北秋田市教育委員会
平成３０年１２月定例教育委員会会議録

１．招 集 年 月 日

平成３０年１２月２０日（木）

２．招 集 場 所

北秋田市役所第二庁舎 式場

３．開会及び閉会

開会：午後１時３０分 閉会：午後２時４０分

４．出 席 委 員

教育長：佐藤 昭洋

委 員：永井 高道

委 員：佐藤 正俊

委 員：蒔苗

委 員：藤本 基子
５．欠 席 委 員

なし

６．出 席 職 員

教育次長：小笠原 吉明
総務課長：金澤 聡志
学校教育課長：小林 秀雄
生涯学習課長：長岐 孝生
スポーツ振興課長：藤野 義則
総務課総務係長（書記）
：三澤 照美

７．傍

聴

者

８．報 告 事 項

なし
【教育長報告】
① 教育長動静
【各課長所管報告】
・総務課
① １２月行事報告及び１月行事計画
② あきたリフレッシュ学園
③ 教育留学推進事業
・学校教育課
① １２月行事報告及び１月行事計画
② 学校の状況
・生涯学習課
① １２月行事報告及び１月行事計画
・スポーツ振興課
① １２月行事報告及び１月行事計画
1

隆

９．附 議 案 件

(１）議案第 43 号 平成３０年度北秋田市一般会計予算１２月補正予算
（追加提案）について

１０．そ の 他

１１．会 議 録
佐藤教育長

ただいまから、１２月の定例教育委員会を開会します。
はじめに、署名委員の指名をさせていただきます。本日の署名委員は佐藤委員に
お願いします。

佐藤教育長

次に、次第２番「前回委員会の会議録の承認」です。事前に事務局から配布され
ている１１月定例会の会議録の内容について、訂正等がある方はいらっしゃいます
か。

委員

ありません。

佐藤教育長

訂正がないということですので、会議録については承認とさせていただいてもよ
ろしいですか。

委員

はい。

佐藤教育長

では承認とさせていただきます。
続いて３番「諸報告」です。私、教育長から動静について報告します。
１１月３０日阿仁荒瀬出身の白川好光さんが来庁し、著書『人生の教科書』を市
内小・中学校、図書館、図書室に寄贈していただきました。白川さんは、中学校を
卒業後すぐに仕事に就いて、７２歳で定時制高校を卒業した大変な努力家で、しか
も事業家です。北秋田市出身の方が活躍されていることは嬉しく思います。同日の
夜、長縄跳び大会を合川体育館で行いました。今回から公式の長縄を使用しての大
会となり、記録としても公式記録という形にもっていけるのかと思っています。優
勝は合中の野球部、準優勝は森中の野球部という結果でした。一般のチームも参加
して盛り上がっていましたので、来年に向けてＰＲして、参加者が増えてくれれば
いいと思っています。１２月６日鷹中・南中統合準備委員会の２回目を、市役所第
二庁舎で行いました。この会議では、鷹中の設計のアウトライン、通学手段の２点
について皆さんに提案しています。８日ファミリーコンサート「オーケストラで聴
くジブリ音楽」を開催しました。前売り券は完売する人気で、文化会館が満席にな
るという状況でした。
「米村でんじろうサイエンスショー」の時には 1/3 ほどしか
入りませんでしたが、子どもたちの料金も少し下げたこともあってか、たくさんの
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佐藤教育長

子どもたちも見られて非常によかったと感じています。１０日の高齢者叙勲伝達式
は、元合川東小学校長でありました近藤正先生の伝達式を行いました。伝達式は、
過去においては自宅にお伺いしてお渡ししていましたが、こちらに来ていただい
て、しっかりお迎えして伝達することにいたしましたので御了承ください。１１日
から１２月議会が始まりました。先般の教育委員会で提案した「北秋田市奨学資金
貸付条例の一部を改正する条例」を提出しております。１７日の常任委員会では全
会一致で可決されましたが、明日の議会で最終的な結論をいただくことになってい
ます。１３、１４日と１２月議会の一般質問がありました。１日目は、教育委員会
関係では３人から質問がありました。福岡議員からは、合川球場の老朽化に伴う修
繕等について。板垣議員からは、小・中学校のエアコンの設置について要望が出さ
れております。これについては、来年度、教室環境等の調査をして検討すると回答
しております。意図としては、全国的に猛暑が続いており、国でも予算を設けて
3/4 を負担し、市町村が 1/4 負担としているのに、なぜそれに応じないのかという
主旨の質問でした。私達は、実際に教室の中でどのような気温が続いていて、どの
ような状況なのか、基本的なデータは持ち合わせていません。補助金についても、
今回の補正予算に計上するのであれば国が 3/4 負担するといった中身でしたが、そ
れも非常にファジーで、全部の 3/4 ではなく上限もあって、実際は結構な負担を市
町村がしなければいけないという現状です。いずれ補正で出さなくても、今後必要
であれば約 1/2 は国から補助が貰えますので、調査した結果を見てから検討すると
答えています。山田議員からは、阿仁地区の小・中学校の統廃合の進捗状況につい
ての質問でしたので、今までの経過をお伝えしたところです。２日目は、佐藤文信
議員から、新指導要領やプログラミング教育と併せて、中学校３年生全員に補助を
出して英検を受けさせたらどうかと提案されました。英検は個人に資する資格であ
ることから、個人でお金を出して取るべきものと考えており、今の段階では補助は
考えていません。県の方では、昨年度まで中学校３年生に補助をしてくれていまし
たが、様々な課題もあったため英検はやめて、英検ＩＢＡという英語力を確かめら
れる試験に変えています。私どもとしては、それを基に英語力を伸ばしていきたい
と回答しています。今後については、学校とも相談しながら考えていきたいと思っ
ています。中嶋洋子議員からは、縄文館と浜辺の歌音楽館の活用について質問があ
り、現状とこれからの取組についてお答えし、よく分かりましたと回答をいただき
ました。同日の夜の医療団体との業務協議会は、市内の医師、薬剤師、保健師など
子どもたちの健康について考えていただける年に１回の会で、お医者さんたちから
御意見をいただいたところです。１５日縄文館講座の２回目。雪の多い日ではあり
ましたが５２人の参加でした。除雪の状況が悪く、駐車スペースがないくらいの人
に来ていただき嬉しい悲鳴でした。１月に３回目を予定していますので、除雪をし
っかりして皆さんをお迎えしたいと生涯学習課長と話しています。１６日の生涯学
習フェスタは、最初の出足が悪かったのですが、時間の経過とともにたくさんの人
に参加していただきました。公民館講座などの公開のほかに、北鷹高校の家庭クラ
ブと化学クラブの研究発表もあって、大変よかったと思います。高校生が生涯学習
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佐藤教育長

の中に入ってきてくれれば、エネルギーが沸き上がる感じがしますので、今後も取
組を進めてほしいと思います。調理室では、坊沢公民館の「男の隠れ家ダンディ教
室」のメンバーが、講座で取組んでいる蕎麦を打って、来た人たちにも振る舞って
くれました。１７日１２月議会総務文教委員会で補正予算等について審議されたと
ころです。１９日阿仁スキー場リフト券贈呈。スキーレンタルも無料となる 1 日リ
フト券を、北秋田市の小学生全員分いただきました。リフレッシュ学園の子どもた
ちにもいただけないかとお願いしたところ、快諾していただきましたので、活用し
ていきたいと思っています。
以上、私の動静でしたが、質問や意見などございませんか。

佐藤委員

阿仁スキー場のリフト券は、大変いい事だと思います。ただ、交通機関がないの
で、たくさんの子どもが行ければいいけれども、貰ってもどのような使い方をすれ
ばいいのか考え付かないので、何か方法があればと思いました。

佐藤教育長

スキー場側としては、親と一緒に来てほしいということが願いのようです。

藤野スポーツ振興

１１月３０日の長縄跳び大会について補足ですが、公式の長縄と言っておりまし

課長

たが、公式といってもチャレンジデー公式の長縄で、チャレンジデー用に統一され
たものです。

佐藤教育長

補足ありがとうございます。

蒔苗委員

医療団体との業務協議会のことです。今年、私には案内がなくて、問い合わせて
出ることになりましたが、一旦退職したからなのか、ほかに規定があるからなの
か。それと、内容として身体測定や健診の結果などは、教育委員の皆さんにも見て
もらった方がいいのではないかということ。結果の取りまとめをもっと先にやって
いるのであれば事前に見せてほしいということ。その３点です。

佐藤教育長

アドバイスありがとうございます。今のことは、来年早速。

小林学校教育課長

担当に聞いたところ、市民病院については、院長先生と副院長先生が協議会のメ
ンバーで、プラス学校医の方のようです。確認したところ、蒔苗先生が学校医とし
ての登録されているのを失念していたらしく、事前にお送りできずに大変申し訳あ
りませんでした。資料については、案内と一緒に配布されていたのですが、そこも
担当の方で落としてしまい大変申し訳ありませんでした。

佐藤教育長

資料はいつできているのですか。

小林学校教育課長

案内を出した段階なので、３週間ほど前になるかと思います。
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佐藤教育長

１１月の定例教育委員会の前にできているのであれば、前の月の定例教育委員会
の時に資料をお示しすることはできますね。

小林学校教育課長

はい。

佐藤教育長

それは来年度検討してみて下さい。蒔苗先生、大変失礼いたしました。
ほかにご質問などはございませんか。

佐藤教育長

なければ次に移ります。
（２）各課所管事項の報告について、はじめに総務課か
らお願いします。

金澤総務課長

＜１２月の行事報告＞資料のとおり。
・１２月１２日 リフレッシュ学園２学期終業式
・１２月２５日～２９日 短期チャレンジ留学Ⅱ
＜１月行事計画＞資料のとおり。
・ １月 ４日 仕事始め
・ １月２１日 リフレッシュ学園３学期始業式
＜総務課報告＞資料のとおり
１．あきたリフレッシュ学園
（１）利用状況 学園生１９名。中学生１３名、小学生６名。
１名増（中学生男子）
（２）活動内容 １２月 ７日 ふれあい楽しみ会（大館おおとり教室と合同）
１２月１０日 スケート体験
２．教育留学推進事業
（１）留学生 学習交流型 小学生１名
生活改善型 中学生１名

佐藤教育長

総務課に付け足して、今日の資料としてお渡ししましたが、文部科学省で発行し
ている『教育委員会月報１２月号』の「シリーズ地方発！我が教育委員会の取組」
というコーナーに、リフレッシュ学園を取り上げていただきました。全国に発信で
きたと思っております。
総務課の報告について、質問や意見などはございませんか。
ちなみに、今年の短期留学は何人の予定ですか。

金澤総務課長

小学校４年生～中学校１年生まで２８名参加の予定です。東京圏からの参加が多
いです。
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佐藤教育長

授業体験で授業してくださる方は誰ですか。

金澤総務課長

教育委員会の大髙聖子推進監、小林陽介推進監、鷹巣南中学校の堀内亜希子先
生、リフレッシュ学園の木村良子先生です。

佐藤教育長

いずれも本市が誇る抜群の先生ですので、お時間がありましたら皆さんも御覧く
ださい。普段見ることのできない授業を見られると思います。

金澤総務課長

終わった後の２時間目は、ショーン先生とＡＬＴのアマンダ先生の英語の授業に
なります。

佐藤教育長

ほかにないようであれば、次に学校教育課からお願いします。
学校教育課の報告の中で、職員及び児童・生徒に関する内容につきましては、
プライバシーに配慮し、内容を非公開としてもよろしいでしょうか。

委員

はい。

佐藤教育長

それでは皆様から同意をいただきましたので、職員及び児童・生徒に関する内容
につきましては非公開とします。
では、学校教育課長から所管報告をお願いします。

小林学校教育課長

＜１２月行事報告＞ 資料のとおり。
・１２月 ５日 秋田県学習状況調査・市学力検査
秋田県学習状況調査（３～６年生）でやられていない学年の教科を、市学力
検査で行い、今年度から同日開催とした。
・１２月１１日 教育センター養護教諭部会
１２月１１日 校務支援システム打合せ
・１２月２５日 ２学期終業式
冬期休業は１２月２６日～１月１３日
・１２月２６日 タウンミーティング
＜１月行事計画＞資料のとおり。
・ １月 ７日 教育センター教務主任部会・研究主任部会
・ １月１１日 所員発表会・教育講演会
・ １月１５日 ３学期始業式
・ １月２１日 教育センター紀要編集
・ １月２４日 森吉地区学校の在り方・方向性を考える意見交換会。
９月に開催予定であったが台風により延期したもの。
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小林学校教育課長

＜学校教育課報告＞ 資料のとおり。
１．児童・生徒数
１２月１日現在 １,８２７名 前月比２名減。
２．栄光
（１）第２６回全国中学校駅伝大会
女子７位入賞 鷹巣中学校
３．その他
（１）鷹巣中学校・鷹巣南中学校第２回統合準備委員会
（２）鷹巣中央小学校・鷹巣南小学校説明
各校のＰＴＡで、今後のタイムスケジュールを説明。
（３）森吉地区学校の在り方・方向性を考える意見交換会
※今後の予定
１月２５日鷹巣南小学校で保護者の方から御意見を伺う会
＜事故報告・職員の異動＞資料のとおり。
＜不登校の状況＞資料のとおり

佐藤教育長

ただ今の報告について、質問や意見はございませんか。

佐藤教育長

なければ次に生涯学習課からお願いします。

長岐生涯学習課長

＜１２月行事報告＞ 資料のとおり。
生涯学習係
・１２月 ４日 平成３０年度第１回北秋田市青少年問題協議会
・１２月１６日 生涯学習フェスタ 2018
文化係
・１２月 ８日 オーケストラで聴くジブリ音楽
・１２月１０日 旧鷹巣町行政文書移動作業
文化財指定を視野に入れて、市役所の書庫から旧合川東小収蔵庫に移動。
・１２月１５日 伊勢堂岱縄文講座第２回
・１２月１５日 音楽館ツリーイルミネーション点灯セレモニー
成田為三生誕１２５周年、浜辺の歌音楽館開館３０周年記念として。
・１２月１９日 平成３０年度第２回浜辺の歌音楽館運営審議会
・１２月２０日 平成３０年度第２回北秋田市文化財保護審議会
浜辺の歌音楽館、伊勢堂岱縄文館ともに、試行的に無料化しているが、３月
３１日以降も継続し、条例改正に向けて提案していきたいと了解を得ている。
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長岐生涯学習課長

公民館
・１２月１３日 高齢者大学合同講座
・１２月 ９日 大阿仁公民館未来フォーラム
＜１月行事予定＞
生涯学習係
・ １月 ９日 冬の笑楽校
・ １月１０日 学校･家庭･地域連携協働活動推進研修会①
・ １月１２日 学校･家庭･地域連携協働活動推進研修会②
文化係
・ １月１２日 伊勢堂岱縄文講座第３回
公民館
・ １月１０日 合川ことぶき・森吉・かみこあに大学新春学習交流会

佐藤教育長

生涯学習課の報告について、質問や意見はございませんか。
「学校・家庭・地域連携協働活動推進研修会」は、学校教育課とも連携して、中
央教育審議会の委員も務めている生重幸恵さんをお招きします。今まで生涯学習課
で関わってきたのを、今回は教職員全員を対象に講演してもらいます。３月に定め
た学校運営協議会の規則を広げていきたいというところです。小林課長、来年度学
校運営協議会を設けるという学校の予定はどうなっていますか。

小林学校教育課長

１５校中１０校程度が来年度からスタートするということで準備を進めている段
階です。中学校区全部だった阿仁中学校区（阿仁中学校、阿仁合小学校、大阿仁小
学校）は、３校とも運営協議会を行うということで、生涯学習課長から説明のあっ
た１月１２日の研修会の②は、午前中は阿仁、午後からは阿仁以外の地域を対象に
行うことになっています。

佐藤教育長

そちらの方も進んでいるようです。生涯学習課と学校教育課が協働しないとうま
くいかない事業だと思っていますのでよろしくお願いします。
ほかに質問等ございませんか。

藤本委員

今月、子どもがプログラミング教室に行かせていただきましたが、大変喜んで楽
しく参加させていただきました。あれは全部の児童クラブの地区でやっていくので
すか。

生涯学習課長

いきいき子ども教室でタブレットを使って行ったもので、全部の地区を回ってい
ます。
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佐藤教育長

昨年、国の補助を受けてタブレットを導入し生涯学習課に置いています。それを
持っていき、いきいき子ども教室で行うという取組で、参加者は昨年より今年の方
が増えています。
ほかになければ、次にスポーツ振興課からお願いします。

藤野スポーツ振興
課長

貸館以外の状況について報告。
＜１２月行事報告＞ 資料のとおり。
・１２月 ５日 合川球場周辺状況調査
議会での通告を受けて周辺状況を調査。
・１２月 ６日 スポーツ推進委員全体会議
委員は今年度で任期満了となる。
・１２月１３日 薬師山スキー場旧圧雪車売却入・開札
・１２月１７日 空港クロカンコース運用会議
運営について周知されており、今年度で会議の終了。
・１２月１９日 薬師山スキー場運営会議
・１２月２０日 陸上競技場駐車場トイレ解体完了
・１２月２５日 薬師山スキー場開き・圧雪車安全祈願
＜１月行事計画＞ 資料のとおり。
・ １月 １日 元旦マラソン
・ １月 ５日～６日 森吉山スキー大会
・ １月２７日 北秋田市民スキー大会

佐藤教育長

スポーツ振興課の報告について、質問や意見はございませんか。

佐藤教育長

特にないようですので、次の項目に移ります。
次に、次第４番「案件」に移ります。
（１）議案第 43 号「平成３０年度一般会計予算１２月補正予算（追加提案）に
ついて」説明をお願いします。総務課、学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課
の順に、所管事項について説明をお願いします。

各課長

＜議案第 43 号「平成３０年度一般会計予算１２月補正予算（追加提案）につい
て説明＞

佐藤教育長

ただ今の議案説明に対して、質問や意見などございませんか。

佐藤教育長

ないようですので、議案第４３号を原案どおり決定してもよろしいでしょうか。

委員

はい。
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佐藤教育長

原案どおり議決とします。
次に、次第５番「その他」に移ります。
（１）次回の定例教育委員会の開催日に
ついて事務局よりお願いします。

事務局 三澤

１月の定例教育委員会は、１月３１日木曜日午後１時３０分から、市役所第二庁
舎式場で開催します。

佐藤教育長

そのほか何かございますか。

佐藤教育長

ないようであれば、以上をもちまして１２月の定例教育委員会を閉会いたしま
す。

（午後２時４０分閉会）
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