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平成２９年度第１回大仙市総合教育会議議事録

平成２９年度第１回大仙市総合教育会議を平成３０年２月１３日（火）午後４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 老 松 博 行

教育長 吉 川 正 一

委 員 風 登 森 一

鈴 木 直 樹

工 藤 浩 一

髙 見 文 子

出席した関係職員

総務部長 今 野 功 成

総務課長 福 原 勝 人

教育指導部長 伊 藤 雅 己

生涯学習部長 安 達 成 年

教育指導課長 高 野 一 志

生涯学習課長 佐 藤 正 道

文化財保護課長 加 藤 実

スポーツ振興課長 伊 藤 優 俊

事務局

教育総務課長 判 田 基

教育総務課参事 田 口 広 龍

協議事項

(1) 大仙市の教育の振興に関する総合的な施策の大綱について

(2) 平成２９年度の主な教育施策の概要と今後の教育施策について
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教育総務課長

ただいまから、平成２９年度第１回大仙市総合教育会議を開催いたします。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判田でございます。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

によりまして、市長、教育長、教育委員会の委員となっています。残念ながら、中島委員

は御不幸がございまして、本日、欠席されています。関係職員の出席は、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

皆様には、本日の平成２９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、

お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。

また、教育委員の皆様のお顔を拝見いたしますと、市政の様々な分野でお世話になって

いる方々ばかりだなと感じております。この場をお借りしまして厚くお礼申し上げます。

さて、日頃から、教育委員会の皆様には各種施策におきまして大きな成果を挙げていた

だいていることに対し、まずもって深く感謝を申し上げる次第です。

皆様御承知のとおり、平成２７年４月に法律が改正されまして、市長と教育委員会を構

成員とする「総合教育会議」の設置が義務付けられたところであります。今回は通算２回

目の開催でありまして、私が市長に就任してからは初めての総合教育会議ということにな

ります。何とぞ、よろしくお願いしたいと思います。

この会議の役割といたしましては、改めて申し上げるまでもないことですけれども、共

に執行機関である市長と教育委員会とが協議・調整を尽くし、両者が教育政策の方向性を

共有し、一致して執行に当たることとされています。

これまでも教育委員会とは連携を密にして、各種教育施策に一緒に取り組んできたとこ

ろでありますが、今後も皆様と共に、より良い教育行政を推進してまいりたいと考えてお

りますので、何とぞ、よろしくお願い申し上げたいと思います。

本日は二つの協議事項がありますけれども、特に「平成２９年度の主な教育施策の概要

と今後の教育施策について」意見交換をさせていただきたいと考えております。

皆様方から忌憚のない御意見を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ですが、挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

教育総務課長

ここで、教育委員の皆様から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

風登と申します。３年目であります。どうぞよろしくお願いいたします。



- 3 -

教育総務課長

鈴木委員、お願いいたします。

鈴木委員

鈴木直樹です。はじめに教育委員をやれと言われたときに、民間の企業の見方を教育の

方に生かしてもらいたいと言われました。今日もそうした視点で発言させていただきたい

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、工藤委員にお願いいたします。

工藤委員

工藤浩一でございます。今年２年目になります。保護者代表という枠で務めさせていた

だいております。子供たちの笑顔のために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、髙見委員にお願いいたします。

髙見委員

去年就任した新任の髙見文子と申します。女性の目線からということで、子供たちの目

線とお母さんたちの目線からいろいろなことを伝えていきたいと思いますので、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、大仙市総合教育会議運営要綱第４条の規定に

より市長から進行をお願いいたします。

市長

はい、それでは早速ですけれども、私から進めさせていただきます。

本日の協議事項は、２件となっております。

はじめに、「大仙市の教育の振興に関する総合的な施策の大綱」についてであります。

まずは、大綱の内容について、事務局から説明をお願いいたします。

事務局

それでは、現在の大綱の概要について、説明させていただきます。

１ページを御覧ください。「大仙市の教育の振興に関する総合的な施策の大綱」であり

ます。

まず、教育目標についてであります。上段の囲みになります。「生きる力を育み、社会
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を支える創造力あふれる人づくり ～共に（ともに）創（つくる）考（かんがえる）開（ひらく）

～」ということであります

次に、学校教育の分野についてであります。ローマ数字のⅠの基本方針になりますが、

「生きる力としての総合的な学力を育む学校教育の推進」としまして、サブタイトルを「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」としております。

続いて、取組に三つの柱を掲げております。一つが「豊かな心と健康な体を育む学校づ

くり」として「子どもの『心の居場所』が確保された環境づくり」に重点的に取り組むこ

ととし、五つの取組項目を提示しております。二つ目といたしまして、「主体的でグロー

バルな学びを進める学校づくり」としまして「確かな学力による探求する子どもの育成」

を重点目標とし、子供主体の探求型の授業の充実を図ったり、海外や最先端科学、あるい

は一流のものに触れさせたり、関心を深めたりする事業の充実を図ることとし、五つの取

組項目を提示しております。三つ目としまして、「家庭・地域と一体となった開かれた学

校づくり」として「地域貢献への意欲を喚起するキャリア教育の推進」に力を入れること

とし、五つの取組項目を提示しております。

続きまして、２ページを御覧ください。生涯学習の分野になります。ローマ数字のⅡの

基本方針ですが、「豊かな学びで生きる力を育む生涯学習の推進」としましてサブタイト

ルを「『～共に（ともに）創（つくる）考（かんがえる）開（ひらく）～』の理念に基づ

いた生涯学習事業の実施」としております。

取組には、二つの柱を掲げております。一つが「豊かな学びを支える生涯学習の基盤づ

くり」として「学びの場の拡大と学習機会の充実」「生涯読書の推進」の二つを重点目標

とし、五つの取組項目を提示しております。二つ目としまして「学びを生かす生涯学習の

推進」としまして「学習成果を生かした地域貢献」を重点目標とし、三つの取組項目を提

示しております。

次に、スポーツ振興の分野になります。ローマ数字のⅢの基本方針ですが、「『一生ス

ポーツ、一生健康』による元気な市民づくり」とし、サブタイトルを「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」としております。

取組には、二つの柱を掲げております。一つは「スポーツ機会の拡充」としまして「ラ

イフステージに応じたスポーツ活動の推進」を図ることとし、四つの取組項目を提示して

おります。３ページを御覧ください。二つ目としまして「スポーツ環境の整備と地域活性

化」としまして「スポーツ施設の整備とスポーツ･レクレーションによる交流人口の増加」

を図ることとし、六つの取組項目を提示しております。

次に、文化振興の分野になります。ローマ数字のⅣの基本方針になりますが、「未来を

拓く文化の継承と創造によるまちづくり」とし、サブタイトルを「地域文化の発信と後継者

の育成支援」としております。

取組には、二つの柱を掲げております。一つは「文化活動の振興」としまして「文化に

触れる機会の拡大と地域活動の推進」を図ることとし、三つの取組項目を提示しておりま

す。

二つ目としまして「文化財の保護・継承による地域活性化」として「有形文化財の保存･
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活用と無形文化財の継承による地域活性化」を図ることとし、四つの取組項目を提示して

おります。

大綱の概要については、以上です。資料には載せておりませんが、市民が分かりやすい

ように要約した「概要版」を作成し、ホームページ等で周知しているところであります。

以上で、説明を終わります。

市長

はい、ありがとうございました。ただいま、大綱について説明していただきました。

じつは、昨年４月に私が市長に就任して８月頃だったでしょうか、教育長から大綱の取

扱いについて協議がありました。その際、教育長から「できれば、新たに大綱を策定する

ことなく、現在の大綱でお願いしたい」という旨のお話があったと記憶しております。

私といたしましても、現在の大綱が私の副市長時代に策定されたものであること、また、

策定からまだ日が浅いということ、更には教育行政の継続性といった観点からも、当面、

変えなくても良いのではとお話させていただきました。今もその考えは、変わっておりま

せん。今後、様々な状況によっては、必要な見直しを行わなければならない場面も出てく

るかもしれませんが、当面はこのままで良いと思っておりますので、その点について御了

承いただければと思っているところです。いかがでしょうか。

（異議なし）

市長

よろしいでしょうか。御異議がないようですので、大綱はこのままでということにさせ

ていただきたいと思います。ありがとうございました。

次に、二つ目の協議事項でありますけれども、「平成２９年度の教育施策概要と今後の

教育施策について」御協議をお願いしたいと思います。

まず、平成２９年度の教育施策の概要について、教育長から御説明をお願いいたします。

教育長

それでは、私から平成２９年度の主な教育施策の概要について、主なところを説明させ

ていただきます。

最初に、４ページを御覧ください。

まず、学校教育の分野からです。二つの事業を記載しております。

はじめに、「大仙ふるさと博士育成事業」についてです。

この事業は、キャリア教育、ふるさと教育の一環として実施しているものです。児童生

徒が市内の企業や有形無形の文化財等の見学あるいは体験、地域行事等への参加活動や地

域貢献活動など、その内容によってポイントを与え、ポイント数の累計数に応じて「大仙

ふるさと博士」に認定しています。博士に認定された児童生徒には、認定証、バッジを贈

って励みになるよう工夫をしております。

現在、名誉博士が１人、上級７人、中級３２６人、初級が2,349人となっております。

対象児童生徒が約4,300人ですので、既に半数を超える子供たちが初級以上を取得してい
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るという状況であります。

この事業は元々、地元からの若者の流失を少しでも減らしたいという思いで始めたもの

でありまして、「地域活性化に寄与できる子供」の育成に結びつき、ふるさと大仙に残っ

てくれればと願って、その起爆剤として創ったものでございます。

また、市の広報にも掲載していただきましたが、去る１月１１日、この事業がキャリア

教育として評価されまして文部科学大臣表彰を受けております。

次に、「学校生活支援事業」についてです。

この事業は小中学校において、学校生活を送る上で、障害をもつ児童生徒や外国人等な

ど様々な配慮が必要な児童生徒に対しまして学校生活支援員を配置し、個々の実情に応じ

たきめ細やかな生活支援を行うことにより教育環境の充実を図っているものです。

平成２９年度は、支援を要する児童生徒数が３６２人でありまして、学校生活支援員６０

人を配置できております。

なお、特別な支援を必要とする児童生徒数は少子化ではございますが、増加傾向にあり

まして、市長には、今後、増員をお願いできればと思っているところでございます。

続きまして、生涯学習の分野になります。

はじめに、「国民文化祭継承事業」についてです。

この事業は、「第２９回国民文化祭・あきた２０１４」の開催趣旨を継承した事業を実

施しまして、市全体の芸術文化水準の向上発展と次世代への文化継承者の育成を目指して

実施しているものであります。

昨年は、三つの事業を行いました。１０月７日、「伝統文化MIRAIステージ」を開催し、

若手の文化活動の成果を披露する機会となりました。

９月３０日には「第１２回子ども囲碁大会」を開催し、来月の１７日、１８日には「囲

碁合宿」を予定しています。

７月３１日、８月８日には「子ども写真教室」を開催し、８月１２日には「子どもカメ

ラ教室」を開催しております。

次に、「大仙市音楽祭」についてであります。

これは、大曲新人音楽祭コンクールを発展的に解消し、市民参加型の音楽祭を３日間に

わたって開催したものであります。

初日の１１月３日には「０歳からのオーケストラ」と題しまして、赤ちゃんから鑑賞で

きるオーケストラや歌のお姉さんと一緒に歌ったり、持ち寄った楽器を演奏したり、様々

な音楽体験をしていただきました。ほかに、蔦バレエ研究所によるステージなども行って

おります。

二日目の１１月４日には「小・中学生のためのオーケストラ」と題しまして、フルオー

ケストラ公演の鑑賞や楽団員からの音楽クリニックの機会を設け、一緒に演奏したり、指

揮を体験させることで、よりクラシックに親しむような取組を行っております。

最後の１１月５日には、「市民のためのオーケストラ」と題しまして、一般市民向けに、

本市では聴く機会の少ないフルオーケストラの「仙台フィルハーモニー管弦楽団」の公演

を楽しんでいただきました。

続きまして、スポーツ振興の分野で「全国５００歳野球大会」になります。

この事業は、「親父たちの甲子園」をキャッチフレーズに、高齢者が野球を楽しみなが
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ら健康づくりをすることを目的に開催しております。

県外１８チーム、市外１０チーム、市内４チームの計３２チームでトーナメント戦を行

っております。

昨年６月、ネーミングや運営手法のユニークさ、将来性などが高く評価され、スポーツ

健康産業団体連合会などが選ぶ「第５回スポーツ振興賞」の一つである経済産業省商務情

報制作局長賞を受賞しております。

続きまして、５ページを御覧ください。

文化財保護の分野になります。

はじめに、「角間川・川のまち歴史交流の杜整備事業」についてです。

この事業は、雄物川舟運の歴史を伝える「角間川の旧家群」を活用し、角間川地区の歴

史と交流をキーワードとした地域活性化拠点エリアを整備するものであります。

平成２９年度の用地取得として、本郷家については3,059平方メートル、北島家につい

ては2,748平方メートルの敷地を公有化しております。また、緊急的な建造物の点検調査、

いわゆる基礎調査を行い、大規模改修の実施設計を策定するとともに、昨年１０月１４日

と１５日に旧本郷家住宅の特別公開を行った結果、来場者数は９５０人に上りました。こ

れは、私どもの予想を大きく超える数字でございました。

最後に、「ふるさと探訪ポケットブック事業」についてです。

この事業は、「大仙ふるさと博士育成事業」の一環として、市内の文化財やイベントを

掲載したポケットブックを見ながら、親子で市内を歩き、ふるさとの魅力を再発見してい

ただこうという企画であります。ポケットブックの作成には、市内の中学生や社会科教師

の協力をいただいておりまして、各中学校区ごとに文化財や偉人の紹介に加え、各公民館

のおすすめイベントなどを掲載する予定です。

年度内にデザインを完成させて、来年度初めに印刷製本し、小学３年生から中学３年生

までの児童生徒や公共施設等に配布することにしております。

以上で、説明を終わらせていただきます。

市長

はい、ありがとうございました。２９年度の主な教育施策の概要について教育長から説

明していただきましたけれども、皆様からは事業を振り返っての感想、また、今後に向け

ての御意見をいただければと思います。

大変恐縮ですけれども、順にお話をいただければと思います。

はじめに、風登委員からお願いいたします。

風登委員

２点お話させていただきます。まず、「大仙ふるさと博士育成事業」についてです。２

年目で初級以上を取得している児童生徒が６割を超えているということで、子供たちが積

極的に取り組んでいる証左だと思います。教育長も時々おっしゃっていたんですが、生ま

れ育った地域のことだけではなく、大仙市全体をふるさとと感じて誇りに思ってもらいた

いんだということです。そういうふうに考えていくとですね、文化財保護課が取り組んで

いるふるさと探訪ポケットブック事業が進んでいるようで、来年度早々、ポケットブック
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が配布されると思うんですが、これも活用して子供たちに「ふるさと検定」のようなもの

を年１回とか２回とか実施すれば、子供たちってクイズ形式とか結構好んで取り組むので、

浅く広くといったことになってしまうかもしれませんが、ふるさとを知り良く理解すると

いうことであるとすれば、そういう企画なんかがあってもいいんじゃないかと思ったとこ

ろです。そうすれば、もっともっと浸透するんじゃないかと思います。

それから、生涯学習情報誌「こすもす」を見ると、とっても楽しいというかこんな取組

があるんだということが分かりますし、写真も豊富です。これを小中学校の全クラスに１

冊ずつ配布すると、いわゆる「ふるさとを知る、理解する」ということでは、すごく効果

があるのではないかと感じたところです。

次に、「学校生活支援事業」についてです。学校訪問とかするとですね、やはり、支援

員を配置していただくことで、学習環境は大分整っているんだなということを実感します。

財政も逼迫してマイナスシーリングの中にあって、ずっと維持あるいは微増の状態できて

いるんですが、質の低下を招かないようなきちんとした予算を確保していただければと思

った次第です。以上です。

市長

ありがとうございました。

続きまして、鈴木委員お願いいたします。

鈴木委員

私も二つお話したいと思います。風登委員がおっしゃった「大仙ふるさと博士育成事業」

と「ポケットブック事業」がとてもいいなと思いました。毎年、我が社ではインターンシ

ップで大学生を４人ずつ受け入れています。お酒造りに興味があるというのが表向きなん

ですが、実際に会って話を聞くと、マスコミに行きたいとか、既に内定をもらっていると

か、まだ２年生だからいろいろと体験しているところだといった様々な話が出るんですが、

やはり、秋田で働きたいという希望を持っている学生が多いように感じます。県外で就職

しても、いずれ秋田に戻りたいという学生も多くて、こういう事業が進んでいくとふるさ

とを良く知るということにつながるので、更に望郷の思いといったものが増していくのか

なと思います。若者の人口流失の歯止めになればいいなと思います。実際、我が社でも、

市内に限らず、市外の中学生でも研修を受け入れております。どうやったら、ふるさとが

記憶に残ってもらえるかといった思いで受け入れております。誘致企業さんとかにお願い

する際にそうした思いを伝えたらと思いました。

もう一つは「５００歳野球」についてなんですが、名物がなかったところに名物を作る

ことにチャレンジしている観光協会とかいろいろな組織があります。できたのはいいんで

すけれども、観光客が地元の人にどんな味ですかとか、おいしいですかと聞いたときに、

食べたことがないから分からないと言われてがっかりしたというお話を聞いたんですが、

５００歳野球については、地元に根付いているスポーツですし、ベースがきちんとあって

それを全国に発信するという非常に面白い取組だなと思っております。きっと、短いスパ

ンで全国に広がって、大仙市が非常に有名になる取組じゃないかなと期待しております。

以上です。



- 9 -

市長

はい、ありがとうございました。

次に、工藤委員お願いいたします。

工藤委員

私からは「大仙ふるさと博士育成事業」と「学校生活支援事業」について、お話させて

いただきます。

じつは、私も「大仙ふるさと博士育成事業」で初級は取らなきゃいけないなと思って、

何とか子供たちとタイミングを合わせて行けるようにと思っているんですが、なかなか難

しい状況にあります。この間、タイミングがちょうど合いまして電話をしてみたんですが、

すぐ定員が埋まってしまうんですね。すごい倍率です。これぐらい周知されていて、人気

があって、すごくいい事業だと思います。是非、初級は取りたいなと思っているところで

す。

次に、「学校生活支援事業」についてです。運動会のときに同じ先生が何回も走るんで

すね。そうしたら、別の子供さんが走っているときに、また、その先生が走ったりしてて、

どうしたんだろうと思っておりましたら、支援が必要な子供さんだったということが分か

りました。人数が限られている中で、先生方も大変なんだなと思いました。要支援児童生

徒が増加傾向にあるということで、できる限りの対策が必要だなと思ったところです。

もう一つ文化財保護課の「ポケットブック事業」についてでありますが、素晴らしい事

業だなと思いました。親子で一緒に文化財等を巡って歩くというのは素晴らしいことだな

と思いました。特に文化財では伝統文化とかいろいろなものがあると思うんですが、そう

したものの継承にもつながっていくのではないのかなとも思います。３０年度初めにポケ

ットブックが配布されるということなので、すごく楽しみにしております。以上です。

市長

ありがとうございました。

続きまして、髙見委員お願いいたします。

髙見委員

二つ程、お話させていただきたいと思います。「学校生活支援事業」の件です。支援員

の増員も大事だと思いますけれども、質が低下しないようにという問題もあろうかと思い

ます。保護者の間から、特別支援学校に行った方がいいのか、それとも、通常学級や特別

支援学級に入った方がいいのか迷っているという話が聞こえてくるので、こうした保護者

の相談に乗るといいますか、支援するということを考えていただければと思います。特別

支援学級の子供が成長過程において、リバーシブルに通常学級の子供と交流することで、

通常学級の子供も支援を必要とする子供もお互いに成長できる場面が出てくると思いま

す。大綱を改めて見たときに、「子どもの『心の居場所』が確保された環境づくり」とい

うのがあって、特別支援学級に在籍している子供がきちんと学校生活を送れるような支援

をお願いしたいと思いました。
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それから「大仙市音楽祭」の件ですが、今まで大曲新人音楽祭コンクールを何年もやっ

てきて、それがこれに変わったという認識が私自身もありませんでした。せっかく、良い

事業をやっているので、私もＰＲしていきたいと思います。市民の誇れる「音楽祭」にな

ってほしいと思います。以上です。

市長

ありがとうございました。

最後に、教育長からお願いいたします。

教育長

まず、学校教育からお話しますと、これまでの小･中連携に加え、生涯学習との連携も

深め、地域の学校として、住民や行政側と手を組んで地域を元気づけたいと、それを学校

から発信したいということで取り組んでまいりました。その起爆剤としての「大仙ふるさ

と博士育成事業」で、２年目のものであります。ふるさと検定ですとか、いろいろなアイ

デアを皆様からいただきましたが、そうしたことも参考に更に充実してまいりたいと思い

ます。

それから、「大仙市音楽祭」についてです。多くの市民が参加してというのは、なかな

か難しい面がございました。今回は少しお金が掛かったんですが、クラシックだけでなく

いろんなジャンルもあると思いますので、そうした検討も必要かもしれません。地元の吹

奏楽団にも協力していただきましたけれども、自分たちで作っていけば本当の意味での市

民参加型の音楽祭になると思いますので、少し時間をかけながら、大仙市の特色を生かし

た市民参加型の音楽祭にしていきたいと思います。

それから「全国５００歳野球大会」ですが、もう少し西日本のチームにも参加してもら

って、話の中には１０年に１回とかは「甲子園」を舞台にということもあるみたいです。

それから、県内でも増田の蔵ですとか街並みを観光資源にしているところがございます。

本市でも角間川の御三家の旧家群や旧池田氏庭園ですとか、結構いいところがあるんです

ね。内小友にも素晴らしい住居がございます。文化財を観光資源としても、いろいろな面

で活用していければと思います。以上です。

市長

ありがとうございました。皆様からいろいろな御意見、御感想をいただきました。大綱

に「地域活性化」といった文言を入れておりますが、教育の中で「地域活性化」というこ

とにも配慮しながら、やっていく時代になっているんだなと改めて感じた次第です。「ふ

るさと教育」「キャリア教育」といいますか、いろいろな意味で大事だなと思っています。

「川を渡るぼんでん」のときも会場で挨拶を依頼されましたが、子供たちもどんどん参加

させましょうと挨拶させていただきました。地元にはこんなすごい素晴らしいイベント、

行事、祭りがあるんだよということを小さいときから経験していただいて、もしかしたら、

地元に残って後継者になっていただけるかもしれませんし、例えば、将来、県外に住むこ

とになったとしても、この行事に合わせて帰郷したり、退職後でもいずれ戻って来ること

につながればとかいろいろな思いでおります。ふるさと体験の一例としてお話させていた
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だきますと、「刈和野の大綱引き」は小正月行事なんですが、夏にユメリアの駐車場を利

用して子供たちの大綱引きを始めました。西仙北地域は、綱引きにこだわって地域を活性

化していきたいということです。確か４分の１サイズだったと思いますが、綱を作って、

本番と同じように綱合わせをして、本番では建元が行う引合開始の合図を柳葉敏郎さんが

やってくれたりして盛り上がっています。小さいうちにいろいろなことを体験していただ

いて、将来、大人になったときにきちんと地元の行事などを分かっているような形になれ

ばいいなと思っているところです。「ポケットブック事業」なんか素晴らしい取組じゃな

いかなと思っております。キャリア教育に、是非、力を入れていただきたいなと思ってい

るところです。

去年、子供たちを「大曲の花火 秋の章」に招待したんですが、大曲近辺の子供たちは

結構、花火を見ていると思うんですが、離れた地域の子供たちはちゃんと花火を見たこと

があるのかなと思っておりました。私も現場で見ていましたが、花火が開く前のヒューッ

と立ち上がった時点から歓声が上がっていましたので、こういう場面さえ見たことがなか

ったのかなと思いました。大仙市を代表する「大曲の花火」の一端を子供のうちから体験

していただければということで招待した次第です。子供時代に良い印象を与えれば、大人

になってから何かいいことにつながっていくのではと思っているところです。

それから「５００歳野球」は、是非、力を入れてやっていきたいと思います。本当にユ

ニークな取組ですし、スポーツ振興賞もいただいたということで素晴らしいことだと思っ

ております。揶揄する人から、「花火」と「野球」で飯食えるかって、よく言われるんで

すけれども、花火は地場産業として成長させたいと思っていますし、野球は産業には必ず

しもつながらないかもしれませんけれども、かなり心に与える良い影響があるのではない

のかなと思っているところです。

それから「学校生活支援事業」については、先ほど来、貴重な御意見をいただきました。

態勢としては、これほど要支援児童生徒が増加傾向にあるということなので、手当してい

かなければならないなと思っております。予算の問題もあるんですが、実際に現場で支援

を必要としている子供がこんなにいるということですので、それに対応していく必要があ

ると思っております。

「大仙市音楽祭」につきましては、先ほど、教育長が言われたとおりです。私も初日の

「０歳からのオーケストラ」と３日目の「市民のためのオーケストラ」に参加いたしまし

た。仙台フィルの公演は素晴らしかったなと思いました。ただ、地元の音楽団体の取扱い

がちょっと気の毒だったなと、しっかりと演奏できるような環境でやっていただければと

思いましたけれども。今年は、日数とかちょっと変わるみたいですが、新しい大仙市の市

民参加型の、手作りの音楽祭として多くの市民が参加できるようなものになってほしいと

思っているところです。

私の雑多な思いをお話させていただきましたけれども、いずれ、教育長とはいろいろな

ところで密接に協議させていただいております。委員の皆様とも、ほかの分野で御一緒す

る場面が多々ございますので、この後もよろしくお願いしたいと思います。

それから、文化財保護の関係で一つ気になっていることがございました。文化財保護に

関する事務は、現在、教育委員会の専属となっていますが、今、国の方で、地方公共団体

の選択で首長部局でもできるようにするための法律改正の動きがあるようです。保護だけ
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じゃなく観光資源としての活用といった観点からだと思いますが。今、どのような状況で

すか。文化財保護課長、お知らせください。

文化財保護課長

ただいまの内容につきまして、昨年１２月、国の文化審議会から文部科学大臣に答申が

あったようです。これを受けまして、平成３０年度中に改正法案が提出されるものと思わ

れます。平成３１年４月からの施行になるのではないかと予想しているところです。

秋田県の場合、スポーツに関する事務については条例を制定して知事部局で行っており

ます。秋田市の場合、学校体育を除くスポーツと文化財保護を除く文化については、市長

の所管としているようです。以上です。

市長

ありがとうございました。ただ、私は市長部局でやりたいと思ってお聞きしたわけでは

ございません。文化財を保護したり活用するに当たって、どういう体制、システムがいい

のかなということを関係者とともに、考えていきたいと思っております。

ほかに、皆様から何かございませんでしょうか。

髙見委員

校舎･体育館の耐震化工事やトイレの改修をやっていただいているんですが、暖房設備

が旧式であまり暖かくならないというようなことも聞いたので、空調の改修もよろしくお

願いしたいと思います。

吉川教育長

校舎も設備も老朽化しているってことはあるんですが、トイレの洋式化もかなり前倒し

して進めているところです。財政とも協議して、子供たちが快適な環境で勉強できるよう

に施設や設備の改修を進めていきたいと思います。

市長

風登さん、何かございませんか。

風登委員

大仙市に外国人が２００人以上いるってネットで見たんですけれども、そういう人たち

って市民とか、子供たちと交流したりする機会があるものでしょうか。といいますのは、

小学校英語が教科化されるということで、子供たちに聞かせるということを考えたとき、

ＡＩＵとかは留学生との交流の場を作ったりして、もう動いているようですけれども、も

っと身近なところで英語圏の人たちが当然いるわけで、そういう人たちを活用できないも

のかなって考えたりします。ちょっとした交流の場があれば、結構、子供たちにはいい刺

激になるのではと思います。小学校の先生方がいくら頑張っても、聞かせるということに

重点を置くってことであれば、そういう活用の仕方もあるのかなって思ったりします。こ

れは教育委員会の会議でもお話したこともないので、突然、申し訳ないんですけれども。
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市長

実際、小学校の英語は、これから教科になるんですよね。

吉川教育長

平成３０年度以降、いよいよ２年間の移行時期を経て、３年目から本格実施されます。

市長の御理解も得て、教育アドバイザーを配置したりしているわけなんですが、今、風登

委員が言われたように、英語塾をやっている先生とか外国人の方がいらっしゃいます。秋

田市ではＡＬＴ等をすごい人数、１００人近く配置するようです。なかなか財政的にも厳

しいものがあります。それよりも身近な外国人で、非常勤職員のような形で来てもらえる

ような方々を探そうかと内部では検討しているところです。いずれ、来年度からは無理で

しょうが、３１年度辺りから進めていければなと思っているところです。

市長

分かりました。ありがとうございます。ほかにございませんか。

総務課長

一つ、発言させていただいてよろしいでしょうか。

市長

はい、どうぞ。

総務課長

総務課の福原と申します。私は、人事、給与それから組織あるいは文書事務などを担当

している者でございます。

昨年５月、大仙市アーカイブズを開館いたしました。いわゆる公文書館でございます。

文化施設の３本柱ということで、図書館、博物館それと公文書館といわれております。東

北管内でも市町村レベルでは、独立した館として初の設置ということでございます。設置

に当たりましては、御出席の風登委員が県立博物館の館長さんをおやりになった当時に、

いろいろと職員を派遣していただいたり、今でも畑中先生にはお世話になっております。

公文書館は市長部局で管轄しておりますが、教育委員会とは密接不可分でございます。現

在、文化財保護課とはいい意味で役割分担をして連携を図っている次第でございます。ま

だまだ、資料は整っていない、開館はしたものの整備途上でございます。

我々は、これを計画した当初から一つ夢を持っておりまして、それは教育現場との連携

であります。先ほど、鈴木委員から「ふるさとを知るということは、望郷、ふるさとへの

愛着につながるのでは」というお話がございましたが、正にそのためにもある施設でござ

います。したがいまして、我々の夢といたしましては、教育現場の副読本でありますとか、

こういったものを提供できるような形を将来的には整えてまいりたいと考えております。

教育大綱の内容は変更しないということでありますが、次期改正の際は是非、アーカイ

ブズについても御考慮いただければ幸いに思います。以上でございます。大変、失礼いた
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しました。

市長

アーカイブズの利活用を進めていきたいということのようですので、よろしくお願いし

たいと思います。

大体、予定の終了時刻にもなりましたが、よろしいでしょうか。

（なし）

市長

それでは、以上をもちまして、平成２９年度第１回大仙市総合教育会議を終了させてい

ただきたいと思います。

本日は、大変ありがとうございました。


