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会  議  録 

年 月 日 令和２年３月２７日（金） 

開会時刻 午後３時００分 閉会時刻 午後４時２０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６号 横手市立小中学校長等に対する事務委任規程の一部を改正する訓令

について 

議案第７号 横手市立小中学校学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱の一部を改

正する訓令について 

議案第８号 横手市招致外国青年任用要綱の一部を改正する訓令について 

議案第９号 横手市学校生活サポート員に関する要綱の一部を改正する訓令につ

いて 

議案第 10 号 横手市社会教育委員の委嘱について 

議案第 11 号 横手市公民館長の委嘱について 

議案第 12 号 横手市教育委員会事務部局職員の任免について 

報告第１号  横手市立小学校及び中学校における新型コロナウイルス感染症対策

に対応した休業日の臨時措置について 

議決事項 

議案第６号 横手市立小中学校長等に対する事務委任規程の一部を改正する訓令
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について 

議案第７号 横手市立小中学校学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱の一部を改

正する訓令について 

議案第８号 横手市招致外国青年任用要綱の一部を改正する訓令について 

議案第９号 横手市学校生活サポート員に関する要綱の一部を改正する訓令につ

いて 

議案第 10 号 横手市社会教育委員の委嘱について 

議案第 11 号 横手市公民館長の委嘱について 

議案第 12 号 横手市教育委員会事務部局職員の任免について 

 
 

≪会議要旨≫ 

 

伊藤教育長   それでは、令和２年度は最後になりますが、ただ今から

令和２年３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３番今仲委員にお願

いいたします。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。 

  ２月１７日から３月２６日までの報告になります。 

        ２月１７日は、政策会議の後、定例教育委員会がござい

ました。 

１８日は、市議会３月定例会における議案説明会がござ

いました。 

１９日は、十文字小学校の校章選考会が開かれておりま

す。 

２０日は、青少年問題協議会、２１日は、校長会が開か

れております。この日の夜は、退職者の送別会も行われま

した。 

２４日は、スポーツ賞の表彰授与式、２５日からは、市

議会３月定例会が始まり、２８日には会派代表質問及び一

般質問の答弁原稿検討会が行われて、３月２日から会派代

表質問、一般質問と続きましたが、今回の質問では、横手

スキー場の廃止に関してが一番大きな質問となりました。 

２月２６日、定期人事異動に伴う第１次内示が行われ、

部長級が内示されました。 

２７日、臨時教育委員会がございまして、教職員の定期

人事異動に関する内申が行われております。 
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３月３日、それから１８日は、臨時の校長会を開きまし

て、新型コロナウイルス感染症対策に関しての話し合いを

行い、春休みや部活の再開について市としての方向性を決

めさせていただきました。 

３月６日は、定期人事異動第２次の内示が行われまし

た。 

３月７日、９日は、市の新型コロナウイルス感染症対策

に係る対策本部会議がございました。 

３月１７日、教職員の異動内示がございまして、３月１

９日は、市議会３月定例会本会議が終了ということでござ

います。 

その前日の１８日には、文化財保護審議会が開かれ、そ

の後３月２０日、２１日と連休でありましたが、後三年合

戦関連遺跡整備指導委員会と史跡検討会が行われ、来年度

以降の後三年合戦に関わる遺跡調査について、識者からの

ご意見をいただいたところです。 

３月２３日は、割愛職員を含めながらの第３次異動内示

があり、これですべての内示が出そろったということにな

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。 

 

               ―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６号 横手市立小中学校長等に

対する事務委任規程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。 

 

教育総務課長      ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長   ただいまの説明に対して、ご質問やご意見等がございま

したらお願いします。 

 

               ―なし― 

 

伊藤教育長   ないようですので、日程第１ 議案第６号 横手市立小中

学校長等に対する事務委任規程の一部を改正する訓令について
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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６号を承認

とさせていただきます。 

        次に、日程第２ 議案第７号 横手市立小中学校学校栄養職

員特別非常勤講師設置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。 

 

教育指導課長       ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長   私が言うのもおかしいですが、学校栄養職員が栄養教諭

等に入れ替わったということですね。今は栄養教諭の免許

がないと給食センターにも配置できないことになっており

ます。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   それでは、日程第２ 議案第７号 横手市立小中学校学校栄

養職員特別非常勤講師設置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７号 横手市

立小中学校学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱の一部を改正

する訓令についてを承認とさせていただきます。 

        次に、日程第３ 議案第８号 横手市招致外国青年任用要綱の

一部を改正する訓令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― 

 

伊藤教育長   準拠法が、地方公務員法に変わったということのようで

す。ただいまの説明に対して、ご質問やご意見等がござい

ましたらお願いします。 
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二階堂委員   先ほど東京オリンピック関連で、令和２年度は来日が 

       例年よりも遅れるかもしれないという説明がありました

が、今般の新型コロナウイルス感染症の影響で来日が制限

させるということはないのでしょうか。 

 

教育指導課長  現在のところ、ALT を派遣してくれる事務局からは、ま

だ連絡が入っておりません。ただし、現在の状況ではこれ

までのとおりに来日することは難しいと考えられますの

で、連絡が入りしだいに適宜対応をしていきたいと考えて

おります。 

 

伊藤教育長    ほかにございませんか。 

 

              ―なし― 

 

伊藤教育長    ないようですので、日程第３ 議案第８号 横手市招致外国青

年任用要綱の一部を改正する訓令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 議案第８号を承認とさせて

いただきます。 

次に、日程第４ 議案第９号 横手市学校生活サポート員に関す

る要綱の一部を改正する訓令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― 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。会計年度任用職員制度に移行すること

に伴う改正のようです。 

        ただいま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４ 議案第９号 横手市学校生活サポ

ート員に関する要綱の一部を改正する訓令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４ 議案第９号を承認とさせて

いただきます。 

次に、日程第５ 議案第１０号 横手市社会教育委員の委嘱につ

いてを議題といたします。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長         ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。 

        ただいま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１０号 横手市社会教育委

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 議案第１０号を承認とさせ

ていただきます。 

次に、日程第６ 議案第１１号 横手市公民館長の委嘱について

を議題といたします。説明をお願いします。 

 

生涯学習課長         ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。 

        ただいま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６ 議案第１１号 横手市公民館長の

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 議案第１１号を承認とさせ

ていただきます。 

次に、日程第７ 議案第１２号 横手市教育委員会事務部局職員

の任免についてを議題といたします。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。 

        ただいま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 議案第１２号 横手市教育委員会

事務部局職員の任免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７ 議案第１２号を承認とさせ

ていただきます。 

次に、日程第８ 報告第１号 横手市立小学校及び中学校におけ

る新型コロナウイルス感染症対策に対応した休業日の臨時措置に

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― 

 

伊藤教育長   これまでも随時委員の皆様にはご連絡を差し上げておりました

が、改めてご報告するものです。 

        ただいま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― 



 8

 

伊藤教育長   ないようですので、ただいまの説明をもって、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新型コロナウイルス感

染症対策に対応した休業日の臨時措置について報告とさせていた

だきます。 

        それでは、５その他に移ります。（１）各課等事業報告をお願い

します。 

 

各課長等      ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。各課よりご報告をいただきました

が、何かご質問やご意見ありましたらお願いします。 

 

≪加賀谷委員から生涯学習課に、公民館等の防災訓練のマンネリ化

防止に、防災リーダーを活用してはいかがかと提案があり、生涯学

習課長から、生涯学習施設や社会教育施設において、法令に基づき

防災のための対応を行っていくとともに、防災リーダーについて

は活用を検討して参りたいと回答があった。≫ 

 

≪佐々木委員から文化財保護課に、雄物川郷土資料館の入館者数が増

えたと報告があったがその要因はなにかと質問があり、文化財保護

課長から、その要因は、特別展の企画の内容であり、刀剣展を開催し

たところ増加した。地元の歴史や文化を紹介する企画展も必要なの

で、いろいろと織り交ぜながら、興味を持っていただけるような展示

をしていきたいと回答があった。≫ 

 

≪今仲委員から学校給食課に、学校給食提供開始が学校によって違うの

はなぜかと質問があり、学校給食課長から、各学校にいつから提供を

開始すればよいかを照会し、学校からの回答に基づくものであると回

答があった。≫ 

  

伊藤教育長   ほかにございませんか。 

 

              ―なし― 

 

伊藤教育長   ないようですので、（２）その他に入ります。生涯学習課長お願

いします。 
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≪生涯学習課長から、前回の定例教育委員会の予算審議で各公民  

館予算の全体像が分かりにくいとご指摘があり、資料提供と説明を

行った。佐々木委員からは、ひとつの建物に機能がたくさん付いて

いることを知った。資料は、よく整理されていて分かりやすいとお

話があった。≫ 

 

伊藤教育長   ほかにございませんか。 

 

              ―なし― 

 

伊藤教育長   それでは、これで３月の定例教育委員会を終了します。お疲れ

様でした。 

 

 

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                


