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平成２８年第７回平川市教育委員会会議録（概要） 

 

 

１．開催日時   平成２８年７月２８日（木）午前９時００分 

 

２．閉会日時   平成２８年７月２８日（木）午後２時５５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 

４番委員・内山浩子  ５番委員・葛西万博    

６番委員・駒井優子 

        

５．欠席委員   ３番委員・工藤甚三  

 

６．議事録署名者 ５番委員・葛西万博  ６番委員・駒井優子   

 

７．説明のため出席した者 

小林事務局長、大湯学校教育課長、鳥山指導課長、 

小田桐生涯学習課長、齋藤保健体育課長、 

北道学校給食センター所長、五十嵐指導主事 

 

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   

報告第 ８号 財産の取得について 

報告第 ９号 平成２８年度教育費６月補正予算について 

議案第３５号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結

果報告書 

陳情第 １号 放課後児童健全育成事業施設整備計画に関する陳情書 

 

１０．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。報告第８号～９号、議案第３５号及び
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陳情第１号を審議し、可決した。 

 

１１．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２８年第７回平川市教育委員会を開催します。 

３番・工藤委員より、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、議事記録者には学校教育

課の浅原課長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。 

本定例会の議事録署名者は、５番・葛西委員、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、本日一日と致したいと思いますが、よろしいですか。 

 

＜異議なし＞ 

 

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 教育長 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。はい、駒井委員。 

 

駒井委員   ７月１５日に、松島での東北六県教育委員連合会研修会に行か

せていただきましたので、感想を述べさせていただきます。文

科省の先生から、公立の学校図書の活用についてお話があった

のですが、私自身、学校図書に力を入れている尾上地域の先生

達と一緒に、学校図書の活用についてコーディネイトする役目

をいただきましたので、今回のお話により学校図書の必要性に

ついて、とても勉強になりました。これからの平川市でも学校

図書が開かれていけばいいなと思います。 

先日のインクルーシブ教育ホップ研修会にも参加させていただ

きました。私は保護者目線で参加させていただきましたが、大
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学の緒方先生のお話はとても聞きやすく、全ての先生方・職員

の皆さんが、障害者に対してどのような対応をすればいいか、

気づき
．．．

のヒントになったと思うので、平川市でもこのような話

を聞ける機会があればいいのかなと思いました。その中で、文

化会において学校と学級の取組に参加させていただいたのです

が、いろいろな市町村の学校の先生がいる中で、平賀東小学校

の小山内校長先生が発表されていて、小学校内・学級での障害

者の子への対応や、取組みなどを全てお話されていて、すごく

聞きやすく良かったです。ありがとうございました。 

 

内山委員長  他にございませんか。なければ、以上で教育長報告を終わりた

いと思います。 

次に日程第５、議事に入ります。 

まず、臨時代理の報告を議題といたします。 

報告第８号財産の取得について説明をお願い致します。 

 

学校教育課長  ＜議案書２ページ 学校教育課 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致しま

す。ございませんか。 

 

＜質問等なし＞ 

 

内山委員長  それでは、報告第８号は報告のとおり承認させていただきます。 

       次に、報告第９号平成２８年度教育費６月補正予算についてを

議題といたします。まず、歳出１０款教育費３項中学校費まで

の説明をお願い致します。 

 

学校教育課長  ＜議案書８ページ 提案理由から中学校費まで  

学校教育課 説明＞ 

 

内山委員長  それに本日追加して議案配布しております、１０款教育費４項

社会教育費の説明をお願い致します。 

 

生涯学習課長  ＜議案書９ページ 社会教育費 生涯学習課 説明＞ 
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内山委員長  最後に、１０款教育費５項保健体育費の説明をお願い致します。 

 

生涯学習課長  ＜議案書１０ページ 社会教育費 生涯学習課 説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございました。今までの所でご質問等ありましたら

お願い致します。ございませんか。 

 

＜質問等なし＞ 

 

内山委員長  それでは、報告第９号は報告のとおり承認させて頂きます。 

次に、議案を議題といたします。 

議案第３５号教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価結果報告書を議題といたします。 

 

＜平成２７年度分評価結果報告書 担当課長説明＞ 

＜委員からの質疑、修正等＞ 

＜その間に休憩あり、午前・昼・午後、各１回＞ 

 

内山委員長  それでは、議案第３５号を可決することでよろしいでしょうか。 

 

        ＜異議なし＞ 

 

内山委員長  議案第３５号は可決されました。 

       次回の定例会には、本日の訂正箇所等を掲載し、委員全員へ配

布願います。 

次に、日程第６、各課からの報告を議題とします。 

議案書１３ページから１８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、何か質疑等ございませんか。 

 

佐々木委員  １４ページ、指導課の事業で、８月１０日『平川市教師力向上講

座②』についてですが、前回は道徳教育でしたが、今回の内容は

どうなっていますか。 

 

駒井委員   私からも指導課について質問があります。『こつこつ教室』では

各会場の人数に対して、弘前大学の生徒が割り振られていると思

いますが、その他に、指導員の先生が必ず一人は入っているので
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すか。指導課の指導主事が直接、生徒に携わっているのか確認し

たいのですが。 

 

学校教育課長補佐  指導課長が所用により不在です。担当の指導主事を呼びま 

すので、少々お待ちください。 

 

内山委員長  では先に、１７ページの保健体育課の７月６日『平川市体育協会

との定例会』とありますが、こちらはどのように行なわれている

のですか。 

 

保健体育課長 こちらは、平川市体育協会と保健体育課の職員で、毎月１回合同

で行われている打ち合わせ会のようなものです。体育協会で指定

管理しているのが、平賀体育館・プール・ゆうえい館・尾上Ｂ＆

Ｇ体育館・野球場・多目的広場とありますので、各施設の代表者

を集め、事務局長と体育協会・保健体育課の職員を交えて、困り

ごとや修繕箇所等の情報を共有しています。 

 

内山委員長  はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

学校教育課長 指導課の五十嵐指導主事が来ましたので、先ほどの質問の説明を

お願いしたいと思います。 

 

五十嵐指導主事  はい。まず、８月１０日『平川市教師力向上講座②』の内容

ですが、弘前大学附属の、子どもの心の発達研究センター から講

師をお招きして、「発達特性の理解と支援」というタイトルの講

義があります。２点目の『こつこつ教室』についてですが、弘前

大学の生徒は、人数に関係なく各地域に３名ずつとなります。 

 

佐々木委員  『こつこつ教室』の指導の中で、方向性についてなどを弘前大学

と指導課とで連携して、常に話し合われているのですか。 

 

五十嵐指導主事  常にというわけではなく、４月の始めに弘前大学と内容の確

認をしていまして、学生が来た時に、指導課の指導主事からお話

しています。来る学生が毎回違いますので、その時に話をする、

ということになります。 

 



- 6 - 

 

駒井委員   毎月来る学生さんが違うと思いますが、指導主事の皆さんから見

て思ったこと、課題や反省点などを次に繋げることについては、

毎月、大学との連携はしているのですか。 

 

五十嵐指導主事  ないです。 

 

駒井委員   学生にとっては単位制ということですので、学生の育成を考えて

いくのであれば、先生達が現場で見て思った事を大学と連携して

話し合う場が必要だと思いました。そのことによって、もっとよ

りよい教室になるのではないかと思いますので、ご検討していた

だきたいです。 

 

五十嵐指導主事  はい。 

 

内山委員長  ありがとうございました。 

  

駒井委員   『インクルーシブ教育研修会』に参加させていただきましたが、

とても聞きやすかったので、参加できなかった全ての先生が研

修できる場を、各市町村で設けて欲しい旨をアンケートに書き

ました。ですので、今回平川市において、８月に発達障害や学

級体制についての講義の場があるというのは、とても良いと思

います。 

 

内山委員長  はい。他にございませんか。なければ私から質問があります。

まず一つ目、生涯学習課の『成人式ＯＢ・ＯＧ会』というのが

ありますが、これは成人式の準備のことでしょうか。その部分

をもう少し詳しくお願いします。二つ目は、７月２３日に、鹿

児島の南九州市に行ってきた事について、報告をお願いします。 

 

生涯学習課長 まず『成人式ＯＢ・ＯＧ会』ですが、こちらは成人式の準備と

は違います。『未来の担い手発掘事業』の、昨年度メンバーの

集まりです。７月３０日の『ゆかたで町歩き体験』の話し合い

の為、週１回集まり進めています。 

 

内山委員長  はい、わかりました。 
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生涯学習課長 次に、７月２３日からの国内交流ですが、２６日に帰ってきま

した。日焼けもして疲れも見えましたが、先方の接待が良く、

非常に有意義な研修だったという話です。参加者の中で、最初

は戸惑いがあった子もいたようですが、帰る頃には大丈夫だっ

たということです。 

 

駒井委員   具体的な事について、私から報告させていただきます。行きと

は違い、帰りは皆が笑顔でした。一人だけ高校生ということで、

最初は不安があった子も、先に立って頑張ってくれたと思いま

す。他の中学生との交流で、これから先の、地域としてのコミ

ュニティが広がっていく所が見えて安心しました。１２月に、

今度はあちらから来る予定ということで、また会えるように等

の声掛けをしていました。 

 

内山委員長  ありがとうございました。次に、保健体育課の８月１７日ひら

かドームの『大相撲平川場所』について、準備等の報告をお願

いします。 

 

保健体育課長 大相撲平川場所については、７月１３日の時点で席が完売とな

っています。現在、着々と準備に取りかかっていますが、まず、

前日から当日まで、事業に係るスタッフの依頼を完了させまし

た。また、のぼり旗の設置や座席の材料など、各会社からの協

力のもと進んでいる状態です。のぼり旗は１週間前から設置す

る予定ですが、その準備に現在取りかかっているところです。

ドームの中に居る保健体育課のスタッフとしては、土俵づくり

に使う土を雨にさらさないようにするなどの管理に努めている

状態です。８月８日には、相撲協会から先発親方が２名入りま

すので、その時点で、会場のひらかドームや支度に使用される

平賀体育館などを確認していただいて、巡業の細かい内容をつ

めていく段取りになっています。未定ではありますが、横綱が

２人は来る、という話になっています。このように着々と準備

が進められています。漏れがないように細部までつめて、当日

成功するようにしたいと思います。 

 

内山委員長  ありがとうございました。ぜひ、成功させていただきたいと思

います。初めての事業ですので、楽しみにしたいと思います。
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私からは以上ですが、他に質問はありませんか。 

 

        ＜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などがありま

すか。 

 

        ＜なし＞ 

 

内山委員長  では、以上で各課からの報告を終わります。 

       次に、日程第７、陳情を議題とします。 

 陳情第１号、放課後児童健全育成事業施設整備計画に関する陳

情書につきましては、平川市議会倣い委員へ配布いたしますの

で、ご精読願います。 

 

内山委員長  以上で本日の案件審議は全て終了しました。 

次回の会議は、平成２８年第８回定例教育委員会です。委員会の

開催日時を８月２３日（火）、午後１時３０分から、場所は２階

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。 

 

        ＜異議なし＞ 

 

内山委員長  では、そのように決定致します。 

それでは、これをもちまして本日は終了いたします。 

ご苦労様でした。 

 


