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会  議  録 

年 月 日 令和３年３月２６日（金） 

開会時刻 午後３時００分 閉会時刻 午後４時００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 

  日程第１ 議案第 ７号 横手市十文字文化センター管理運営規則を廃止する規則につ

いて 

  日程第２ 議案第 ８号 横手市教育委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正す

る規則について 

日程第３ 議案第 ９号 横手市公民館長の委嘱について 

  日程第４ 議案第１０号 横手市教育委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正す

る規則について   

  日程第５ 議案第１１号 横手市文化財保護審議会委員の委嘱について  

  日程第６ 議案第１２号 横手市指定有形文化財の指定について 

  日程第７ 議案第１３号 第３期横手市教育ビジョンについて 

  日程第８ 議案第１４号 第７次横手市スポーツ推進計画について 

  日程第９ 議案第１５号 横手市教育委員会事務部局職員の任免について 

  日程第 10 報告第１号 横手市 GIGA スクール構想の実現に向けた計画について 
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≪会議要旨≫ 

 

伊藤教育長  それでは、ただ今より令和３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、１番加賀谷委員と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。２月１５日から３月２５

日までの主な参加行事についてご報告いたします。 

２月１５日、定例教育委員会、その翌日に横手市幼小接続推進

協議会がありました。 

２月１８日には３月議会の議案説明会があり、２月２４日から

の本会議に向けての説明会が開催されました。議会は２月２４日

から３月１８日まで行われました。当初予算についていろいろな

ご意見をいただきましたが、最終的には全ての議案が可決となり

ました。 

２月１９日には青少年問題協議会、市内の校長会定例会に参加。 

２月２２日は第２回横手市いじめ対策委員会に参加しました。 

２月２４日には令和３年４月１日定期人事異動第１次内示が

出ております。 

２月２６日には臨時の教育委員会を開催し、教職員の人事につ

いてご意見をいただいたところです。 

３月５日には令和３年４月１日定期人事異動第２次内示が出

ております。 

３月６日には十文字第一小学校の閉校式典が行われ、十文字地

区の４校の閉校式典が全て終了となりました。 

３月１３日には十文字中学校と横手南中学校の卒業式に出席

をしてきました。 

３月１６日には教職員の異動内示を行いまして、翌日１７日は

植田小学校と十文字第二小学校の卒業式に出席してきました。 

３月１９日、後三年合戦関連遺跡整備指導委員会があり出席を

する予定でしたが、急遽市長と一緒に十文字小学校の見学に行き、

後三年合戦関連遺跡整備指導委員会は教育総務部長に代理で出

席をしてもらいました。 

３月２２日には政策会議に出席、２５日は定例記者会見に出席

しております。 
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伊藤教育長  ただいまの報告につきまして、ご質問がありましたらお願いし

ます。 

 

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７号 横手市十文字文化センター管理運営規

則を廃止する規則について を議題とします。説明をお願いしま

す。 

 

生涯学習課長        ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長   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、本件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、本件を承認とさせていただきます。 

 

次に、日程第２ 議案第８号 横手市教育委員会事務局の組

織に関する規則の一部を改正する規則について を議題といた

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― ※大鳥公園プールの廃止 

 

伊藤教育長   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２ 議案第８号 横手市教育委員

会事務局の組織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― 
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伊藤教育長   ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。 

 

次に、日程第３ 議案第９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   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３ 議案第９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、本件を承認とさせていただきます。 

 

        続いて、日程第４ 議案第１０号 横手市教育委員会事務局

の組織に関する規則の一部を改正する規則について 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― ※事務分掌の表記改正 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。事務分掌の表記の改正です。 

        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―        

 

伊藤教育長    ないようですので、日程第４ 議案第１０号 横手市教育

委員会事務局の組織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、本件を承認とさせていただきます。 
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        続いて、日程第５ 議案第１１号 横手市文化財保護審議会

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。 

 

文化財保護課長   ―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。 

 

二階堂委員  新任の方々について、どのような経緯で選任されているの

かお聞かせいただきたい。 

 

文化財保護課長  １番の建造物の永井康雄氏は、以前横手市の建造物調査に

携わった方で、この分野に詳しいということで選任しようと

するものです。２番の絵画の木村雅洋氏は、秋田県立近代美

術館よりご推薦をいただき新たに選任しようとするものです。

５番の考古資料ですが、これまでこの分野の選任はございま

せんでしたが、今後、横手市歴史文化基本構想（地域計画）

について、専門家の意見をいただくため新たに畠山篤雄氏を

選任しようとするものです。６番歴史資料の亀沢修氏ですが、

小坂町において康楽館の開設、また学芸員として務められた

方で、この度、新たに委員に選出したいものであります。説

明は以上となります。 

 

二階堂委員   新任の委員の横手市との関係性について伺いたい。 

 

文化財保護課長  文化庁のほうから、文化財保護審議会の委員の選定につい

ては、専門的な意見を出していただける方をということで、

総合的に検討した結果であります。６番の亀沢氏につきまし

ては、横手市増田町のご出身となります。 

 

伊藤教育長    今回、文化財保護審議会の委員の選定ということで相談を

受けましたが、そもそもの分野の分け方、設定の仕方につい

て改めて大幅に見直しを行ったところです。まだまだ、それ

ぞれの分野で卓越した方がおられますが、これまでの流れも

重視し、一方で変えていきたいという部分もあり、大変難し
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い人選となりました。結果、文化財保護課としては思い切っ

た選定をさせていただいたというところです。 

 

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５ 議案第１１号 横手市文化

財保護審議会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、本件を承認とさせていただきます。 

 

        続いて、日程第６ 議案第１２号 横手市指定有形文化財の

指定について を議題といたします。説明をお願いします。 

 

文化財保護課長   ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長  図書館課長、保存方法はどうなっているか説明をしてくださ

い。 

 

図書館課長  横手図書館２階の閉架書庫において厳重に保管しています。

保管方法につきましては、軸物になっているため、丸めて長い

箱に入れて保管している状況です。他の市町村等から公開の要

請があれば、ポジフィルム化していますので、依頼があれば相

談に乗っていきたいと考えています。 

 

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。 

 

二階堂委員   こちらは、何回か見たことがあります。各学校にコピーが展

示しているということはありますか。貴重な資料として子供た

ちの学習に活用されればいいのではないかと思います。 

 

伊藤教育長  二階堂委員の意見に同感です。子供たちに見せられる環境を
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作れればと思います。文化財保護課で検討させます。 

  ほかにございませんか。 

 

佐々木委員    このような資料が保存されていることはとても嬉しいこと

です。資料には、昭和４０年には、もうすでに横手図書館に

所蔵されていたとありますが、５０年を経て、今回、有形文

化財の指定に至ったのは、どのような経緯からでしょうか。 

 

文化財保護課長  「横手城下全図」は、現在１１種類ほど見つかっておりま

すが、今回のものは調査によって佐竹氏から戸村氏に城代が

代わった年代のものと判明したため、市有形文化財に指定し

ようとするものです。ちなみに「横手城下全図」は、県公文

書館に県文化財として保管されているものもあります。県で

保管されているものは県有形文化財に、市で保管されている

ものは市有形文化財に指定することとなっております。 

 

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６ 議案第１２号 横手市指定

有形文化財の指定について 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、本件を承認とさせていただきます。 

 

        続いて、日程第７ 議案第１３号 第３期横手市教育ビジョ

ンについて 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   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   この第３期横手市教育ビジョンは、政策会議等でも多くの時

間をかけて検討していただきました。教育委員の皆様にも認め

ていただきましたので、令和３年度以降、この計画に沿って取

り組んでいきたいと思います。 

ないようですので、日程第７ 議案第１３号 第３期横手市

教育ビジョンについて 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、本件を承認とさせていただきます。 

 

        続いて、日程第８ 議案第１４号 第７次横手市スポーツ推

進計画について を議題といたします。 

        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― 

  （ご提示しているスポーツ振興計画Ｐ１９下段のＰＤＣＡサ

イクルの表中、「措置」⇒「改善」に表記を変更する） 

 

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８ 議案第１４号 第７次横手

市スポーツ推進計画について 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、本件を承認とさせていただきます。 

 

        続いて、日程第９ 議案第１５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― 



9 

 

 

伊藤教育長   ありがとうございました。併せて本日第３次内示があり、秋

田県教育委員会へ帰任ということで、教育指導部の菅部長が明

峰中学校の校長に、教育指導課の高橋秀彰係長が朝倉小学校の

教頭へと異動となります。 

        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。 

 

～～～（質 疑）～～～ 

 

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９ 議案第１５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、本件を承認とさせていただきます。 

 

        続いて、日程第１０ 報告第１号  横手市 GIGA スクール構

想の実現に向けた計画について 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   計画自体が、ほとんどの市町村では策定されていないもので、

横手市では先行して策定したところです。また、教職員の推進

委員会が令和２年度にありましたが、この会を発展させた形の

ものを現在準備中です。計画と一緒に進めていきたいと思って

います。またもう一つ、県のほうでも 1 校６００万円ほどの予

算を投じまして、県北・中央・県南にそれぞれ２校ずつモデル

校を指定する動きがあり、横手南中学校がモデル校となりまし

た。ご報告いたします。 
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       ただいまの説明につきまして、ご質問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１０ 報告第１号  横手市 GIGA

スクール構想の実現に向けた計画について ご報告とさせてい

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。 

 

今仲委員  卒業式のことについて。昨年度は、新型コロナウイルスの影

響で、卒業生と先生方だけの式で残念だったという声が多かっ

た。今年度は様々な工夫をしていただいて、保護者や一部の在

校生も参加できて心に残る卒業式だった。限られた状況の中で、

先生方やいろいろな方のご協力を得て開催できたことに、親と

しても感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 

 

 

伊藤教育長    そう言っていただけると学校のほうも嬉しいかと思います。

昨年度は、新型コロナの状況が冷静に把握できない状況にあっ

たため、教育委員会としても子供たちに罹患させないようにと

いうことを第一義に対応したところでした。思うように事業が

進まず、学校としても行事が進められないという状況が続きま

した。 

そういった中で、中学生の大会を市内だけで開催したりしま

した。令和３年度は経験則を生かし、スポーツ振興課、生涯学

習課ではやることを前提に準備を進める、そういった気持ちが

必要だと思っている。春からは、中学校の大会が予定されてい

る。今後、話し合いの場もあるが、会場でのコロナ対策をしな

がら、保護者の皆さんのご協力も得ながら例年通り開催できれ
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ばと思っている。世の中の状況次第で、対応を変えていかなけ

ればならない時も出てくるかもしれないが、そんな気持ちで令

和３年度をスタートさせたい。教育委員の皆様におかれまして

は、周りからいろいろな意見を聞く機会があろうかと思います

が、そういった折には、そのようにお話ししていただければあ

りがたいと思います。いずれ大変な令和２年度でした。令和３

年度は夢のある一年間になれるよう、教育委員会としても頑張

ってまいりたいと思います。 

 

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。 

 

生涯学習課長  ≪秋田大学横手分校が、令和３年５月中に市民会館に移転す

る旨の説明があった。≫ 

 

伊藤教育長  ほかに何かありませんか。 

 

文化財保護課長 ≪横手を学ぶ郷土学・よこて大好き、オトナのふるさと学習

コラム、別冊横手市の文化財の改訂版について説明があった≫ 

 

伊藤教育長  ほかに何かありませんか。ないようです。それでは、これで

今年度最後、３月の定例教育委員会を終了します。お疲れさま

でした。 


