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平成２９年第１２回平川市教育委員会会議録（概要） 

 

 

 

１．開催日時   平成２９年１２月１９日（火）午後１時３５分 

 

２．閉会日時   平成２９年１２月１９日（火）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 

         ３番委員・工藤甚三  ４番委員・内山浩子 

         ５番委員・葛西万博  

        

５．欠席委員   ６番委員・駒井優子 

 

６．議事録署名者 ２番委員・柴田正人 ５番委員・葛西万博 

 

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、今井教育振興係長 

 

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  

  ・臨時代理の報告  

報告第１３号 平川市平賀屋内温水プールの指定管理者の指定及び指定管 

          理者の管理の期間について  

   報告第１４号 平川市平賀体育館の指定管理者の指定及び指定管理者の管 

          理の期間について  

   報告第１５号 平川市Ｂ＆Ｇ尾上体育館、尾上武道館、尾上野球場、尾上 

          テニスコート、尾上体育館及び尾上多目的広場の指定管理 

者の指定及び指定管理者の管理の期間について  
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   報告第１６号 平成２９年度教育費１２月補正予算について 

   報告第１７号 平成２９年度学校給食センター費１２月補正予算について 

  ・議案 

議案第２５号 平成２９年度平川市教育委員会被表彰者の決定について 

 

１０．各課からの報告 

   国際交流事業の日程説明 

 

１１．会議の大要 

午後１時３５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。報告案件５件を審議し了承した。また、

議案第２５号を審議し可決した。 

 

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１２回平川市教育委員会を開催いたします。 

６番・駒井委員より、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。 

会議録記録者には学校教育課の浅原補佐にお願いします。また、

議案第２５号の説明補助員として、今井係長の出席を認めており

ます。 

委員及び説明者は、発言する際には挙手の上、委員長の許可を得

てから発言されますようお願いいたします。 

次に日程第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、２番・柴田教育長、５番・葛西委員

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  本定例会の会期は、本日１日と決しました。 



- 3 - 

 

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いたします。ございませんか。 

 

教育長    議会についてでも何かありましたら、資料を持ってきましたので。 

 

内山委員長  今回の議会についてですが、９人の質問がありました。その９人

のうち５人が教育委員会に関しての質問でした。その中でも、建

設に関する質問が非常に多かったです。それだけ教育委員会に対

して、よく見ているのだと思います。 

質問等ございますか。はい、工藤委員どうぞ。 

 

工藤委員   委員長のほうからも議会の状況のお話がありましたが、新聞等で

も、新体育館等に関していろいろと質問があったのだとわかりま

す。教育委員会の関係で、学校や文化センターなど、いわゆる箱

モノが軒並み大きな事業として建て替えや修復されているのです

が、少なくない金額で、それぞれの担当部署ではたいへんご苦労

されていると思います。 

市民としてはやはり、子ども達にいい教育の環境、あるいはいい

スポーツの環境として良くなるというのは望ましいことです。た

だ、お金がかかることですので、統一した認識になるように、わ

かりやすい説明がこれからもますます求められると思います。 

子どもたちの教育の状況として、細かいことがいろいろあるわけ

ですが、その部分に目を向けるのは、今までもこれからも当然と

して、このような大きなことに関しても、普段我々が気がつかな

い部分での指摘等が出てくることが考えられます。そのことから、

委員会の中で丁寧に説明していただいている事について、大変感

謝しています。 

 

事務局長   工藤委員のお話にあった新体育館に関しましては、２７年、２８

年に実施設計は終わっていましたが、今回３，８００万かけて修

正することになります。 

その理由として、当初こちらでは体育館を建てることだけで考え
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ていたのですが、防災機能を持たせ、大規模災害時に避難所して

使うようにするということから、様々な追加の部分がでてきまし

た。当初は、事業費を１７億５０００万で委員の皆様に説明して

おり、設計時点では約２３億になるということで進めておりまし

た。今回、最終的に３１億くらいになったのは、体育館は確かに

大きくなりますが、あくまでも防災機能を整備するということか

らです。 

今回の議会でようやく修正設計の３，８００万が承認されました

ので、皆さんに報告することになりました。 

今後とも、皆様に報告しながら各事業を進めていきたいと思いま

すので、ご理解をお願いいたします。 

 

内山委員長  他にございませんか。 

 

＜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、各課からの報告を議題とします。 

議案書２ページから７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、何かご質問等ございませんか。はい、工藤委員。 

 

工藤委員   学校が冬休み間近ですが、現在のインフルエンザの状況と、今年は

雪が多いのか少ないのかわかりませんが、冬休み中の子ども達につ

いて、学校側で注意されていることや、分別を要することなど、何

か考えていることはありますか。 

 

学校教育課長 現在インフルエンザは、特に流行しているという報告はありません。

雪に関しては歩道について１件、降り始めのときに除雪がされてい

ないとのご意見がありました。その他については今のところ特にあ

りません。インフルエンザの流行はこれからになるかと思います。 

 

内山委員長  ありがとうございます。佐々木委員どうぞ。 

 

佐々木委員  生涯学習課で１月の事業予定にある「文化センター・ひらかわ伝統
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芸能フェスティバル」ですが、どのような内容か教えてください。 

 

生涯学習課長 こちらの内容は、平川市の伝統芸能等を保存している７団体と、特

別出演として横笛奏者の佐藤ぶん太氏と津軽三味線の国内第一人

者である笹川皇人氏のお二方がゲスト出演する予定となっており

ます。その他に、文化協会では「もの作りワークショップ」をホー

ル以外の場所で開催し、飲食コーナーも設けます。それを１月１４

日の１３時３０分から１７時まで実施するものであります。 

 

佐々木委員  入場は無料ですか。 

 

生涯学習課長 無料です。 

 

佐々木委員  申込等をせずに行っても大丈夫なのですか。 

 

生涯学習課長 はい、そうです。申し遅れましたが、教育委員会の皆様にはこちら

から案内を送ります。チラシも添付しますので、そちらの方をご覧

になって、ぜひご来場していただきたいと思います。 

 

佐々木委員  こちらは毎年開催されていましたか。 

 

教育長    文化センターのリニューアル記念事業になります。 

 

佐々木委員  碇ヶ関には、古懸の獅子舞と船岡の荒馬踊りがあるのですが、引継

ぐ子ども達が少ないので、教える方から、今それを伝えておかなけ

れば途絶えてしまうのではないかという声が聞かれるのですが、碇

ヶ関もこのような催しに出るのでしょうか。 

 

生涯学習課長 今回碇ヶ関地区は、古懸の獅子踊保存会と御関所太鼓保存会の２団

体が出演することになっています。 
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佐々木委員  このような催しがあれば、皆さんに知ってもらえて、残っていくの

かなと思いました。たいへん良い事だと思います。 

 

生涯学習課長 お話にありました、船岡地区など各地区の伝統芸能につきましては、

担当者と相談しまして、今後どのように対応していくか課内で詰め

ていきたいと思います。 

 

佐々木委員  ぜひ声を掛けて、やっていただきたいです。以上です。 

 

内山委員長  他にございませんか。はい、工藤委員。 

 

工藤委員   給食センターの最後の部分ですが、食材放射能検査の岩手県産キャ

ベツ、平川市産人参とも、セシウム１３４・１３７と同じ数値にな

っているのですが、こういうこともあるのですか。 

 

給食センター所長 こちらは１キロあたりのセシウムの量で、セシウム下限値が、

１２．５ベクレル以下であれば、１キロのあたりの数値は同じにな

ります。この表示方法については再度検討したいと思います。実際、

下限値以下ですので、表示なしとする方法もありますので、これか

ら課内で再度検討していきたいと思います。 

 

工藤委員   その食材の放射能検査ですが、例えば福島県の米など、全量検査し

ていて、それにすごくお金を要しています。それは国・県で出して

いると思いますが、そろそろ毎戸をやめようかと、もう大丈夫だと

いう状況も出てきていますが、これは義務付けられた検査であるの

かなど、わかるようでしたら教えてください。 

 

給食センター所長 この検査は義務付けられているというよりは、原燃の原発事故

があってから、どこの市町村でもこのような形でやってきました。

他の市町村では無くなっている所もありますし、弘前市ではまだ続

いています。平川市も最初からやっていて続いていますが、今まで
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下限値を越したという事は一度もありませんでした。それも含めて

今後、給食センターとしても、月一回検査するべきかどうか、今後、

検討が必要だと考えています。 

    

内山委員長  はい、ありがとうございました。 

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、委員への連絡事項に入ります。 

指導課長より、中学生国際交流のお知らせがあります。鳥山課長お

願いします。 

 

指導課長      ＜中学生国際交流カムデン日程説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございました。寒い期間での日程となりますが、生徒の

安全第一での引率、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。 

 

＜なし＞ 

 

内山委員長  これで、各課からの報告を終わります。 

次に、日程第６、議案審査に入ります。 

臨時代理者の報告に入ります。 

指定管理の報告案件となりますので、報告第１３号平川市平賀屋内

温水プール、報告第１４号平川市平賀体育館、報告第１５号平川市

B&G尾上体育館等の指定管理者の指定及び指定管理者の管理の期

間を一括議題とします。 

保健体育課長に一括議題とした３件の提案理由と案件の説明を求

めます。 

 

保健体育課長    ＜３件の提案理由、案件の説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございました。今の説明にご質問等ございましたらお願
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いいたします。 

 

＜質問等なし・議案提示方法に対する意見あり＞ 

 

内山委員長  それでは、報告第１３号から報告第１５号は報告のとおり承認させ

ていただきます。 

報告第１６号平成２９年度教育費１２月補正予算についてを議題

とします。人件費以外で、主な補正予算の内容について、各課長に

説明を求めます。 

まず、学校教育課長に提案理由、学校教育課の人件費以外の歳出の

説明を求めます。 

 

学校教育課長    ＜提案理由含め、歳出の主たる事業の説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございました。 

       次に、指導課長に人件費以外の歳出の説明を求めます。 

 

指導課長      ＜歳出の主たる事業の説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございました。 

       次に、生涯学習課長に人件費以外の歳出の説明を求めます。 

 

生涯学習課長    ＜歳出の主たる事業の説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございました。 

       次に、保健体育課長に人件費以外の歳出の説明を求めます。 

 

保健体育課長    ＜歳出の主たる事業の説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございました。今までの説明で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＞ 
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内山委員長  それでは、報告第１６号は報告のとおり承認させていただきます。 

       次に、報告第１７号平成２９年度学校給食センター費１２月補正予

算についてを議題とします。学校給食センター所長に提案理由、人

件費以外の補正内容の説明を求めます。 

 

給食センター所長  ＜歳出の主たる事業の説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございました。今の説明に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、報告第１７号は報告のとおり承認させていただきます。 

       ここで休憩といたします。 

 

 

・・・  休   憩  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

                   午後２時２３分～午後２時３３分まで 

 

 

内山委員長  会議を再開し、議案審査に入ります。 

       議案第２５号平成２９年度平川市教育委員会 被表彰者の決定につ

いてを議題とします。学校教育課長より、提案理由及び議案の説明

を求めます。 

 

学校教育課長    ＜議案２２ページより説明＞ 

＜被表彰者について審議＞ 

 

内山委員長  それでは議案第２５号は、ただ今のご審議どおりでよろしいですか。 

 

＜賛成するもの多数＞ 
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内山委員長  議案第２５号は、ただ今ご審議したとおりと決します。 

       以上で、本日の案件は終了しました。 

来年の予定をお手元に配布しておりますが、次回の会議は、平成３

０年第１回定例会議です。委員会の開催日時を、１月２３日（火）

午後１時３０分からとしたいと思います。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  では、そのように決定いたします。 

それでは、これをもちまして本日は終了いたします。 

今年１年、本当にありがとうございました。   


