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平成２９年第７回平川市教育委員会会議録（概要） 

 

 

 

１．開催日時   平成２９年７月２５日（火）午後１時３０分 

 

２．閉会日時   平成２９年７月２５日（火）午後２時４０分 

 

３．場 所   平川市尾上総合支所 庁議室  

 

４．出席委員   ６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  ６番委員・駒井優子 

        

５．欠席委員   なし 

 

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 

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２２号 平成３０年度使用小学校用道徳科教科用図書採択について 

 

１０．各課からの報告 

・点検評価アドバイザー選任について 

 

１１．会議の大要 

午後１時３０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２２号を審議し、承認した。 
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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６名で、定足数に達していますので、これ

より、平成２９年第７回平川市教育委員会を開催いたします。 

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。 

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、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。 

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。

はい、工藤委員。 

 

工藤委員   たいへん詳しく報告していただいてありがとうございます。その

中の、６月２８日の事件、それに関連して、高い建物には屋上が

あります。そこで、小・中学校には屋上があるのか、また、その

場所への出入りはどうなっているのか等を含めて、危機管理につ

いて教えていただきたいと思います。 

 

教育長    今後の対応として、同じような事故が発生しないように、職員が

来庁者への注意、出入口の管理、夜間・休日における庁舎出入者

の把握などに留意し、庁舎等の管理を徹底することにしました。  
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学校の管理につきましては、昨年度、教育委員会では全ての学校

を巡回し、屋上に行く入口等を確認しました。施錠されており子

どもたちが出入りできる状況にはなく、学校施設の管理が徹底さ

れていました。 

 

事務局長   その後の対応として部長会議でも話がありました。総務課の方で、

本庁舎全ての窓を開かないようにロックをかけるというのが一点

です。それから休庁日に関しても今までは職員入口が出入り自由

だったのですが、日直が必ず施錠し、用事がある方についてはイ

ンターホンで確認してから解錠することになりました。尾上庁舎、

碇ヶ関庁舎に関しましても、空き部屋には全て鍵をかけるという

ことになりました。今まで自由に入れた所も全て施錠するという

対応になります。 

 

内山委員長  はい、駒井委員。 

 

駒井委員   先程、教育長から危機管理の説明で、学校屋上の施錠確認のお話

があったのですが、屋上だけではなく、３階建ての物や各教室の

窓の造りはどうなっていますか。 

 

学校教育課長 窓の造りは、低学年のクラスですと幅のない小さい窓を下にして、

大きい窓が上になっている造りに大体なっています。高学年にな

りますと２階・３階になりますが、安全な高さに設置しています。 

 

駒井委員   はい、わかりました。普段から危機管理で監視していくというこ

とでいいと思います。ありがとうございます。 

 

内山委員長  他にありませんか。 

 

＜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、議案審議に入ります。 

     議案第２２号平成３０年度使用小学校用道徳科教科用図書採択に

ついてを議題とします。 

指導課長に、提案理由等の説明を求めます。 
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指導課長      ＜議案書２～３ページより説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございます。はい、教育長。 

 

教育長    なぜ道徳が教科化になったのかということを、もう少し詳しく説

明していただければ、もっとわかりやすいと思います。 

 

指導課長   はい。特別の教科、道徳ですが、従来、道徳は教科ではない領域

という時間でありました。道徳自体は、学校教育活動全体で指導

するということになっていますが、道徳の時間は要の時間である

という位置づけとなっております。今回の道徳の改訂で教科とな

るにあたっては、従来の道徳は指導法にばらつきがあったことや、

昨今の様々ないじめ問題や安全・安心の教育等を学ぶ教科として、

道徳がクローズアップされていることが背景にございます。今回、

承認を求めている教科書も、いじめに関することが特に配慮され

たものになっております。 

 

内山委員長  ありがとうございます。はい、佐々木委員。 

 

佐々木委員  以前のは、地域教材を取り入れたものがありましたが、今回ので

は、地域教材が入っている会社はありましたか。 

 

指導課長   はい。地域のことを扱った教材は入っています。 

 

佐々木委員  今回の日文の教科書はどうですか。 

 

指導課長   入っています。 

 

内山委員長  他にありませんか。はい、工藤委員。 

 

工藤委員   小学校でも道徳を教科化するということで、それについては世の

中でも議論されていると思いますが、今回、この３０年度の道徳

の教材が決まれば、通信簿はどうなるのですか。採点等の項目は

当然あると思いますが、どのようになっていますか。 

 

指導課長   評価に関しては、これから行われる教育課程の説明会を踏まえ、
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伝達事項を各学校へ伝えることになりますが、記述式での評価に

なると思います。 

 

工藤委員   教科書を作っている会社はたくさんあると思いますが、今回、文

部省の対象になった会社は何社になりましたか。 

 

指導課長   ８社です。 

 

工藤委員   他の教科で日文の教科書は使われていますか。 

 

指導課長   小・中学校とも社会や図画工作、美術等まで広く扱っております。 

 

工藤委員   そのように広く手がけている会社であれば理解できます。初めて

の教科書になるので、一回決めると、なかなか別なものに変更す

るというのは難しいと思います。協議会の方々もいろいろな議論

をされたと思いますので、いい教科書を選ぶための視点はわかり

ました。 

 

内山委員長  他に質問等ありませんか。 

 

＜質問等なし＞ 

 

内山委員長  それでは、議案第２２号は原案のとおりといたします。 

次に、日程第６、各課からの報告を議題とします。 

議案書４ページから９ページ、各課からの報告に対する質疑に入り

ます。はい、給食センター所長どうぞ。 

 

給食センター所長  ＜議案書９ページ補足説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございました。 

       はい、保健体育課長どうぞ。 

 

保健体育課長 続けて８ページをご覧ください。教育長から８月１４日のラジオ

体操の話がありましたが、皆さんの参加・御協力をお願いしたい

と考えております。今現在のラジオ体操の参加者数をお知らせい

たします。正式に申し込みがあった人数で 2,143 人です。それ以
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外に老人クラブが７月２８日までの締め切りになっております。

また、弘前の体操団体等から 80人から 100人位の申し込みの問い

合わせがありました。まだはっきりと決まったわけではありませ

んが、後は、柏木農業高校、尾上総合高校、当日の参加者等で、

全員が確実に来るかどうかわからないところもありますが、2,500

から 2,600人位になると思われます。ラジオ体操については当日、

NHKのラジオで生放送が入ります。またアップルウェーブの収録

が同じ日に入ります。さらに前の日の８月１３日から１４日まで、

ラジオ体操がどのように行われているかドキュメンタリー風の収

録が NHK で入ることになりましたので、皆さんにご報告すると

ともに、１４日の参加のお願いとなります。 

 

事務局長   今、保健体育課長が話したとおり、急遽、全国版の毎週日曜日に

放送されている番組で、平川市のラジオ体操をドキュメンタリー

的に撮影するということになりました。先ほどの話で 2,300 人く

らいという話がありましたが、ダブって申し込みをされている方

がいるとは思います。おかげさまで今のところ 2,000 人は超える

という報告でしたので、委員の皆様もお盆中ではありますが、早

起きしていただき、参加をお願いしたいと思います。 

 

内山委員長  雨天の場合はドームですね。 

 

事務局長   はい。前日は雨天の場合に備えて、どちらでも大丈夫なようにピ

アノも２台用意して、２会場とも同じような準備をします。 

 

内山委員長  ご苦労様です。ぜひ成功させていただきたいと思います。天気が

良ければいいですね。 

       他にございませんか。はい、工藤委員。 

 

工藤委員   2,500から 2,600人位ということでしたが、せっかくの機会で全国

版です。その中で、全国に向けて平川市を宣伝する特別な秘策は

ありますか。 

 

保健体育課長 NHKラジオ放送でラジオ体操が入る前に、平川市の紹介が３０秒

間入ります。そこには岩木山や八甲田連峰の真ん中にあることや、

りんごが農林水産大臣賞を受賞していることなどを３０秒間で宣

伝するということで、すでに NHK さんに原稿を送っています。



- 7 - 

 

あと、ドキュメンタリーの撮影が入るということで、商工観光課

にお願いをして、天気が良ければねぷたを出すというような事も

考えてはいるのですが、天気次第ということで、ねぷたを外に出

してはおけないので、天気を見ながらではありますが、ぜひテレ

ビで平川市らしさを出していけるように準備を進める予定です。 

 

内山委員長  放送されることによって、全国版ということですし、ふるさと納税

も、もっともっと増えるであろうことも期待されます。担当として

は、教育委員会はたいへん忙しいのですが、体調には気をつけて準

備等お願いしたいと思います。委員の皆さんもぜひ運動靴着用でお

願いしたいと思います。 

       あと質問等ありませんか。 

 

＜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に入ります。 

点検評価アドバイザー選任についてを議題とします。 

学校教育課長、説明願います。 

 

学校教育課長    ＜議案書１０～１１ページより説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございます。先の定例会でも協議しましたが、本年度か

らの変更点の説明です。委員の皆様、ご質問、ご意見等ございませ

んか。はい、工藤委員。 

 

工藤委員   元平賀東中学校校長はわかりますが、その他の２名について教えて

ください。 

 

学校教育課長  ＜２名のアドバイザーについて説明＞ 

 

工藤委員   わかりました。 
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内山委員長  他にありませんか。 

 

＜質問等なし＞ 

 

内山委員長  それでは、点検評価アドバイザー会議を担当される皆様、よろしく

お願いいたします。その会議の意見を参考に、平成２８年度の事務

事業評価が作成され、８月の定例委員会に議案として上程されます

ので、委員の皆様には慎重なるご審議をお願いいたします。 

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。 

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８回定例会議です。委員会の開催日時

を、８月２２日（火）午前９時からとしたいと思います。その理由

としては先程の説明のとおり、８月の定例会では、点検評価アドバ

イザーの意見を参考に作成された事務事業評価が上程されますの

で、十分に時間をかけて、場合によっては午後まで慎重に審議する

ためでございます。場所は、こちらの庁議室で開催したいと思いま

すが、皆さんよろしいでしょうか。 

 

      ＜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。 


