
- 1 - 

 

平成２９年第５回平川市教育委員会会議録（概要） 

 

 

１．開催日時   平成２９年５月２３日（火）午前９時００分 

 

２．閉会日時   平成２９年５月２３日（火）午前９時５０分 

 

３．場 所   平川市尾上総合支所 庁議室  

 

４．出席委員   ５名 

         １番委員・佐々木幸子 ２番委員・柴田正人   

３番委員・工藤甚三  ４番委員・内山浩子   

６番委員・駒井優子 

        

５．欠席委員   ５番委員・葛西万博 

 

６．議事録署名者 １番委員・佐々木幸子 ６番委員・駒井優子 

 

７．説明のため出席した者 

大湯事務局長、小田桐学校教育課長、鳥山指導課長、 

齋藤生涯学習課長、工藤保健体育課長、 

北道学校給食センター所長 

 

８．会議録作成者 浅原学校教育課長補佐 

 

９．会議に付された案件  

・議案 

議案第２０号 平成３０年度使用小・中学校用教科用図書採択について 

議案第２１号 平川市学校給食センター運営委員の委嘱について 

 

１０．各課からの報告  

 

１１．会議の大要 

午前９時００分に委員長が開会を宣言する。会期を１日とし、会議記録署

名委員を前項６のとおり指名する。議案第２０号及び２１号を審議し、可

決した。 
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１２．会議の状況 

 

内山委員長    ただいまの出席委員は５名で、定足数に達していますので、これ

より、平成２９年第５回平川市教育委員会を開催致します。 

５番・葛西委員より、本委員会を欠席する旨の届出がありました。     

案件の説明者には教育委員会各課長にお願いします。 

議事記録者には学校教育課の浅原補佐にお願いします。 

日程第２、会議録署名委員の決定についてを議題とします。 

本定例会の会議録署名者は、１番・佐々木委員、６番・駒井委員

を指名します。 

日程第３、会期の決定についてを議題とします。本定例会の会期

は、本日一日としたいと思いますが、よろしいですか。 

 

＜了承＞ 

 

内山委員長  会期は、本日１日と決しました。 

日程第４、教育長報告を議題とします。教育長、お願いします。 

 

教育長       ＜議案書１ページより説明＞ 

        

内山委員長  ありがとうございました。 

ご質問等ございましたらお願いします。ございませんか。 

 

＜質問等なし＞ 

 

内山委員長  以上で教育長報告を終わります。 

次に、日程第５、議事に入ります。 

     議案第２０号平成３０年度使用小・中学校用教科用図書採択につい

てを議題とします。指導課長より、議案の説明を求めます。 

 

指導課長      ＜資料２ページより説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございます。 

ご質問等ございましたらお願いいたします。 
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＜質問等なし＞ 

 

内山委員長  それでは、議案第２０号は原案のとおりとすることでよろしいで

すか。 

 

＜賛成するもの多数＞ 

 

内山委員長  議案第２０号は、原案のとおりと決します。 

     次に、議案第２１号平川市学校給食センター運営委員の委嘱につい

てを議題とします。学校給食センター所長より、議案の説明を求め

ます。 

 

給食センター所長  ＜資料５ページより説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございます。 

ご質問等ございましたらお願いいたします。ございませんか。 

 

＜質問等なし＞ 

 

内山委員長  それでは、議案第２１号は原案のとおりとすることでよろしいで

すか。 

 

＜賛成するもの多数＞ 

 

内山委員長  議案第２１号は原案のとおりと決します。 

       次に、日程第６、各課からの報告を議題とします。 

議案書８ページから１３ページ、各課からの報告に対する質疑に入

ります。報告の中で、何かご質疑等ございませんか。はい、駒井委

員。 

 

駒井委員   ６月から始まる予定のこつこつ教室ですが、以前、子どもたち用の

アンケート様式を見たのですが、第１土曜日・第２土曜日に都合が

つかない子どもたちもいることから、現在の月１回から２回へ回数

を増やすという考えや、そのことについて検討するということはあ
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りませんか。 

 

指導課長   弘前大学との連携協定に基づいて行っている事業になっています

ので、急な変更は難しいのですが、指導課で検討します。 

 

駒井委員   よろしくお願いします。 

 

内山委員長  他にございませんか。 

 

駒井委員   先ほど教育長報告の中に「女性団体ネットワーク」という言葉が出

てきましたが、こちらはどのような団体なのか教えていただきたい

です。 

 

生涯学習課長 今、手元に資料が無いのですが、市内の婦人会など９団体の方たち

です。 

 

事務局長   私から少し補足説明させていただきます。婦人会・老人クラブなど、

さまざまな団体の女性の方たちで構成されております。その方たち

が、一同に会して年に１から２度、研修会などを開催しています。 

 

生涯学習課長 加入団体一覧の資料がありますので、後ほどお渡しします。 

 

内山委員長  他にございませんか。はい、工藤委員。 

 

工藤委員   生涯学習課で新しく担当することになった「男女共同参画」ですが、

こちらの関係はもうスタートしていると思いますが、５月、６月の

会議・事業に予定が無いようなので、どのような状況ですか。 

 

生涯学習課長 現在、要綱などの制定に着手している状態です。会議等への出席は

ありますが、こちらでの具体的な事業として、実際着手したものは

まだありません。 
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工藤委員   生涯学習課での所管ではあるが、教育委員会の方に報告はしないと

いうことになりますか。 

 

生涯学習課長 いいえ、報告はあります。現在は具体的な事業が無いということで

６月の予定にはありませんが、準備に取り掛かっているという状況

です。 

 

内山委員長  「きらら」は、今年一回発行されましたね。  

 

生涯学習課長 引き継ぎする前から準備されていたものだと思います。 

 

内山委員長  大変だと思いますが、よろしくお願いします。 

はい、教育長どうぞ。  

 

教育長    教育委員会へ市長部局から、男女共同参画に係る業務が移行すると

いう報告はありましたが、具体的な内容について説明がありません

でしたので、資料を作成し、次回の定例会で説明してもらえれば、

わかりやすいのではないでしょうか。 

 

生涯学習課長 はい、わかりました。 

 

工藤委員   ５月１５日に県庁でこの事業の会議があったようですが、教育委員

会でも新しい話題として出てくると思い質問したのですが、教育長

からお話があったとおり、やはり新しい業務への対応として、それ

なりの心構えやイメージ合わせを含めて、私達に教えていただけれ

ばと思います。 

 

内山委員長  他にありませんか。はい、工藤委員どうぞ。 

 

工藤委員   ８月１４日のＮＨＫラジオ体操ですが、以前に平川市でやったこと
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があるかわかりませんが、いずれにせよ、大きなイベントになると

思います。見方によっては、お盆中ということで、忙しくて誰も参

加する人がいないのではないかという話もありますが、せっかくの

イベントなので盛大にやってほしいということで、学校などでも話

し合っていろいろ動員するとか、また生徒用にバスを出すのかとい

うことも含めて話題が出ているようです。全国版ですし、早朝  

から全国へ平川市を発信する絶好の機会です。いろいろ対策をして

いると思いますが、大体どのような状況になっているか、教えてい

ただければと思います。 

 

保健体育課長 バスに関しては、碇ヶ関・葛川などの遠い地域、あとは尾上中学校・

猿賀小学校の児童・生徒を搬送することとしています。チラシの配

布については、毎戸チラシを作るほか、平川市の広報を使い周知す

るように進めています。５月２４日に第１回目の担当者会議がドー

ムであります。事業実施に関しては「かんぽ生命」さんと協議をし

ながら進めていくことになります。市内小・中学校の児童・生徒の

参加については、第１回校長会でお願いしています。遠い場所はバ

スを出すということにしておりますので、婦人会・老人クラブの各

種団体さんにもお願いして、その手配を進めているところです。約

1000人、多ければ1500人位ほど集めたいと思っています。８月１４

日ということで人集めが大変かと思いますが、教育委員会あげて参

加者を集めていきたいと考えています。 

 

事務局長   今、説明があったとおりチラシを毎戸配布することになります。各

小・中学校には別枠で、学校分の申し込みは学校で受け付けしても

らうよう文書でお願いし、一般市民の方につきましては、本庁と支

所に申し込み受付の窓口を設けたいということで、私の方から関係

部署にお願いしていきます。工藤委員が話されたように、せっかく

全国版のものが平川市に来るわけですから、盛り上げていきたいと

いうことで計画していました。 

 



- 7 - 

 

佐々木委員  事前に申し込みをしなければ、参加できないのですか。 

 

保健体育課長 いいえ。当日の参加でもいいのですが、こちらで記念品を出します

ので、その記念品の発注数の関係で、事前申し込みにしています。 

 

事務局長   朝の６時から開会式、６時３０分から体操が始まり、１０分ほど生

放送が入ります。その後で、別の体操や、アップル体操などもあり、

７時３０分には解散となります。先ほどもありましたが、８月１４

日の盆中ということではありますが、その朝の時間だけはなんとか

お願いしたいというところです。明日、県のラジオ体操協会の方々

が来て詳しい打ち合わせをしますので、またご報告したいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 

教育長    市内の高校生にも参加の声をかけてはどうでしょうか。例えば柏木

農業高校の野球部など、部活動の生徒を対象に声をかけ、５０人か

ら１００人ほど参加者数の増に繋げてはどうでしょうか。記念品は

バスタオルでしたか。 

   

保健体育課長 フェイスタオルです。少し長めのタオルです。 

 

事務局長   なかなかいい物ですので、それを用意します。 

 

教育長    そういうことも参加に繋がると思います。その他に鉛筆も配るので

したか。 

 

保健体育課長 かんぽ生命で出します。 

 

佐々木委員  かんぽ生命は、どのように関係しているのですか。 

 

保健体育課長 ラジオ体操は、かんぽ生命が主催しています。 

 



- 8 - 

 

教育長    保険の関係で、このラジオ体操ができたようです。 

 

事務局長   参加者全員に記念品プレゼントですから、いいと思います。 

 

内山委員長  明日、担当者会議ですよね。ご苦労様です。 

 

工藤委員   その時に、呼びかける団体等が決まるのですか。 

 

保健体育課長 明日の打ち合わせでは、ロゴを使うのか、どのような手配で進めて

いけばいいのか、指導を受けることになるのですが、婦人会や老人

クラブの方には、前もって、８月１４日の協力をお願いする事を伝

えてあります。これからは町内放送を使うとか、市内の企業には、

今週中に総会が開かれますので、その旨説明をし参加をお願いする

ことになります。 

 

工藤委員   若い人からお年寄りまでのさまざまな年代の方や、または車いすの

方など、いろいろな方に呼びかけてもらいたいです。朝の生中継で

は、ラジオに声が入りますので、いろいろな世代の声を全国に発信

する、素晴らしいものにしていただきたいと思います。 

 

内山委員長  はい、他にございませんか。それでは私からひとつ。 

陸上競技場ができました。先日の１４日には、さまざまな人が訪れ

ましたが、そこで、ゴミの問題等の気になることはありましたか。 

 

保健体育課長 こちらと各団体とで事前に打ち合わせをしまして、ゴミは全部持ち

帰るようにお願いしました。あとは、トイレの清掃についてもお願

いしました。というのも、陸上のスパイクでトイレに入ると、どう

しても汚れてしまうので、大会事務局の方に清掃の協力をお願いし

ました。 

 

内山委員長  最初が肝心で、初めに使い方を丁寧にしないと、すぐ汚れてしまう
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と感じていましたので。それも指導になると思いますが。 

 

保健体育課長 相手方の話も聞きながら、ゴミの持ち帰りや、不要な物の持ち込み

はしないなど、大会前に事前打ち合わせして、運営をしていただい

ております。 

 

駒井委員   ゴミ箱は絶対置かない方がいいと思います。いくら指導していても、

一人が間違ったことをすると、連鎖反応していくのを実際見ている

ので、まったくゴミ箱を置かないことで、マナーとして自分で管理

させるようにした方がいいと思います。 

 

保健体育課長 その件に関しては、陸上協会と打ち合わせをした際、倉庫の中に何

個かゴミ箱を用意して欲しいということでした。大会時に管理用と

して使いたいということですので、それは大会運営者が後ほど片付

けることになります。あくまでも一般の方のゴミ箱は無いという考

え方になります。 

 

事務局長   タバコの吸い殻入れに関しても、置かないということにしました。

最近は皆さんマナーが良く、携帯灰皿を持ってきますので、その対

応で問題ないと思います。 

 

内山委員長  はい。工藤委員。 

 

工藤委員   指導課の方なのですが、明日にいじめ問題対策連絡協議会といじめ

防止対策審議会が開催されるということですが、今回は顔合わせと

ういう感じですか。それとも新たな議題を準備しているのか、もし

何かあれば状況を教えてください。 

 

指導課長   今回の二つの会議では、平川市のいじめに対する取組状況や市いじ

め防止基本方針等を説明し、委員と情報共有いたします。更に国の

「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定を受けて、今後、
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平川市の取組むいじめ対策についてもお話をするということにな

ります。 

 

工藤委員   国の方針がという話もありますが、例えば最近、中学校での体罰が

あったという話とか、青森県内でも青森市の状況からすれば、第三

者の対策、審議というのは平川市でもありますが、そこがうまく機

能するのかどうかも含めて、いろいろな現象が出てきて、それなり

に関心がある人もいると思います。そのような事から、どこにどん

な問題が想定されるのか、という議論が出てくる可能性はあると思

います。特に教育委員会の立場、あるいは行政の立場などの権限や

整理の仕方など、もし教育委員会の方に話しておかなければならな

いものがあれば、出して教えていただきたいと思う次第です。 

 

教育長    工藤委員からお話がありましたが、いじめの重大事態が発生した時

の教育委員会の対応に関しては、やはり指導課の方でレクチャーし、

いざ事が起きた時の教育委員会としての対応についても確認した

方が良いと思います。昨年度、いじめ防止に係る組織が立ち上がり

ましたので、その組織についても同じように確認した方が良いと思

います。機会を見てというよりも、時間を取って説明をしていただ

ければと思います。 

 

内山委員長  では、その件についてはよろしくお願いします。 

       他にございませんか。 

 

＜質問等なし＞ 

 

内山委員長  それでは、各課からの報告に対する質疑を終了いたします。 

次に、各課から、委員に報告、お知らせしたい事項に入ります。 

平成２９年度青森県市町村教育委員会連絡協議会総会について、浅

原補佐、説明を願います。 

 

浅原補佐      ＜別途資料より説明＞ 
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内山委員長  ありがとうございます。当日は、参加される委員の皆様、よろしく

お願いいたします。 

 その他、各課から何かありませんか。はい、学校給食センター所長

どうぞ。 

 

給食センター所長  給食センター増築改修工事入札結果についてご報告いたし

ます。 

 

＜落札業者「西村・せんだい特定建設工事共同企業体」の説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございます。他に連絡等ございませんか。 

 

      ＜なし＞ 

 

内山委員長  それでは、各課からの報告を終わります。 

以上で本日の案件は終了しました。 

次回の会議は、平成２９年第６回定例会議です。委員会の開催日時

を、６月２７日（火）午後１時３０分から、場所は、こちらの庁議

室で開催したいと思いますが、皆さん宜しいでしょうか。 

 

      ＜了承＞ 

 

内山委員長  それでは、そのように決定いたします。 

これをもちまして本日は終了いたします。ご苦労さまでした。 


