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平成２７年度第１回大仙市総合教育会議議事録

平成２７年度第１回大仙市総合教育会議を平成２８年１月２８日（木）午後３時から大

仙市役所大曲庁舎において開催した。

出席者

市 長 栗 林 次 美

教育長 吉 川 正 一

委 員 風 登 森 一

富 樫 佳 典

鈴 木 直 樹

伊 藤 良

竹 原 まゆみ

出席した関係職員

総務部長 佐 藤 芳 彦

総務課長 伊 藤 義 之

教育指導部長 千 田 寿 彦

生涯学習部長 山 谷 喜 元

教育指導課長 九 嶋 正 明

生涯学習課長 山 崎 文 幸

文化財保護課長 細 川 良 隆

スポーツ振興課長 伊 藤 優 俊

事務局

教育総務課長 佐 藤 彰 洋

教育総務課参事 田 口 広 龍

協議事項

(1) 大仙市総合教育会議運営要綱案について

(2) 大仙市総合教育会議傍聴人要綱案について

(3) 大仙市の教育の振興に関する総合的な施策の大綱案について
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教育総務課長

ただいまから、平成２７年度第１回大仙市総合教育会議を開会いたします。協議に入り

ますまで、進行を務めさせていただきます教育総務課長の佐藤でございます。よろしくお

願いいたします。

はじめに、本日の会議の出席者について申し上げます。総合教育会議の構成員は、法律

により、市長、教育長、教育委員会の委員となっています。

関係職員の出席者は、お手元に配付しております別紙名簿のとおりです。

それでは、次第に沿って進めさせていただきます。

はじめに、市長から挨拶をお願いいたします。

市長

本日、平成２７年度第１回大仙市総合教育会議を招集いたしましたところ、教育長、委

員の皆様には、御出席いただき誠にありがとうございます。

昨年４月に改正地方教育行政法が施行され、大きく４つの教育委員会制度の改革がなさ

れました。一つは教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置であります。二つ

目に教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化を図るということであります。三つ目

に全ての地方公共団体に総合教育会議の設置を義務付けたということであります。そして、

四つ目は教育に関する「大綱」の策定を首長に義務付けたということであります。

この制度改革につきましては、様々な議論があったわけですけれども、私共、大仙市で

は従来教育委員会の皆様と市長部局とは、常に様々な連携をとりながら、特に予算の問題

等については、協議をしながら大仙市の学校教育、生涯教育を組み立ててきたつもりであ

ります。ただ、そういう仕組みになっていない教育委員会が全国にいくつかあったという

問題点からの制度、法律の改正であったと捉えております。ですから、我々は今までもそ

ういう形で教育委員会と市長部局の関係を位置づけてきたつもりでありますので、ある意

味では先行してといいますか、先駆けてやってきたという自負がありますので、大きく変

わるということはないと思います。ただ、気を付けていかなければならないのは、首長と

いうのは意外とわがままな面があります。自分の思いとか考えを強引にやらせるという方

もいらっしゃるようであります。そうなることを避ける意味で、総合教育会議であるとか

大綱をきっちり作ってやりなさいというように、制度が改正されたのではないのかなと思

います。私自身も気を付けていかなければならないと思っておりますけれども、十分教育

委員会の皆様と協議を行いながら、教育あるいは予算の関係については教育長を中心にし

ながら、しっかりとした組立てを行っていただきたいと思います。予算は単年度で一応決

まりますけれども、ある程度の期間をもって財政対応というものを考えておかないと、そ

の場限りの事業に終わってしまうということもありますので、十分、気を付けながら我々

も仕事をしていきたいと思っております。したがいまして、教育委員会の皆様からは活発

な協議をいただいて、市長部局に対してしっかりとした問題提起、意見、それから予算の

組立て等を出していただくことによって、制度の理想とする学校教育、生涯教育といった

ものができるのではないのかなと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

それから、今日は三つの協議を行っていただきますが、大綱案につきましては、本市の

教育施策の基本方針となるものであります。事務局からしっかり説明させますが、世の中
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挙げて「地方創生」と、もう少し地方が元気になれという形で様々なことが言われており

ます。我々は別に地方創生でなくても、学校教育あるいは生涯学習というものは全て地域

の活性化といったものに行き着くのではとないかと思っておりますので、大綱案の中には

「地域の活性化」といった言葉が入っております。これを一つ、キーワードにさせていた

だきたいなと思っております。皆様から、様々な御意見を伺いながら、しっかりとした大

綱にして大綱に基づいた様々な具体策が行われるような仕組みにしてもらいたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げまして、挨拶に代えさせていただきます。

教育総務課長

次に、教育委員会を代表して吉川教育長から挨拶をお願いいたします。

教育長

皆様、こんにちは。今日は、第１回目の総合教育会議ということでございます。私の方

からも一言、挨拶を申し上げます。

ただいま市長からもお話がございましたが、本市の教育委員会は、これまでも市長との

確かな連携の下で教育行政を推進してきておりまして、今後もその連携を大切にして進め

てまいりたいと思います。

さて、本日、第１回目となる総合教育会議が開かれることとなりました。この総合教育

会議は、二つの側面をもっているのではないかと捉えております。一つは市民の代表であ

る市長が参画をすることでより民意が反映される面であり、もう一つは予算の執行者であ

る市長が参画をすることでより教育予算を意識して教育施策を進めることができるのでは

ないかという側面です。

このようなことからも、市長と教育委員会とのつながりが、より市民の目線で強いもの

になると考えており、このような体制の下で、今日の教育を取り巻く社会の変化に対応で

きるよう確かな見通しをもって教育行政を推進していかなくてはならないと気持ちを新た

にしているところであります。

特に、少子高齢化、地方の脆弱化は、教育行政においても大きな問題であり、地域活性

化を進めるための一つの分野としても貢献していく必要があります。ほかにも、いじめや

不登校の問題への対策であるとか、特別支援教育の充実であるとか、あるいは教育施設の

老朽化対策等、多岐にわたる課題がございますが、いずれにしましても、社会情勢の変化

に対応した柔軟でかつ適切な教育行政を推進してまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

また、教育委員の皆様には、今後もレイマン・コントロールの機能をしっかりと発揮し

ていただきたいと思っております。

言うまでもなく、子供たちは地域の宝であり、将来を創り上げていく礎でもあります。

地域を担う大仙市の子供たちの教育が、どのようにあれば良いのかということを、市長と

共に考え、御助言を頂きながら、皆さんと協議し、積み上げ、教育施策を推進してまいり

たいと思っておりますので、忌憚のない御指導、御助言をお願い申し上げ、挨拶といたし

ます。
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教育総務課長

本日は、初めての顔合わせでございますので、教育委員の皆様からも一言、自己紹介を

お願いいたします。はじめに、風登委員からお願いいたします。

風登委員

昨年の７月１日から教育委員を務めさせていただいています。風登と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。

教育総務課長

続きまして、富樫委員にお願いいたします。

富樫委員

委員、８年目となりました。保護者枠ということでこの会に臨まさせていただいており

ます。どうか、一つよろしくお願いいたします。

教育総務課長

続きまして、鈴木委員にお願いいたします。

鈴木委員

鈴木です。市長からは、企業の経営者目線で会議に臨めと言われております。よろしく

お願いいたします。

教育総務課長

伊藤委員にお願いいたします。

伊藤委員

委員になって２年半ぐらいになります。医師会の代表として務めさせていただいており

ます。これからも、もう少し頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

教育総務課長

続きまして、竹原委員にお願いいたします。

竹原委員

委員になって３年目となりました。まだまだ、分からないことばかりですが、よろしく

お願いいたします。

教育総務課長

ありがとうございました。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

次に、協議に入りますが、これより先は、市長から進行をお願いいたします。
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市長

それでは、正式な進行役が決まるまでの間、私から「仮の進行役」として進めさせてい

ただきます。

本日は、三つの事項について、御協議願います。

はじめに、大仙市総合教育会議の運営方法についてお諮りいたします。運営方法につい

ては、法に定めるもののほか必要な事項は、総合教育会議で定めることとされているため、

協議事項括弧１の大仙市総合教育会議運営要綱案と括弧２の大仙市総合教育会議傍聴人要

綱案について、併せて御協議いただきたいと思います。

この二つの要綱案について、事務局から説明願います。

教育総務課長

それでは、協議括弧１、括弧２の大仙市総合教育会議運営要綱案及び大仙市総合教育会

議傍聴人要綱案について、御説明いたします。座って説明させていただきます。

はじめに、協議括弧１の大仙市総合教育会議運営要綱案について御説明いたします。１

ページを御覧いただきたいと思います。

第１条は要綱の趣旨でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条

の４第９項の規定に基づき、市長と教育委員会が円滑に意思疎通を図り、本市教育の課題

及び目指す姿勢等を共有しながら同じ方向性の下、連携して効果的な教育行政を推進して

いくため、大仙市総合教育会議の運営に関し、必要な事項を定めるものでございます。

第２条第１項では、市長が会議を招集する場合には、教育委員会を構成員として開催さ

れますことから、教育委員会に対し、日時、場所及び協議すべき事項について通知する旨

の規定としております。第２項では招集する際には、告示をする旨の規定としております。

第３条は招集の求めということで、教育委員会からも市長に対しまして会議の招集を請

求できることを規定しております。

第４条では、会議の進行は、市長が行うこととしております。

第５条では、会議においての議題については、事前に事務局が協議、調整を行うことと

して規定しております。

第６条では、会議には必要があるときには、関係者の出席を求め、意見を聴くことがで

きることを規定しております。

第７条では、会議は原則として公開することとされていますが、市長が総合教育会議に

諮り、個人の秘密を保つため必要と認めるとき、また、公益上必要があると認めるときは

非公開とする規定でございます。

第８条でございます。２ページを御覧願います。会議の傍聴に関してでございますが、

必要な事項は別に定めることとしております。

第９条は、議事録の作成及び公表について定めたものでございます。

第１０条では、地方自治法の補助執行に関する規定に基づき、会議の事務局については、

教育委員会教育指導部教育総務課に置くと規定しております。

第１１条は、その他必要な事項についての補則でございます。

最後に附則における施行期日についてでありますが、本日、この要綱案が了承されれば、

直ちに施行することとしております。
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続きまして、括弧２の大仙市総合教育会議傍聴人要綱案についてでございます。

３ページを御覧願います。これは、大仙市教育委員会傍聴人規則と同様であり、傍聴人

が守るべき事項、退場の規定等を規定しているものです。なお、施行期日については、運

営要綱案と同様で、了承が得られれば直ちに施行するものでございます。

この二つの要綱案について了承が得られれば、会議の運営については、法律に定めるも

ののほか、これらにより運営してまいりたいと考えておりますので、よろしく御審議くだ

さいますようお願いいたします。

以上で、説明を終わらせていただきます。

市長

ただいま、説明がありましたけれども、皆様から要綱案につきまして御意見、御質問あ

りましたら、お願いいたします。

風登委員

内容については異論がないんですが、傍聴人要綱の第４条のただし書のところに括弧が

ついていますよね。これは、括弧がなくてもよろしいのではないでしょうか。

市長

事務局、いかがですか。

事務局

はい、この要綱は、法制執務のルールに基づいて作成しておりまして、このような形も

問題ありませんので、原案どおりお願いしたいと思います。

風登委員

そうですか。分かりました。

伊藤委員

傍聴人の守るべき事項として第４条第６号に杖を携帯しないこととありますが、お年寄

りなんかは携帯することもあり得るかなと思いますけれども。

事務局

傍聴人要綱は、標準の議会の傍聴規則に倣って作っておりまして、逐条解説などを見ま

すと、この規定でいう杖とは、老人の使用する以外の危険性のあるものとして規定されて

おりますので、お年寄りが真に杖を必要としていると認められる場合は、総合教育会議に

おいても同様に運用していきたいと思います。

市長

ただいまの説明でよろしいですか。
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伊藤委員

分かりました。

市長

ほかにございませんでしょうか。

各委員（なし）

市長

なければ、お諮りしたいと思います。この二つの要綱案を原案のとおり承認してよろし

いでしょうか。

各委員

異議なし

市長

よろしいですね。それでは、二つの要綱案は原案どおり承認させていただきたいと思い

ます。

それでは、正式に要綱が決まりましたので、ここからは大仙市総合教育会議運営要綱第

４条の規定により、正式な進行役として私から会議を進めさせていただきます。

続きまして、大仙市の教育の振興に関する総合的な施策の大綱案について、御協議願い

ます。大綱の内容については、大きく分けて学校教育分野と生涯学習分野がございますの

で、それぞれ教育指導部長と生涯学習部長から説明させますので、よろしくお願いいたし

ます。最初に教育指導部長から学校教育分野を説明していただき、その後、生涯学習部長

から生涯学習分野を説明をしていただきます。

教育指導部長

では、私の方から、はじめに学校教育分野につきまして、説明をさせていただきます。

座って説明させていただきます。

また、お手元には本年度の「大仙市教育要覧」の冊子をお届けしております。比較しな

がら、御覧いただければと思っております。

５ページを御覧願います。はじめに教育目標について説明いたします。これは学校教育

分野と生涯学習分野を包括するものとして位置づけております。現在、策定中の第２次大

仙市総合計画基本構想案における将来都市像につきまして、これまでの「人が活き人が集

う夢のある田園交流都市」に、サブタイトルとして「～こころをつなぎ 希望にみちた未

来の創造へ！～」という言葉を追加する方針です。

これを受けまして、本市のこれからの教育目標の案を「生きる力を育み、社会を支える

創造力あふれる人づくり」と提案させていただきます。
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現在の教育目標につきましては、「生きてはたらく知恵を育み、創造力にあふれる人づ

くり」で、その具現化のためのキーワードを「共に、創る、考える、開く」としておりま

す。新しい教育目標案の策定に当たりましては、急激な人口減、少子高齢化の中で、子供

・若者の育成支援として、例えば、健やかな成長を保証する環境づくり、未来を切り拓く

力の育成、自立支援の施策等が強く求められております。これからは「知識基盤社会」「グ

ローバル化」の時代を迎えることなどを踏まえ、地域を元気づけ、社会を支える人材の育

成こそ、教育が担うべき課題であると認識したところでございます。これは、児童生徒の

みならず、乳幼児から社会人、高齢者に至る全市民が生涯学習を通して社会を元気づけ、

支えるという意識を醸成したり、内発したりすることが必要との認識に立っております。

そこで、これまでの「生きてはたらく知恵」といった文言の部分を学習指導要領のキー

ワードである「生きる力」に言い換え、「社会を支える」というキーワードを盛り込むこ

ととし、目標具現化のキーワード「共に、創る、考える、開く」は継続することといたし

ました。教育目標を「生きる力を育み、社会を支える創造力あふれる人づくり～ 共(とも

に) 創(つくる) 考(かんがえる) 開(ひらく) ～」ということで提案させていただきます。

続きまして、学校教育の分野について説明をいたします。

これまでの学校教育の基本方針につきましては、本年度の教育要覧を御覧いただきます

と、２ページ、３ページ、７ページに大きく記されております。平成１９年に策定された

「新しい時代の学校教育 だいせんビジョン」に基づいて設定された「学校力を高め、家

庭・地域社会に信頼され、子どもたちの『生きる力』を豊かなものにする学校教育」とな

っております。これまでの折々の教育課題等の情勢を踏まえて、文言を入れ替えたり付け

足したりして修正を加えたほか、現在では「総合的な学力の育成」「持続可能な社会づく

りに貢献する人材育成」というフレーズも盛り込んで、「共に、創る、考える、開く」の

四つの柱立てで学校教育の充実を図ってまいりました。

今回は、これまでの取組の位置づけを整理統合して、三つの柱立てといたしました。そ

れは、これまでの個々の取組を見直したとき、複数のキーワードにわたる内容など単純な

分類が難しくなっていることがあり、四つのキーワードは取組の考え方の基本に据えるこ

とは継続しながらも、取組の柱立ては三つとすることといたしました。

学校教育の基本方針は、これまでの取組を総括した文言にまとめ「生きる力としての総

合的な学力を育む教育の推進」、サブタイトルとして「地域活性化に寄与できる子ども（地

域を元気づけ、将来的に地域を支える人材と世界に羽ばたく人材）の育成」といたしまし

た。

これは、平成２７年９月の第３回定例市議会一般質問におきまして、教育長が答弁した

内容を踏まえております。学校教育の充実、大きく１、２、３としております。三つの柱

立ての一つ目は主に「知、徳、体」の中の「徳、体」に関わる、いわゆる学ぶ基本となる

心と体に関する内容、２は「知、徳、体」の「知」と「志」に関する内容、３は子供の成

長を支える環境の基盤に関する内容としております。

１について説明いたします。豊かな心と健康な体を育む学校づくりでありまして、特に

「子どもの居場所」の確保を重点に取り組むことを５項目提示しています。幸い、本市は

国、県の学習状況調査、体力・運動能力調査等の結果は良好な状況が維持されております

が、それは、これまでの取組が子供たちの学びを支える取組を大事にしてきた成果である
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と捉えております。大綱においては、そのことを重視し、これまで取り組んできた学校生

活支援員の配置、防災教育「生きぬく力育成」としての被災地交流、避難所開設訓練、中

学生サミット、芸術鑑賞、食育、情報モラルいじめ対策の取組、カウンセラー等相談体制、

学校規模適正化、施設設備整備等を継承して一層の充実を図ることにより、心と体を育み、

子供の居場所が確保されることを目指して①から⑤までの内容を提案したところでござい

ます。

２のいわゆる「知」と「志」に関わる分野として、子供が主体的でグローバルな視野に

立って学びを深めたり、自分で進めたりできるよう、基礎、基本の定着とその活用力を身

に付けさせるために５項目提示しております。

現在、国ではアクティブ・ラーニングということが目指す方向性として位置づけられて

いますが、現在、秋田県で取り組んでいる学習の在り方はそのアクティブ・ラーニングに

包括されると言われていますので、この現在の取組を一層の質の向上を図るということで、

これまでの子供主体の探究型の授業の充実を図りたい、併せて海外や最先端科学、あるい

は一流に触れたり、関心を深めたりする事業の充実を図り、志高く努力する子供たちを育

んでまいりたいということで、①から⑤までの項目を提案させていただいたところでござ

います。

３につきましては、子供たちの成長を支える環境の基盤を家庭や地域と一体となって支

え、同時に地域貢献への意欲を喚起するキャリア教育を推進しようと、５項目を提示して

おります。学校が地域の活性化に果たす役割は大変大きいものと捉えており、これまでの

ＰＴＡ連合会や地域と双方向の関係で取り組まれている特色ある教育活動が、各中学校区

において一層充実が図られるよう「大仙教育メソッド」として交流と連携のキーワードの

下に取組を進めてまいります。その中には、持続可能な社会づくり、いわゆるＥＳＤの取

組に包括される環境教育、防災教育などの充実も含めて考えております。３につきまして

も、①から⑤までの項目を提案させていただいたところでございます。

以上が、学校教育分野の提案であります。

生涯学習部長

続きまして、生涯学習の分野について御説明いたします。

資料は６ページ、７ページになります。生涯学習の基本方針につきましては、平成２４

年度に策定された「第２次大仙市生涯学習推進計画」の中で「未来を創り心豊かな人を育

むまちづくり」と設定され、四つのキーワード「共に、創る、考える、開く」に従い、生

涯学習の充実を図ってまいりました。新しい生涯学習の推進に当たっては、市民一人一人

が個性豊かな生きがいのある人生を送るために、主体的に学習機会を選択して学び、学習

成果を生かせるような人づくり・まちづくりを推進するため、「豊かな学びで生きる力を

育む生涯学習の推進」としております。目標具現のキーワードの「共に、創る、考える、

開く」は継続することとしております。生涯学習を通じて様々なことを学び、触れ合い、

経験し、幅広く深い教養を身に付けることで、豊かな心と創造力あふれる人材の育成を推

進するため現在の取組を整理統合し、取組の柱は２つといたしました。

最初の１でありますが、「豊かな学びを支える生涯学習の基盤づくり」であります。学

びの場の拡大と学習機会の充実と生涯読書の推進という２点を重点項目としております。

５項目について、提示しております。①から④までについては、市民が学習したい分野は

多様化、高度化してきており、同時に心の豊かさや生きがいを求めて生涯学び続けられる
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継続的な学習機会の提供が求められており、大仙市ではこれまで、学習者一人一人の生活

や人生を尊重し、自らが主体的に選択できるような学習情報の発信と学習機会を提供して

まいりました。また、地域の教育力を地域で生かす取組として全ての中学校区に学校支援

地域本部を立ち上げ、「学校支援地域本部事業」として学校と地域の連携強化に努めてお

ります。今後は、学習者の立場であった住民の皆さんが、自身の学習成果を生かし、実際

に行動に結び付ける「行動人」となるような環境づくりと、知と行動が結び付いた循環型

社会の実現を目指してまいります。

⑤については、国、県の「読書活動推進基本計画」などを受け、大仙市では平成２７年

４月に「第２次大仙市親と子の夢を育む読書活動推進計画」を策定したところです。今後

はこの計画に基づき、読書活動を推進するための取組を進めつつ、様々な年代において読

書に親しんでいただき、読書が個人の生涯の中だけで完結するものではなく、家族や地域、

社会の中で循環していくように取り組んでまいります。

２になりますが、「学びを生かす生涯学習の推進」であります。「学習成果を生かした

地域貢献」を重点とし、３項目について提示しております。生涯学習は、幼児期から高齢

期までそれぞれのライフステージにおける学習活動に対応して市民一人一人が「いつでも」

「どこでも」「だれでも」「自由に」学べる学習環境づくりを基本理念としております。

市民が学習活動を始めるきっかけとなるように、多岐にわたる分野の学習情報を定期的に

発信し、生涯学習活動に関心をもっていただくように普及啓発に努めてまいります。各地

域には、様々な自然や文化、伝統のほか、様々な分野に長けている達人などの多くの地域

資源があることから、これまでと同様に行政がそれらの地域資源や人材と、学校やボラン

ティアなどの地域ニーズを結ぶコーディネート役として支援してまいります。

さらに、生涯学習ボランティア活動の理解を深め、人材を育成する養成講座の開催や、

地域課題を探り、地域資源を再発見する「地元学」というような講座の開催を進めてまい

ります。

続いて、スポーツ振興について説明いたします。

昨年度から、第２次大仙市スポーツ推進計画を策定し、「一生スポーツ 一生健康」の

キャッチフレーズを継続しつつ、市民が生涯を通じて、市民一人一人のライフスタイルに

応じて気軽にスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の実現を基本理念としてお

ります。今回の大綱案の策定に当たりましては、「スポーツ機会の拡充」と「スポーツ環

境の整備と地域活性化」の二つの柱立てとし、基本理念実現のための目標を設定しており

ます。

１はスポーツ機会の拡充であり、それぞれの世代におけるライフステージに応じたスポ

ーツ活動の推進に取り組むための４項目を提示しております。市民の誰もが、それぞれの

体力や年齢、興味、目的などに応じて気軽にスポーツに親しむことができるように総合型

地域スポーツクラブやスポーツ推進委員と連携し、ライフステージに応じたスポーツへの

参加機会の充実を図ります。また、市が実施している「運動・スポーツに関する意識調査」

によりますと、運動・スポーツに期待する効果として市民の多くが「健康水準の改善」を

挙げており、日頃抱えている健康への不安が、スポーツを始めるきっかけになることが考

えられます。年齢や障害に関係なく、全ての市民がスポーツに親しみ、健康づくりを進め、

自分の好きなスポーツを行うことができるような場の設定や機会の充実を図ってまいりま

す。

２はスポーツ環境の整備と地域活性化であります。スポーツ施設の整備とスポーツ・レ

クリエーションによる交流人口の増加に取り組むための６項目を提示しております。学校
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や指定管理者と連携し、施設の有効活用を推進し、スポーツ環境の整備を行うことによっ

て利便性の高い施設の充実を図るとともに、スポーツを通じた交流による市民の一体感の

醸成と活力ある地域社会の実現を目指してまいります。限られた財源の中ではありますが、

子供や女性、高齢者、障害者を含む全ての市民が楽しくスポーツ・レクリエーションに親

しめる環境をつくるため、適切で効率的な整備を行い、より身近で気軽に利用できる安全

で安心な施設運営に努めてまいります。また、県内外からスポーツ合宿やプロスポーツ等

の試合などの誘致を推進しておりますが、これらの事業ではスポーツ教室やイベントを通

じて地域住民との交流を図っております。さらに、５００歳野球など集客力の高いイベン

トにおいては、情報発信効果が期待されることから、積極的に大仙市の魅力を発信して地

域の活性化を図ってまいります。

次に、文化振興について説明いたします。

戦後の高度経済成長や科学の進歩など、物質的な発展が急激に遂げられてきた中で、芸

術文化の振興は、潤いのあるまちづくりと住民の豊かな情操や生きがいづくりという点で

重要な分野であります。新しい文化振興では「未来を拓く文化の継承と創造によるまちづ

くり」とし、取組の柱は二つといたしました。

１は「芸術、文化活動の振興」であり、「芸術鑑賞機会の拡大と地域活動の推進」を重

点に取り組み、４項目について提示しております。大仙市では芸術文化活動の基幹組織と

して、平成１８年度に設立された大仙市芸術文化協会が中心となり、日頃から各地域にお

いて芸術文化活動に取り組んでおります。地域全体の文化活動を振興していく上で、これ

まで芸術文化活動に参加していない市民も気軽に参加できるような環境整備と情報発信を

行い、新たな文化活動参加者の裾野を広げてまいります。平成２６年度に秋田県全域を会

場に開催された「第２９回国民文化祭・あきた2014」は、行政と各芸術文化関係者・地域

住民が一体となった文化の祭典として大きな成果を挙げることができました。今後はこの

祭典の成果を含め、各芸術文化活動を通じて形成された地域や世代、分野の枠組みを越え

た連携を一層深めながら、次世代に文化継承し、地域の文化活動振興に力を入れてまいり

ます。

２は「文化財の保護・継承による地域活性化」であり、「有形文化財の保存・活用と無

形文化財の継承による地域活性化」を重点に取り組み、４項目について提示しております。

地域と一体となって、有形文化財の保存・活用や、無形文化財の継承を行うことによって

地域の活性化に努めてまいります。また、教育の一環として地域の伝統芸能・行事を学ぶ

機会を設けることで、文化財の歴史的価値とその重要性についての普及啓発と後継者の育

成を図ってまいります。

地域の文化財については、これまでの保護一辺倒の文化財行政から「観光誘致」や「地

域振興」の視点を取り入れながら、歴史的につながりのある特徴的な文化財、特にその地

方の歴史を語る上でなくてはならない文化遺産を相互に結び付けて、横断的に文化財を活

用する方策などにも取り組んでまいります。

生涯学習については、以上であります。

市長

ただいま、教育指導部長と生涯学習部長から説明がありましたので、皆様から何か御意
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見をいただきたいと思います。

伊藤委員

内容はともかく言い回しといいますか、例えば、大綱中の「取組」と表記されています

が、「み」と送り仮名が必要ではないでしょうか。ほかにも、読点の打ち方にも問題があ

るのか、全体的に何か文章に窮屈さを感じます。それと「他校種間」とは、何のことでし

ょうか。「一生スポーツ 一生健康」というのは、「生涯スポーツ 生涯健康」という言

葉がありますが、あれのことでしょうか。文化振興のところでは、「芸術文化」という文

言で間に読点が入ったりなかったりなど、表現に不統一なところも見受けられます。

これは、必ず人の目に触れるので、見た人がすんなり気にならないような文章にしてほ

しいと思います。私も過去に高齢者福祉に関する計画を作ったことがあるんですが、その

際、会議でこの言い回しは何だということで相当に指摘されたことがありまして、全部直

したことがあります。気づいた点については、やはり、直した方がいいかなと思います。

市長

両部長、どうですか。

教育指導部長

いろいろなところに根拠を求めて書かせていただいております。「取組」の送り仮名と

しては、現在、文部科学省の表記では「り」と「み」は入れません。「教科等の学習」と

いう文言は、いわゆる教科だけでなくて道徳であったり特別活動であったり、そうした領

域も含めるという意味で、このように表記いたしました。「教科等」という文言は、文部

科学省の表記でも使われております。「他校種間連携」という言葉は、私たち教育業界の

用語でして分かりにくい部分があるかもしれません。小学校、中学校、高等学校、大学、

幼稚園あるいは特別支援学校といった校種が異なる学校との連携という意味です。例えば、

小学校を例に取りますと、中学校や高等学校は他校種ということになります。

いずれ、御指摘のあった点につきましては、文言精査をしてまいりたいと思います。

風登委員

私も「他校種」という言葉にはなじみがなくて、「異校種」とか「校種間」という言葉

が一般的かなと思いました。

教育長

いずれ、我々が目安にするのは文部科学省の使い方を参考にしておりますが、再度、確

認します。また、文章も、流れも含めて検討させていただきます

市長

生涯学習部長の方は、いかがですか。

生涯学習部長
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生涯学習分野につきましては、おっしゃるとおりだなという思いがしたので、しっかり

と見直して違和感のないようにしたいと思います。

市長

記憶にあるんですが、スポーツ振興のところの「一生スポーツ 一生健康」というのは、

スローガンとしていろいろな方々が検討してこの言葉がいいだろうと選んだものです。普

通であれば、「生涯スポーツ」と表現するんでしょうけれども、コンテストみたいなもの

をやって、これが一番訴えるものがあるんじゃないかなということで、決めてもらったよ

うな記憶があります。生涯学習部長、その辺のところを説明してください。

生涯学習部長

はい、ただいま市長がおっしゃったとおりで、この部分についてはスローガンでして、

キャッチフレーズなので、このような形で同じように使っていきたいなと思っております。

よろしくお願いします。

市長

伊藤先生から御指摘がありましたが、もう一回、文言について精査してください。

ほかにございませんでしょうか。鈴木委員、感想でもいいですから何かございませんか。

鈴木委員

冒頭、市長からお話があったとおり、教育予算については手厚く盛っていただいて、全

体と比較しても子供に対する思いが出ているなという感じをいつも受けます。今回の大綱

案も文化の薫りがするというか、そういう市の目指している気を感じるんですけれども、

市民の方にこういういい大綱を伝えていくという情報の手段というものを、作るだけでは

なくて、それを発信していくというが大事かなと思いました。いいものだけに市民に見て

いただきたいなというか考えたいなと思いました。

市長

市民にこうしてやっています、こういうふうにやっていますと、大綱の内容をきっちり

伝えるのは大事なことだと思いますが、事務局いかがですか。

事務局

大綱につきましては、法律で公表を義務付けられておりまして、ホームぺージ等で公表

することになっております。

市長

公表するのはもちろんですが、もっと踏み込んでという意味だと思いましたが。

教育指導部長

いろいろな機会を通じて情報発信する方策を考えてまいりたいと思います。
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鈴木委員

生涯学習とかスポーツというところとか、本当に生活に身近なところの素晴らしい計画

を練っておりますので、是非、市民に伝わればいいなと思いました。

市長

市民に分かりやすくお知らせすることを考えてみてください。

富樫委員、何かございませんか。

富樫委員

大変良い大綱だと思いますので、検証を行いながら結果などを市民に周知してもらえた

ら、大変有り難いなと思いました。

市長

教育長、これについてはいかがですか。

教育長

これは大きい枠組みですので、これにぶら下がったたくさんの取組がございます。これ

を検証しながら、更にいいものにしていきたいと思いますので、御指導よろしくお願いし

ます。

市長

最近、「コミュニティ・スクール」という新しい言葉をよく目にしますが、昨日も市長

会で取り上げられましたが、これは学校支援本部のようなものをいうのでしょうか。どう

いった扱いをすればよいものでしょうか。

教育長

コミュニティ・スクールは、学校と保護者や地域の皆さんが共に知恵を出し合い、学校

運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域

とともにある学校づくり」を進めるというものです。具体的には、保護者や地域のいろい

ろな方が委員になって学校運営に関して様々な意見を出し合って、学校運営をしていくと

いうものです。ただ、本市の場合は、既にそういった基盤ができていて、地域と学校との

つながりがある程度深まっていると思いますので、今、早急に導入するということまでは

考えておりません。

市長

竹原委員から、何かございませんか。

竹原委員

学校教育に関してはトップクラスで誇れることだと思いますけれども、大仙市の場合は
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産業の部分がちょっと弱いと感じます。この誇れる部分を産業に生かすというのはおかし

いかもしれませんが、いい宣伝になるようなそういったことはできないでしょうか。

市長

大仙市の場合、秋田県と言い換えてもいいかもしれませんが、子供たちは非常にいい大

人に成長していますので、県外の人からもいい素材がそろっているという言い方をしてく

れます。ただ、その人達が県内に留まるかというと必ずしもそうではなく、会社も一定の

レベルになると首都圏はおろか海外に社員を出すということもあるようです。ある意味で

はしょうがないかなと思っています。いつかは、帰って来られるような基盤づくりをと思

いますが、ここだけではとても難しいのかなと思っていますけどね。

竹原委員

やはり、ある程度のニーズが地元に必要かなと思います。地域が成り立っていかないよ

うな人口構成になってしまうような気がして、どうやって乗り越えたらいいだろうと思い

ます。優秀な人材ほど外に出て行くような心配があって、もっと積極的に何かと何かを結

び付けて行動しなければいけないのかなと常々思っているところです。

教育長

ちょっとよろしいですか。私もすごくそれを危惧しておりますし、せっかく優秀な人間

に育ててもどんどん外に出ていかれてはとも思いますが、その子の夢ということもありま

す。先日、大仙市の商工会議所の副会頭と話したんですが、市内には大体３,０００社あ

るそうですね。我々も知らないし、子供たちも知らない企業とか結構あるわけですね。今

もキャリア教育を進めておりますが、大館では職場体験としてやっていますが、パスポー

トみたいなものを子供たちに持たせて自由に文化財巡りや会社に行くようなことを考えて

います。この後、本市でも企業との連携を図りながら、こうしたものに取り組んでいきた

いなと思っています。そういった中から１０人のうち１人でも２人でも、この企業は魅力

あるなと、将来、ここで頑張ってみたいなという生徒が出てくることを期待したいなと思

っております。

市長

ほかにございませんか。

各委員 なし

市長

大綱については、法律上は首長が策定するということになっております。様々な御意見

や御指摘をいただきました。文言整理を行う必要があるかとは思いますが、基本的に大筋

これで良いとすれば、了承していただいたものとしてよろしいでしょうか。文言整理をし

たものについては、皆様にも御覧いただいて確認していただきます。そういうことで、い

かがでしょうか。
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各委員 異議なし

市長

ありがとうございます。では、大綱については、そのようにさせていただきます。

これで、協議を終わらせていただきます。

次に、意見交換に移らさせていただきます。まず、私から総合教育会議の開催について

ですが、年に何回か定期的に開いた方が良いでしょうか。問題があったときだけ開けばい

いというものではないでしょう。どうでしょうか。

教育長

少なくとも、年１回はお願いしたいと思います。

市長

今度、開催するときには、市長部局の職員にもっと入ってもらいたいと思っていますが、

よろしいでしょうか。。

教育長

はい、市長の御判断で関係職員を出席させることができますので、問題ございません。

市長

分かりました。ほかに、何かございましたらお願いいたします。

教育長

委員の皆様、何かお話したいことがありましたら、お願いしたいと思います。

鈴木委員

先ほど、竹原委員から就職先とかそういうお話がありましたが、企業人の一人としては

大変恥ずかしいなと思っております。私事ですけれども、全国のハローワークを通じて社

員募集を行ったところ、１０名ぐらいの優秀な方々が応募してくれました。半数は秋田県

の人で、半数は県外の方でした。コンピュータで映画を作れるとか、TOEICが９２０点以

上であるとか、すごい人材がどんどん応募してくるんです。秋田県にもそういう人材がい

ましたし、県外からも応募がありましたので、今、県内企業では、優秀な人材を得るチャ

ンスじゃないのかなと思っています。採用予定人数は当初１人の予定だったんですが、思

い切って３人を採用いたしました。結論的なことは言えませんけれども、ここから出て行

った人の中にも優秀な成績を収めてて、入りたいと言ってくれた方もいましたので、こう

したことをほかの企業の経営者にも知ってもらいたいなと思いました。

富樫委員

学校生活支援員の配置につきましては、特別に御理解をいただき、大変感謝しておりま
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す。ただ、養護学校を出た子供たちが就職先がなかなか無いということで、親御さんも困

っていましたので、市としても、企業に働きかけていただければ有り難いと思います。よ

ろしくお願いしたいと思います。

市長

市でもハローワークにお願いに回っていますが、障害者雇用については法定にまで達し

ていないところがあります。一つの目安は法定なんですけれども、何とか法定までいきた

いとお願いしております。やっぱり、教育委員会を含めた行政の方で、もう少し障害者の

方を雇用することができないかと、毎年言いながら増やしています。我々のところは比較

的多く雇用しています。これは、意識的に、できる仕事を用意するという考えがないと駄

目だと思います。こうした考えを一般企業に広めるということと、家庭の中で少し訓練を

して雇用に結び付けていくということが大事だと思います。

学校生活支援員には一生懸命頑張ってもらっていると思いますけれども、本当は支援員

ではなく、ちゃんと先生を付けなければ駄目なんじゃないかと思い始めていますけれども、

どんなものでしょうか。もう少し徹底した少人数学級にするとか、秋田県辺りが引っ張ら

ないといけないと思いますし、ほかも秋田県に倣って少人数学級化して一生懸命やり出し

ているように見えるんですけれども、どういうものなんですかね。少人数学級とかチーム

ティ－チングとか実をつけてきたところなので、ほかから見ればもう一段アップしてもら

いたいという期待が、県からあるのかなという感じがしていますけれどもね。

教育長

いずれ、全国に先駆けて少人数学級に取り組んでいますが、全部ではないんですね。支

援を必要とする子供が増えてきておりますが、市長がおっしゃるように国、県もそこら辺

は充実度が足りないのですが、そういう中でも本市はかなり手厚くやらせていただいてい

ます。人数が少ないから手もかからないだろうという時代ではなくなってきました。どん

な規模の学校でも、そうした支援を必要とする子供さんが出てきています。特に低学年の

早いうちに手当をすれば、大分良くなってくるようです。今後、市教委としても、国、県

に対してこうした充実が図られるよう要望してまいりたいと思います。引き続き、市では

現状維持でお願いしたいなと思っております。

伊藤委員

春の学校訪問の際に、必ず特別支援学級を視察するんですが、先生が二人体制だったり

してこんなに手厚く対応してくれてるのかと思いました。私は、障害者施設をあちこち結

構見ていますが、先ほど富樫委員からお話がありましたが、働くことが絶対に無理な方が

いらっしゃいます。ボーダーラインの方々も結構多いんですが、働ける人はかなり難しく

て限られています。働けるかどうかの見極めが難しく、職員の考えと親御さんの希望との

間にずれがあってトラブルもあるようです。

おそらく将来、こうした子供さんをある程度働けるようにするには、小学校の低学年の

特別支援学級が大変大事なんだなと思います。あのように指導してくれると、相当数の子

供が働けるなという気がします。すごくいい教育をこの地域でしていると思います。大仙



- 18 -

市のことしか分からないのですが、他県ではどのようなものですか。教育長さん、お分か

りでしたら教えてください。

教育長

全国的に見れば、大きい自治体になればなるほど子供の数も多くなりますので、対応も

難しいと思います。それから、先ほどの話ですが、秋田県内の特別支援学校では就職を希

望する子の就職率が７割を超えていて、これは全国でトップ級だそうであります。これか

らも、小・中・高の連携をしっかりやって、就職まで見通した教育ができればと思います。

市長

ほかにございませんでしょうか。風登委員、いかがですか。

風登委員

読書活動の推進についてです。生涯学習情報誌の「こすもす」を拝見して、市長さんが

次年度ふるさと納税を生かしたいというようなことを語られていました。ちょっと調べて

みましたら、平成２３年度から３か年、小・中学校とか認定こども園に文庫コーナーを設

置してあって、かなりのお金を掛けてくださったというのは分かったんですが、来年度は

寄附金の活用といいますか、使途は本の購入だけに限られるのか、あるいは読書支援サポ

ーターの増員とか、そういったところまでお考えなのか伺いたいなと思います。

市長

「こすもす」の座談会のときに、少し充実したいなと思いました。残念なことに来年度

の予算要望の中で、教育委員会から予算要望がされていないようです。あるいは、一般財

源が不足しているので、財政状況が厳しいということから遠慮したのかもしれません。い

ずれ、学校図書については、地方交付税で学校図書分が算定されて交付されますので、大

体これに見合う予算としております。図書館についても、新年度も例年大体同じくらいの

予算措置をと思っております。ふるさと納税も２３年度から３か年図書の購入に充てたん

ですが、ここ最近は観光関係に充てています。平成２９年度には図書の整備ということに、

全体として取り組んでいきたいなと思っております。図書経費については、ブックスター

ト事業をずっと続けてますけれども、最初はちょっとした国の交付金を使えたんですが、

すぐ２、３年で無くなってしまったんですね。それを我々は、市の単独費で継続してやっ

ています。予算全体からすれば一定のいいレベルなのかなと思っておりますが、それで足

りてるのかと言われれば足りていないと思うので、何かきっかけを作ってもらいたいなと

思ってます。

教育長

学校図書については地方交付税が交付されますので、後は財政状況に応じてということ

になりますが、来年度も今年度並みに予算要望しておりますので、目減りするということ

のないようにお願いできればと思います。
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市長

ほかにございませんか。

各委員 （なし）

市長

よろしいでしょうか。それでは、これで第１回大仙市総合教育会議を終了させていただ

きます。


