託費が入っているためです。 

 

伊藤教育長   他にはございませんか。 

 

二階堂委員   １９１番のスポーツ合宿誘致事業について、前年より大幅

に減額されていますが、どのような理由からでしょうか。 

 

スポーツ振興課長  今年度は、３×３バスケットの予算をこの事業に置い

ておりましたが、来年度は、東京オリンピック２０２０

事業の方に予算を置いているために、合宿誘致の予算が

減額になっております。 

 

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３ 議案第３号 令和２年度横

手市一般会計予算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３ 議案第３号を承認と

させていただきます。 

        次に、議案第１号についての説明資料が整ったようですの

で、説明をお願いします。 

 

教育総務課長  総合教育会議の資料と本日の資料の変更点について、ご説

明いたします。 

        ４ページ２行目、「ＡＬＴ１２名を各小中学校に計画的に

配置いたします」を「ＡＬＴ１２名を、計画的に配置いたし

ます」に修正しております。続いて、「専門性の高い、子供

たちにとって」を「子どもたちにとって専門性が高く」に修

正しております。 

        ５ページ４行目、「連携を密に、組織としての対応」を「連

携を密にした対応」に修正しております。 

        ６ページ一番下の行「危険箇所等の把握に努め、その対策

や改善に取り組んで」を「危険箇所等の把握に努め、その改

善に取り組んで」に修正しております。 

        ７ページ目、学校長寿命化対策の欄の「平成３１年度」を

「令和元年度」に修正、「令和２年２月末に完了いたします」

を「今月完了いたしました」に修正しております。 

        ８ページ目中段の「旬の地元食材による郷土料理」を「旬

の食材による郷土料理」に修正しております。 

        ９ページ目、オリンピックの欄の「聖火リレーが当市を通

過いたします」を「聖火リレーのランナーが当市を走行し、

聖火の到着を祝うミニ・セレブレーションを実施いたしま

す」に修正、「３×３バスケットボール」の前に「昨年も招

致いたしました」を追加しております。 

        １１ページ４行目「「生涯学習活動推進団体」として登録

していただくこととしております」を「「生涯学習活動推進

団体」として登録いたします」に修正、「その活動を促進し

てまいります」を「その活動を支援してまいります」に修正

しております。 
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        １２ページ上段の「クラッシック」を「クラシック」に修

正、下から４行目の「魅力的な図書館づくりを目指し」を「魅

力的な図書館を目指し」に修正しております。 

        １３ページ３行目の「立ち寄れ」を「立ち寄ることができ」

に修正、「令和２年度に行う実施設計に向けて」を「令和２

年度に行われる実施設計に合わせ」に修正しております。 

        １３ページ「横手の伝統文化の継承と再発見」の項目は、

「します、進めます、取り組みます」などを「いたします、

進めてまいります、取り組んでまいります」などに修正して

おります。また、「土塁や空堀など、中世の大規模な城跡が

良好な状態で保存され、小野寺氏に関わる城の様相が秋田県

で初めて明らかになりました」を「土塁や空堀など、中世の

大規模な城跡が確認され、これまでの調査と合わせ、小野寺

氏に関わる城の様相が明らかになりました」に修正しており

ます。 

        最後、１５ページ中段の「地域開発と調和を図りながら」

を「各種事業と調和を図りながら」に修正しております。 

        修正箇所は以上となります。 

 

伊藤教育長   表現の修正ということでしたが、よろしいでしょうか。 

 

二階堂委員   はい。 

 

伊藤教育長   それでは、日程第１ 議案第１号 令和２年度教育行政方針 

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１ 議案第１号を承認と

させていただきます。次に、４のその他に入ります。各課等

事業報告をお願いします。 

 

 

各課長等        ―資料に基づき報告する―        

 

     ≪図書館課長から、今後の予定欄の「読書支援図書の配本」は「回

収」であったと修正報告があった。≫ 
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伊藤教育長   ありがとうございました。ご報告ご説明をいただきました 

が、何かご質問等ございましたらお願いいたします。 

 

≪加賀谷委員から生涯学習課に、６ページ１７番の「共助組織

に関する講演会」とあるが、共助組織とはどこを指している

のか質問があり、生涯学習課長より、後日資料を提供いたし

ますと回答があった。≫ 

 

≪佐々木委員から学校給食課に、保育園との給食交流を行って

いるが、園児の反応はどうかと質問があり、学校給食課長よ

り、園児の声は聞いていないが、保育士からは学校は楽しい

ところだと思ってもらえる交流となったと聞いていると回答

があった。≫ 

 

伊藤教育長   （２）その他について何かありますか。 

 

      ≪スポーツ振興課長から、資料を基にグリーンスタジアムよこ

てのフェンス広告について紹介があった。≫ 

 

 ≪生涯学習課長から、資料を基に公共施設使用料の今後のスケ

ジュールについて説明があった。≫ 

 

 ≪教育総務課長から、資料を基に現時点で把握しているＧＩＧ

Ａスクール構想について説明があった。≫ 

 

伊藤教育長   他にないようですので、これをもちまして令和２年２月の

定例教育委員会を終了します。 

 

 

会議の顛末を記録し、その正当なることを記するため署名する。 

 

 

令和２年  月  日 

 

教育委員                

 

 

教育委員                


