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令和元年第１２回平川市教育委員会会議録（概要） 

 

 

１．開催日時   令和元年１２月１７日（火）午後１時２５分 

 

２．閉会日時   令和元年１２月１７日（火）午後２時４５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   （２番委員）葛西万博  （５番委員）内山浩子  

 

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、北道学校給食センター所長、 

工藤スポーツ課長、原田学校教育課教育振興係長、 

高阪学校給食センター所長補佐 

 

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  

（１）報告 

報告第７号 平賀屋内運動場（ひらかドーム）、平賀テニスコート、平賀

多目的広場及び平川市陸上競技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 

報告第８号 令和元年度教育費及び学校給食センター費１２月補正予算に

ついて 

（２）議案 

議案第２４号 令和元年度平川市教育委員会被表彰者の決定について 
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１０．委員・各課からの報告 

（１）平川市学校給食センター調理等業務委託業者選考審査委員会設置要綱につ

いて 

（２）住所異動等に伴う区域外等就学者について（今年１年分） 

（３）令和２年平川市教育委員会開催日程（案）について 

 

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。報告２件を承認し、議案１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１２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。 

       また、議案審議の説明補助員として、学校教育課原田係長、学校

給食センター高阪補佐の出席を求めておりますので、よろしくお

願いします。     

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いたします。 

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委員は、２番

葛西委員、５番内山委員を指名いたします。 

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。 
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教育長    （議案書１ページの要旨及び一般質問答弁の要旨を説明） 

 

教育長    私の報告に関して、質問等ありませんか。 

       駒井委員。 

 

駒井委員   １４日のおんかつコンサートの件ですが、平川市では野球やソフ

トボール、ソフトテニスなど、子どもたちのスポーツ面での活躍

がクローズアップされてきた印象があります。その中で、おんか

つコンサートのような取組が行われることは、音楽をはじめ文化

的な分野の盛り上がりにつながり、大変よいことだと思います。 

是非、来年以降も続けていただきたいと思います。 

 

教育長    ほかにありませんか。 

 

       （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、各課の業務日程等について、議案書２ページから７ページ

までの内容に関して、質問等ありませんか。 

        

       （質問等なし） 

 

教育長    それでは、各課の業務日程等に対する質疑を終了いたします。 

       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。 

       指導課長。 

 

指導課長   報告事項の補足説明です。 

       １２月７日の「こつこつ教室」ですが、尾上７名、平賀２８名、

碇ヶ関６名、合わせて４１名が参加し、今年度は１２月までで 

３０７名の参加者数となりました。昨年度は年間で２０３名であ

りましたので、現時点でそれを超える参加者数となっています。 

 

教育長    ほかにありませんか。 

       学校給食センター所長。 
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学校給食センター所長 平川市学校給食センター調理等業務委託業者選考審査委員会設置

要綱について、高阪補佐に説明してもらいます。 

 

教育長    高阪補佐お願いします。 

 

学校給食センター所長補佐 （別添資料「平川市学校給食センター調理等業務委託業者選考審

査委員会設置要綱について」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。 

 

       （質問等なし） 

 

教育長    続いて、学校教育課長お願いします。 

 

学校教育課長  （別添資料「住所異動等に伴う区域外等就学者（今年１年分の実

績）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。 

 

       （質問等なし） 

 

教育長    学校教育課長、続いて説明をお願いします。 

 

学校教育課長  （別添資料「令和２年平川市教育委員会開催日程（案）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。 

 

       （質問等なし） 

      

教育長    それでは、日程第６、議事に入ります。 

       今回は、臨時代理の報告が２件、議案が１件となっております。 

       まず、臨時代理の報告案件に入ります。 

       報告第７号「平賀屋内運動場（ひらかドーム）、平賀テニスコー

ト、平賀多目的広場及び平川市陸上競技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」を議題とします。 

       スポーツ課長に、案件の説明を求めます。 
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スポーツ課長  （議案書８ページを説明） 

 

教育長    指定管理者の管理期間を３年にした理由を説明してください。 

 

スポーツ課長  指定管理者の期間を令和２年４月１日から令和５年３月３１日ま

での３年間にした理由は、既に平成２９年から始めている他のスポ

ーツ施設の指定管理の終期が令和５年３月３１日となっているこ

とから、それに合わせることとしたものです。 

 

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    それでは、報告第７号は、承認することと決します。 

       次に、報告第８号「令和元年度教育費及び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。 

       担当課長に、案件の説明を求めます。 

 

学校教育課長  （議案書９ページから１１ページを説明） 

        

教育長    学校教育課の説明に関して、質問等ありませんか。 

       工藤委員。 

 

工藤委員   ３番のへき地児童生徒等援助費について、国からの補助金は毎年

あるのですか。 

 

教育長    学校教育課長。 

 

学校教育課長  これは、学校の統合があった学区を対象とする補助金で５年間の

交付となっています。今年度が５年目に当たり、最後の補助金と

なります。 

 

教育長    ほかにありませんか。 

 

       （なし） 

 

教育長    次に、生涯学習課長補佐からお願いします。 



- 6 - 

 

生涯学習課長補佐 （議案書１２ページを説明） 

       （別添資料「新成人同窓会等支援事業費補助金について」を説明） 

 

教育長    新成人同窓会等支援事業は、今年度新しく創設した事業です。同

級生や同窓生との交流を深め、郷土を愛する心を育む観点から、

同窓会を開催する費用に助成するものです。成人式が行われる１

月１２日の時点で２０歳未満の方もおりますので、パンフレット

の下に「二十歳未満の方の飲酒や二十歳未満の方にお酒を勧める

ことは絶対にいけません。」と注意を喚起しています。 

       何か質問等ありませんか。 

       駒井委員。 

 

駒井委員    ただお酒を楽しむだけでなく、郷土愛を育み、将来平川市へのＵ

ターンが期待される大変よい事業だと思います。 

 

教育長    ほかに質問等ありませんか。 

       工藤委員。 

 

工藤委員   新成人の同窓会で、１２月から１月まで市内で開催されるものを

対象としていますが、ゴールデンウイークやお盆は対象にならな

いのですか。 

 

教育長    生涯学習課長補佐。 

 

生涯学習課長補佐 ゴールデンウイークやお盆も同級生等が集まる機会でありますが、

１月の成人式と合わせて活用いただきたいとの思いから、この時期

に設定しました。 

 

工藤委員   せっかく創設した予算ですので、多くの方に活用してもらいたい

と思います。 

 

教育長    ほかにありませんか。 

       葛西委員。 

 

葛西委員   この告知はどのようにして行いますか。 

 

教育長    生涯学習課長補佐。 
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生涯学習課長補佐 昨日、回覧板の方で通知しました。ホームページにも掲載する予

定です。 

 

教育長    葛西委員。 

 

葛西委員   現在、県外に住んでいる方に回覧板は届きません。また、市のホ

ームページに載せたとしてもなかなか見ないと思いますので、 

ＳＮＳを使って発信してはいかがでしょうか。 

 

教育長    駒井委員。 

 

駒井委員   成人式に向け、実行委員会が発足されると思いますので、その方々

を中心にＳＮＳで発信してもらうのがよいかと思います。 

よい事業だと思いますので、来年度も予算を確保するよう頑張っ

てください。 

 

教育長    生涯学習課長補佐。 

 

生涯学習課長補佐 ありがとうございます。委員の皆様からご指摘いただいたことに

留意しながら取り組んでまいりたいと思います。 

        

教育長    ほかに質問等ありませんか。 

 

       （なし） 

 

教育長    次に、学校給食センターからお願いします。 

 

学校給食センター所長 （議案書１３ページを説明） 

 

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    １４ページ、債務負担行為の補正について、スポーツ課長から説

明をお願いします。 

 

スポーツ課長  （議案書１４ページを説明） 
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教育長    続いて、学校給食センター所長から説明をお願いします。 

 

学校給食センター所長 （議案書１４ページを説明） 

 

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    報告第８号は、承認することと決します。 

       次に、議案審議に入ります。 

       議案第２４号「令和元年度平川市教育委員会被表彰者の決定につ

いて」を議題といたします。 

       学校教育課長に案件の説明を求めます。 

 

学校教育課長  （議案書１５ページから２５ページを説明） 

       （スポーツ賞２３４件、文化奨励賞１０件申請のうち、スポーツ

賞１件が基準に合致しない旨を説明。※合致しない理由：中学３

年生と高校１年生が一緒に出場できる大会で、成績が中学生とし

ては１位であったが高校生を含めると２位であったため。） 

 

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    それでは、議案第２４号は、１件を除きまして原案のとおりとす

ることでよろしいですか。 

 

       （了承） 

 

教育長    議案第２４号は、そのように決します。 

       以上で本日の案件は終了しました。 

    １月の定例委員会でありますが、１月２３日 木曜日、午後１時

３０分から、この場所で開催したいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

 

    （了承） 
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教育長    それでは、そのように予定しますので、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。 


