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会  議  録 

年 月 日 令和２年８月１７日（月） 

開会時刻 午後２時００分 閉会時刻 午後３時５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 木村 雅美 

教育指導部長 菅 雅彦 

教育総務部次長 菊地 浩昭 

生涯学習課長 横井 朗 

スポーツ振興課長 加藤 貞純 

文化財保護課長 佐藤 孝之 

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 岩瀬 司 

会議書記 
教育総務課副主幹 田中 弓子 

教育総務課主査 最上 拓弥 

 
付議案件   
議案第２０号 横手市立小中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

について 

議案第２１号 横手市公告式条例等の一部を改正する等の条例に関する意見の 

申出について 

議案第２２号 令和２年度横手市一般会計補正予算（第８号）に関する意見の申 

出について 

議案第２３号 教育に関する事務の点検・評価報告書（令和元年度分）について 

 

議決事項   
議案第２０号 横手市立小中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

について 
議案第２１号 横手市公告式条例等の一部を改正する等の条例に関する意見の 

申出について 

議案第２２号 令和２年度横手市一般会計補正予算（第８号）に関する意見の申
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出について 

議案第２３号 教育に関する事務の点検・評価報告書（令和元年度分）につい 

    て 

 

≪会議要旨≫ 

 

伊藤教育長   それでは、ただ今より令和２年８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、３の教育長報告に入ります。７月２７日から８月

１６日までの主な参加行事についてご説明いたします。 

        ７月２９日は定例記者会見、同日、臨時議会の議案説明会が

ございました。 

７月３０日には通学路安全推進会議が条里南庁舎で行われて

おります。十文字小学校の通学路については特段のお願いをし、

また、湯沢河川国道事務所の方もご参加いだいておりましたの

で、十文字地区の通学路である国道１３号線の拡幅については

特に御礼を申し上げたところでございます。 

        ７月３１日は７月の臨時議会ということで、主に新型コロナ

ウイルス感染症に関するお金の使い道について出された臨時議

会でございました。同じく、十文字地区小・中連携教育協議会

全体研修会に参加し、１時間ほど講話をしました。十文字地区

では新しく出来る小学校が１校、既にある中学校が１校という

形になりますので、今後の十文字地区の小中の教育に対して期

待することなどを申し上げたところでございます。 

        ８月４日には第１回の横手市いじめ対策委員会、政策会議が

ございました。 

        ８月８日、９日につきましては採用試験の面接試験を行って

おります。 

        以上、報告を終わりますが、何かご質問がありましたらお願

いします。よろしいですか。 

 

   ないようですので、４の議事に入ります。 

        日程第１ 議案第２０号 横手市立小中学校通学区域に関す

る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。 
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学校教育課長     ―議案書に基づき説明― 

 

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。 

 

（質 疑）なし 

 

   ないようですので、日程第１ 議案第２０号 横手市立小中

学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則について 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２０号 横手

市立小中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則につ

いて は承認とさせていただきます。 

 

次に移ります。 

 

日程第２ 議案第２１号 横手市公告式条例等の一部を改正

する等の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    ―議案書に基づき説明― 

 

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。 

 

（質 疑）なし 

 

   ないようですので、日程第２ 議案第２１号 横手市公告式条

例等の一部を改正する等の条例に関する意見の申出について 

ご承認いただけますでしょうか。 

 

―異議なし― 
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伊藤教育長   ないようですので、議案第２１号 横手市公告式条例等の一部

を改正する等の条例に関する意見の申出について は承認とさ

せていただきます。 

 

次に移ります。 

 

日程第３ 議案第２２号 令和２年度横手市一般会計補

正予算（第８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    ―議案書に基づき説明― 

 

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。 

 

佐々木委員   小中学校費のところで具体的に何に使うのか確認しようと思

っていましたが、今の説明で分かりました。事業番号５番の下福

田尻遺跡の範囲が想像よりも拡大したということで、人件費等の

増額となっておりますが、どれくらいの期間、どれくらいの人で

報酬が増額したのでしょうか。 

 

文化財保護課長 調査面積につきましては、当初６３３平米を予定してい

たところですが、３０８８平米と発掘調査面積が約５倍に

増えております。調査期間につきましては、当初は７月中

旬の終了を見越していたのですが、実際は８月７日に終了

したところです。 

 

佐々木委員   期間が２週間ぐらい延びたということでしょうか。 

 

文化財保護課長 はい。人件費について、今後は、金沢地区の発掘調査も

出てきますので、こちらの方も含まれます。また、報告書

を毎年作成していますけれども、事業量も増大したという

ことで、印刷製本費を次年度以降にする調整もしておりま

す。概略としては以上です。 

 

―異議なし― 
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伊藤教育長   ほかにございませんか。 

 

    ないようですので、日程第３ 議案第２２号 令和２年 

度横手市一般会計補正予算（第８号）に関する意見の申出

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２２号 令

和２年度横手市一般会計補正予算（第８号）に関する意見

の申出について は承認とさせていただきます。 

 

        続いて、日程第４ 議案第２３号 教育に関する事務の

点検・評価報告書（令和元年度分）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    ―議案書に基づき説明― 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。 

        委員の皆さまには事前に報告書案をお送りしておりまし

たので、記載内容に関して、ご質問ご意見等がございまし

たら、お願いします。 

 

佐々木委員   １０ページです。生活習慣病予防検診ということで、平

成３０年度から受診率は上がっております。努力してきた

ことの結果で、良かったなと思っておりますが、それに比

べまして、２０パーセント以上の肥満傾向の出現率が上が

っております。これは今後、解決していくような課題だと

思います。まずは子どもの体を作るということは大事だと

思っておりますので、今後更に力を尽くしていただきたい

と思います。 

 

学校教育課長   おっしゃるとおりです。肥満傾向の出現率というのは、対象

のお子さんが違いますので、一概に比較することはできません

が、例えば中学校１年生と小学校４年生について前年の数値を

見たところ、去年も数値が高く、令和元年になっても高いとい

うことが感じられます。学校では運動や食生活に関して、意識

を高くすることに取り組んでいるところですが、肥満に関して
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は学校だけではなく、家庭での意識や在り方も影響しています

ので、協力を求めながら学校の方でも頑張ってくれているよう

です。それと、あまりいいお話ではないのですが、今年は小児

生活習慣病予防についてはコロナの影響で血液検査と受診が

できておりません。小学校４年生、中学校１年生に限らず、ど

の学校でも身長と体重で肥満傾向を算出しておりますけれど

も、休校だったことが影響したらしく、家庭での生活も乱れた

ようで、４月の身長と体重からの測定値では、かなり肥満度が

上がっているという報告を受けております。逆に言えば、学校

生活で数値が下がれば喜ばしいことだと思いますので、引き続

き学校で頑張っていただければと思います。 

 

二階堂委員   いまの件については、毎年のようにご質問なり、ご指摘

させていただいているところでありますので、引き続き頑

張っていただければと思います。加えて拝見しますと、教

職員の健康診断の受診率が５２．３５パーセントで、人間

ドック等を除くと記載されておりますが、人間ドック等を

含めると、ほぼ１００パーセントに近い数値になるのでし

ょうか。 

 

学校教育課長  おっしゃる通り、人間ドックも含めると未受診者が２名

となっております。その２名も市外にお勤めになっている

方と育休中の方の健診が難しい２名で、あとはみなさん健

診を受けていらっしゃるということになっております。 

 

伊藤教育長   ほかにございませんか。 

 

二階堂委員   ７４ページの学識経験者の意見のところで、項目４の対

応が可能になるのと、という表記になっておりますが、可

能になるものという表記の誤りでしょうか。 

 

教育総務課長   委員のおっしゃるとおり、表記誤りですので修正させていた

だきます。 

 

佐々木委員   所感ですが、学識経験者の総評のところに、学校教育現

場のかなり具体的な意見が掲載されております。私も学校

訪問に同行させていただきまして、学校校舎を含めた環境

に違いがあること、子ども達の全体の雰囲気に地域性を感
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じたこと、この違いを活かしながら、小中学校の９年間で

同じようにゴールさせる努力や工夫は大変なものだなと

常々感じております。具体的な総評の意見がございますの

で普遍的なものもあるだろうと思いますが、時に応じたこ

のような積み重ねも大事に頑張っていってほしいなと思い

ます。 

 

伊藤教育長   そのとおりだと思います。読み込んでいただきありがと

うございました。担当課の職員のみなさんにも大変よく資

料をまとめていただきました。これを評価していただいた

関係の方々にも感謝申し上げて、事務の点検評価報告書と

いたします。 

 

伊藤教育長   ほかにございませんか。 

 

ないようですので、日程第４ 議案第２３号 教育に関

する事務の点検・評価報告書（令和元年度分）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   ご異議がないようですので、日程第４ 議案第２３号 

教育に関する事務の点検・評価報告書（令和元年度分）に

ついて は承認とさせていただきます。 

 

伊藤教育長   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、雄物川地域で開催される河川災

害の勉強会については、近年の大雨災害等もあり、評価したい

講座であることから、各地域に拡大して開催できないかという

質問があり、生涯学習課長から、この講座は地区交流センター

で行われている事業で、その地区では堤防が決壊した過去があ



8 
 

り、これを地域の課題と捉え、河川の勉強会をやりたいという

ことで開催した経緯であること、また、危機管理の職員を招い

て開催している地域もあることや、今後は各地区での会議の中

でもお知らせしていくと回答があった。≫ 

 

≪今仲委員から図書館課に、平鹿図書館で開催された「おはなし

会と星の見学会」について、子どもたちが興味を持つような、

少し違った図書館を体験できる企画は評価できると発言があり、

図書館課長から、今回で３回目の開催となり、外部の専門の方々

と協力して取り組んでいることから、面白い取組みとして捉え

ている。他の地区でも広がっていくようにしていきたいと回答

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。何かありました

らお願いします。 

 

≪教育総務課長から、第９号補正予算として、各小中学校の普

通教室へのエアコン設置工事を９月議会へ追加提案すること

が検討されており、次回の定例教育委員会の承認案件として

ご説明させていただきたいと話があった。また、教育総務部

長より、この他にも新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金を活用した図書館への図書消毒機の設置や、生涯

学習施設のタブレット端末を利用した予約システムの導入が

予定されており、これも次回の定例教育委員会で専決事項と

してご報告する見込みであるとの説明があった。≫ 

 

 

伊藤教育長   ９月議会に注目していただき、どうかご理解をいただきたい

と思います。それでは、これで８月の定例教育委員会を終了し

ます。お疲れさまでした。 

 

 

 

 


