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令和元年第１０回平川市教育委員会会議録（概要） 

 

 

１．開催日時   令和元年１０月２３日（水）午後１時２５分 

 

２．閉会日時   令和元年１０月２３日（水）午後４時１８分 

 

３．場 所   平川市尾上分庁舎 庁議室  

 

４．出 席 者   （教 育 長）柴田正人 

（１番委員）駒井優子  （２番委員）葛西万博 

（３番委員）工藤甚三  （４番委員）佐々木幸子 

（５番委員）内山浩子 

 

５．欠 席 者   なし 

 

６．署 名 者   （１番委員）駒井優子  （２番委員）葛西万博 

 

７．説 明 者   對馬事務局長、齋藤学校教育課長、桜庭指導課長、 

滝本生涯学習課長補佐、須藤平賀図書館長補佐、 

北道学校給食センター所長、高阪学校給食センター所長補佐、 

工藤スポーツ課長 

 

８．会議録作成者 中畑学校教育課課長補佐 

 

９．会議に付された案件  

  ・議案 

   【継続審議】 

議案第２３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に 

ついて 

 

１０．委員・各課からの報告 

（１）平川市第２子以降幼稚園保育料無料化補助金交付要綱の廃止について 

（２）平川市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の廃止について 

（３）平川市学校給食センター業務委託について 
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１１．会議の大要 

午後１時２５分に教育長が開会を宣言。会期を１日とし、会議録署名委員

を前項６のとおり指名。議案１件（継続審議案件）を審議した。 

 

１２．会議の状況 

 

教育長    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、令和元年第１０回平川市教育委員会を開会いたします。 

       案件の説明者は、教育委員会各課長、学校給食センター所長補佐、

平賀図書館長補佐にお願いします。 

       生涯学習課は、課長の代理で滝本補佐が出席しています。 

会議録記録者は、学校教育課の中畑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うえ、議長の許可を得

てから発言されますようお願いします。 

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。 

会議規則第２３条に基づき、本定例会の会議録署名者は、１番駒

井委員、２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いたします。 

本定例会の会期は、本日１日としたいと思いますが、これに異議

ありませんか。 

 

（了承） 

 

教育長    異議なしと認め、本定例会の会期は、本日１日と決しました。 

日程第４、教育長報告に入ります。 

 

教育長    （議案書１ページの要旨を説明） 

 

教育長    １ページ、教育長報告の中で質問等ありませんか。 

       佐々木委員。 

 

佐々木委員  今般ニュースになっている「神戸で発生した先生方のいじめ問題」

を踏まえ、機会を捉えて先生方の指導をしてもらいたい。 

 

教育長    近く校長面談がありますので注意喚起いたします。 
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       ほかにありませんか。 

       内山委員。 

 

内山委員   先日、音楽発表会を鑑賞しました。各学校が工夫を凝らし、大変

センスのよい発表だと感じました。 

 

教育長    ほかに質問等ありませんか。 

 

       （なし） 

 

教育長    以上で教育長報告を終わります。 

       次に、日程第５、各課からの報告に入ります。 

まず、議案書２ページから７ページ、各課からの報告の内容に対

して、何か質問等ありませんか。 

佐々木委員。 

 

佐々木委員  ２ページ、１０月２１日に開催された碇ヶ関小・中学校合同懇談

会の概要を教えてください。 

 

教育長    学校教育課長。 

 

学校教育課長  教育委員会から３名、小学校保護者１０名、中学校保護者１３名、

教員はほぼ全員出席しました。その中で、将来計画している小中

学校の併置及び現在進めている小学校の改築事業について説明し

ました。出席者から、「旧校舎の活用はどうなるのか。」などの

質問がありました。 

 

教育長    ほかに質問等ありませんか。 

       駒井委員。 

 

駒井委員   こつこつ教室について、来年度の取組方針を伺います。 

 

教育長    指導課長。 

 

指導課長   今年度は、昨年度の倍以上の参加者があった。講師を務めている

大学生は、教育学部の１年生ですが、先生としての自覚を持って

臨むようお願いしている。日程については、学校行事との調整を
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図りながら多くの子どもたちに参加してもらえるよう検討してま

いります。 

 

教育長    駒井委員。 

 

駒井委員   講師となっている大学生は、勉強を教えることはもちろん、それ

以外の面でも子どもたちとのかかわり方を学ぶ良い経験につなが

っているものと思いますので、その指導も併せて引き続きお願い

したいと思います。 

 

工藤委員   知覧特攻平和会館パネル展の観覧状況を教えてください。 

 

教育長    生涯学習課長補佐。 

 

生涯学習課長補佐  パネル展は１０月１９日から１１月４日まで開催しています。 

       新聞にも掲載されたことから、休日は多くの観覧者が訪れていま

す。１１月４日には、「特攻隊員の心に学ぶ」と題して出張講話

を予定しています。 

 

教育長    ほかにありませんか。 

       葛西委員。 

 

葛西委員   １０月２９日、国民スポーツ大会中央競技団体正規視察とありま

すが、大会で当市を訪れる関係者の人数はどの程度の規模になる

のか、わかっている範囲で教えてください。 

 

教育長    スポーツ課長。 

 

スポーツ課長  選手８００人、役員と合わせて１，２００人程度の規模になると

聞いている。 

       滞在期間は、５日から６日が見込まれます。 

 

教育長    ほかに質問等ありませんか。 

 

（なし） 

 

教育長    それでは、各課の業務日程等に関する質疑を終了します。 
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       次に、その他の報告事項として、各課から委員に説明したいこと

がありましたらお願いします。 

       学校教育課長。 

 

学校教育課長  （別添資料「平川市第２子以降幼稚園保育料無料化補助金交付要

綱の廃止について」、「平川市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

の廃止について」を説明） 

 

教育長    ただいまの説明に関して、何か質問等ありませんか。 

 

       （質問等なし） 

 

教育長    続いて、学校給食センターから説明をお願いします。 

 

学校給食センター所長補佐  （別添資料「学校給食センター業務委託企画提案（プロポーザル）

実施方法について」、「業務委託内容について」を説明） 

 

教育長    ただいまの説明に関して、質問等ありませんか。 

       工藤委員。 

 

工藤委員   「給食に使用する食材は発注者が提供するものとし、市から提供

されたもの以外は給食に提供してはならない。」とありますが、

食材のチェックはどのようにするのか教えてください。 

 

教育長    学校給食センター所長補佐。 

 

学校給食センター所長補佐 現在もですが、市の栄養職員が食材を発注し、納入業者から受け

取る際も栄養職員と調理員が一緒に行っています。業務委託とな

っても市の栄養職員は残りますので、これまでどおりのチェック

体制となります。 

 

教育長    ほかに質問等ありませんか。 

 

       （なし） 

 

教育長    それでは、１４時４５分まで休憩したいと思います。 
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       （１４時３５分から１４時４５分まで休憩） 

 

教育長    休憩前に引き続き会議を再開します。 

日程第６、議事に入ります。 

       案件は、前回から継続審議としている議案第２３号が１件となっ

ております。 

まずは、前回の会議に１番駒井委員と２番葛西委員が欠席であり

ましたので、会議の要旨を学校教育課長補佐から説明願います。 

 

学校教育課長補佐  （前回会議で審議した議案第２３号の要旨を説明） 

 

教育長    それでは、１５ページ、事業№７について、指導課長から説明を

お願いします。 

 

指導課長   （１５ページ、事業№７を説明） 

 

教育長    ただいまの説明に関して、質問等ありませんか。 

 

       （質問等なし） 

 

教育長    １６ページ、事業№８について説明をお願いします。 

 

指導課長   （１６ページ、事業№８を説明） 

 

教育長    ただいまの説明に関して、質問等ありませんか。 

 

       （質問等なし） 

 

教育長    １７ページ、事業№９について説明をお願いします。 

 

指導課長   （１７ページ、事業№９を説明） 

 

教育長    ただいまの説明に関して、質問等ありませんか。 

       工藤委員。 

 

工藤委員   支援員には安い報酬で頑張っていただいていることに感謝してい

る。学習の定着のため、今後も支援員の充実をお願いしたい。 
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教育長    ほかに質問等ありませんか。 

       佐々木委員。 

 

佐々木委員  ３．評価のところで、「よりきめ細やかな支援を行えるよう、研

修の充実を図る必要がある。」とありますが、研修の充実につい

て具体的な考えを教えてください。 

 

教育長    指導課長。 

 

指導課長   学習支援員は、普通学級を担当していますが、普通学級の中にも

発達障害など、特別な支援が必要な子どもたちが増えています。

このため、研修の充実を図ると書いてある研修とは、特別支援教

育のことです。 

 

教育長    ほかにありませんか。 

 

       （なし） 

 

教育長    １８ページ、事業№１０について説明をお願いします。 

 

指導課長   （１８ページ、事業№１０を説明） 

 

教育長    ただいまの説明に関して、質問等ありませんか。 

 

       （質問等なし） 

 

教育長    １９ページ、事業№１１について説明をお願いします。 

 

指導課長   （１９ページ、事業№１１を説明） 

 

教育長    ただいまの説明に関して、質問等ありませんか。 

       佐々木委員。 

 

佐々木委員  評価をＢとした理由を教えてください。 

 

教育長    指導課長。 
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指導課長   国の指針の改定を受け、当市でも平成３０年３月に「いじめ防止

基本方針」を改定し、市内小・中学校に対応マニュアルなどを提

示しました。しかし、学校現場への浸透が十分でなく、改善の余

地があると思われるため、Ｂ評価としました。 

 

教育長    ほかに質問等ありませんか。 

 

       （なし） 

 

教育長    それでは、指導課について終了し、生涯学習課に入ります。 

２０ページ、事業№１２について、生涯学習課長補佐から説明を

お願いします。 

 

生涯学習課長補佐 （２０ページ、事業№１２を説明） 

 

教育長    ３．評価のところの終わりの部分について、「思われる。」とい

う表現は適切でないので、修正をお願いします。 

       ほかに質問等ありませんか。 

 

       （なし） 

 

教育長    ２６ページ、事業№１８について説明をお願いします。 

 

生涯学習課長補佐 （２６ページ、事業№１８を説明） 

 

教育長    ただいまの説明に関して、質問等ありませんか。 

 

       （質問等なし） 

 

教育長    ２７ページ、事業№１９について説明をお願いします。 

 

生涯学習課長補佐 （２７ページ、事業№１９を説明） 

 

教育長    ただいまの説明に関して、質問等ありませんか。 

       佐々木委員。 

 

佐々木委員  事業内容は誰かの意見を聞いて企画しているのか。 
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教育長    生涯学習課長補佐。 

 

生涯学習課長補佐 基本的に職員が企画し、事業実施後、参加者へのアンケートで意

見を聞く形で進めています。 

 

教育長    佐々木委員。 

 

佐々木委員  日程について、今年、重複した事業がありましたので、他の行事

との調整をしっかりお願いします。 

 

生涯学習課長補佐 わかりました。 

 

教育長    本事業の主旨は、「教養を身に付け、地域活動に活かせる人づく

り」でありますので、人集めのために楽しい内容とするのではな

く、事業の主旨に基づいた内容を企画するよう検討してください。 

    ほかに質問等ありませんか。 

 

       （なし） 

 

教育長    ２８ページ、事業№２０について、平賀図書館長補佐から説明を

お願いします。 

 

平賀図書館長補佐 （２８ページ、事業№２０を説明） 

 

教育長    ただいまの説明に関して、質問等ありませんか。 

 

       （質問等なし） 

 

教育長    ２９ページ、事業№２１について説明をお願いします。 

 

平賀図書館長補佐 （２９ページ、事業№２１を説明） 

 

教育長    ただいまの説明に関して、質問等ありませんか。 

 

       （質問等なし） 

 

教育長    ３０ページ、事業№２２について、生涯学習課長補佐から説明を
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お願いします。 

 

生涯学習課長補佐 （３０ページ、事業№２２を説明） 

 

教育長    ３．評価のところです。 

「コンサートの入場者について、依然として少ない状況にある」

とありますが、「依然として少ない状況にある」ではなく、「更

なる増加を目指す方向で」などと記載してはどうか。 

ほかに質問等ありませんか。 

 

       （なし） 

 

教育長    ３１ページ、事業№２３について、生涯学習課長補佐から説明を

お願いします。 

 

生涯学習課長補佐 （３１ページ、事業№２３を説明） 

 

教育長    ３．評価の記載について、もう少し分かり易い内容となるよう検

討してください。 

ほかに質問等ありませんか。 

 

       （なし） 

 

教育長    最後に、３２ページ、事業№２４について説明をお願いします。 

 

生涯学習課長補佐 （３２ページ、事業№２４を説明） 

 

教育長    ただいまの説明に関して、質問等ありませんか。 

       佐々木委員。 

 

佐々木委員  ２．実績のところです。 

観覧・参加人数について未集計としている部分があるが、今後集

計した後で人数が入ることになりますか。 

 

教育長    生涯学習課長補佐。 

 

生涯学習課長補佐 未集計と書いてありますが、実際はギャラリーで展示を行ったも
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のであり、人数を把握していない部分です。 

 

教育長    ほかに質問等ありませんか。 

  

       （なし） 

 

教育長    以上で、本日の案件は終了しました。 

       １１月の委員会でありますが、１１月２６日 火曜日、午前９時 

からここで開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

       （了承） 

 

教育長    それでは、そのように予定しますので、ご対応方よろしくお願い

いたします。 

       なお、１１月の定例会は、９月から継続審議としてきた事務事業

評価のまとめを実施するため、これまで皆さんからいただいたご

意見を踏まえた修正案をお示ししたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

       これをもちまして本日は終了いたします。 

お疲れ様でした。 


