
 

平成29年８月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成29年８月17日(木) 16時01分 

        閉 会  平成29年８月17日(木) 16時57分 

 

２ 場 所 

        市役所第２庁舎 会議室１ 

 

３ 出席した教育長及び委員の氏名 

 

教育長  影 山  則 

        委 員  早 瀬 芳 宏 

        委 員  菊 地 裕 子 

        委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 

 

４ 欠席した委員の氏名 

 

        なし 

 

５ 会議に出席した職員の職氏名 

 

        教育部長       金 子 達 也 

        教育部参与      櫻 井 貴 志 

        学校教育課長     三 浦 顕 多 

        指導室参事      永 井   修 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       浅 水 まゆみ 

        学校給食センター所長 代 田 顕 靖 

 

６ 会議録作成のため指名された職員の職氏名 

 

        学校教育課企画総務係長  上 山 昭 二 

 

７ 会議録署名 
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開 会 （16時01分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成29年８月伊達市教育委員会・定例会を開会いたします。 

 本定例会の会議録署名委員は、岩本委員を指名いたしますのでよろしくお願いします。 

 本日の議事日程は、お配りしたとおりです。 

本日の会議に付す事件は、議案第１号から報告第１号までの10案件です。 

 お手元に配付した議事日程のとおり進め、その後、各課から事業報告を受けてまいりま

す。 

 それでは、議案第１号について、教育部長から提案理由を説明いたします。 

◎金子教育部長 

 それでは、議案第１号「教育委員会の点検・評価について」ご説明します。 

 点検・評価内容については、７月の委員協議会の時に説明した通りです。その時点で語

句の訂正があった35ページ「家庭・地域の教育力向上」の「平成28年度の評価」本文最後

から２行目の「啓蒙」を「啓発」に訂正しております。 

 53ページ以降には伊達市校長会成田会長、伊達市ＰＴＡ連合会青木会長、社会教育委員

小林会議長の３名の方の外部評価内容を掲載しております。３名とも大筋肯定的なご意見

となっておりますが一部改善点、検討すべき点などのご指摘もありました。詳細について

は後ほどご一読下さいますようお願いいたします。 

 本日の教育委員会定例会にて議決された後は、８月25日に市議会へ提出するとともに広

報10月号へ掲載する予定となっております。以上で説明を終わります。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 外部評価で指摘のあった部分について、回答はどうされますか。 

◎三浦学校教育課長 

 内容にもよりますが来年度に向けて改善できるものは改善し、場合によっては次期計画

で大きく改善していくということで順次整理していくことで考えております。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第１号については、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第１号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第２号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

議案第２号「（仮称）おおたき義務教育学校の設置等に係る基本方針（案）について」説

明いたします。 

本基本方針については、先月の委員協議会において内容説明をしておりますことから、
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詳細な説明については省略します。 

先月からの変更点といたしましては、先月の委員協議会では「伊達市教育委員会」とし

ての基本方針を策定するということで説明したところですが、その後の庁内での打合せを

踏まえ、学校の設置者である「伊達市」と「教育委員会」の連名によりこの基本方針を策

定したいということ考えておりますのでご承知おき願います。基本方針の内容については、

一切変更箇所はございません。 

決定までの流れとしては、本日、この基本方針案について教育委員会として決定いただ

き、８月 21 日に開催される庁内会議であります経営会議において了承を得ることで、伊達

市と伊達市教育委員会の連名による基本方針として決定したいと考えております。 

また、議会に対しましては、９月７日に開催予定の市議会全員協議会において説明を予

定しております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第２号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第２号については、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第２号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第３号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案第３号「伊達市教育振興基本計画（平成 23 年度～平成 30 年度）の一部改訂につい

て」説明いたします。 

本件については、先月の委員協議会で説明しましたとおり、現在の教育振興基本計画に

登載している、「開かれた学校づくりの推進」に係る取り組み内容についての成果指標が「学

校評議員を設置している学校の割合」という部分があります。 

この部分を「学校運営協議会を設置している学校の割合」とすることで、すでにコミュ

ニティスクールを全校導入しているという本市の現状に合わせた改正をしたいというもの

であります。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第３号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第３号については、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第３号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第４号について、学校教育課長から提案理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

 議案第４号「伊達市立黄金小学校と東小学校の統合について」説明いたします。 
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本年２月に黄金小学校 PTA から東小学校との統合について了承を得られたことから、そ

の後、２月～５月にかけて黄金地区への説明を行っておりましたが、本年７月 20 日付けで

黄金連合自治会から両校の統合について了承をいただきました。 

これまで、PTA や地域に対しては次期学習指導要領が施行される平成 32 年度の前年であ

る平成 31 年度の統合ということを投げかけておりましたが、地域からはスムーズな理解を

得るため、１年でも２年でも統合を先延ばししてほしいという付帯意見があったことから、

市長部局とも検討した結果、当初見込みを１年先延ばしし、両校を平成 32 年度に統合した

いと考えております。 

今後のスケジュールについてですが、９月に開催される市議会第３回定例会において関

係する予算を補正のうえ、10 月頃には統合準備協議会を設置し、両校の円滑な統合に向け

た協議をスタートさせたいと考えております。 

なお、議案とは別に参考資料として配布した資料においては、本日、教育委員会で決定

されたという記載がありますが、これについては、今後の庁内会議や市議会での説明資料

として作成した資料であることから、時系列が逆になっておりますことをご了承いただき

たいと思います。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第４号について、質疑はございませんか。 

◎菊地委員 

 統合後の跡地利用の予定はありますか。 

◎三浦学校教育課長 

 黄金小学校の跡地利用ですが、地域での説明会や連合自治会から企業誘致をして欲しい、

あるいは黄金地区に定住人口を増やすような施策をして欲しいといった要望が挙げられて

おります。 

 このようなことを受けまして、現時点で具体的な方策は固まっておりませんが、今回、

黄金地域から学校がなくなるという苦渋の決断をいただいた認識をしておりますので地域

の要望を受けながら、地域の要望に沿えるような跡地利用を市長部局も含めて検討してい

きたいと思います。 

◎早瀬委員 

 スクールバスの運行については、中学校のスクールバスと同じような運行で支障はあり

ませんか。 

◎三浦学校教育課長 

 細かいところについては、統合準備協議会のなかで整理していく内容となりますが、現

時点で、登校便については小学生と中学生が一緒に乗ってくることで考えております。ま

た、下校便については、小学校の１～２年生と３～６年生、中学生の帰宅部と部活終了後

と時間帯がばらばらになります。そのため、東小学校において下校時間を調整することを

考えておりまして、小学校３～６年生と中学校の帰宅部の下校時間をほぼ同じ時間帯にな

れば、その場合は同じバスに乗ることも可能になります。小学校１～２年生は人数も少な

いので、スクールタクシーを利用し、部活終了後についてはスクールバスを運行すること

で考えております。細かいところについては、今後調整していきたいと考えております。 

◎早瀬委員 

 新入学児童は保育所や幼稚園を卒業したばかりで、幼稚園の時には先生が一緒に同乗し

ておりました。その点について、どのように考えておりますか。 
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◎三浦学校教育課長 

 例えば、室蘭は小学校の統合をしておりますので、その点も参考にしたいと考えます。

また、地域からは小学校のスクールバスに乗る低学年児童に介助が必要だと付帯意見をい

ただいておりますので、その意見を踏まえて、今後考えていきたいと思います。具体的な

ところは統合準備協議会の中で協議していくこととなります。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第４号については、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第４号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第５号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

 議案第５号「平成 29 年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への市町村別

結果の掲載同意について」をご説明いたします。 

 このことについて、別紙資料のとおり、道教委より、平成29年度全国学力・学習状況調

査に関する実施要領に基づき一層きめ細かく分かりやすい調査結果を示す観点から、昨年

度同様、市町村教育委員会の同意を前提として、11月を目処に公表を予定している平成29

年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」に、市町村の結果を掲載し公表する

こととした旨の通知が７月31日付でありました。 

つきましては、道教委が作成する平成29年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報

告書」に伊達市の結果資料を掲載することについて、伊達市教育委員会としては「同意す

る」旨の回答でよろしいか、ご審議願います。 

なお、本市を含め、悪天候により所管する全学校において調査が当日実施できなかった

教育委員会に対する結果の提供については、原則として教育委員会の集計値が提供されな

いところですが、今年度は例外的に提供される予定となっており、小学校については８月

18 日、中学校においては８月 31 日に教育委員会としての集計値が提供される予定となっ

ております。本日の教育委員会定例会の段階では、集計結果が届かないため、９月の教育

委員会の中で集計値についてお知らせできる予定ですので、ご了承ください。説明は以上

です。 

◎影山教育長 

 議案第５号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 例年のものと大きく変わらないですか。 

◎永井指導室参事 

 大きく変わりません。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第５号については、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第５号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第６号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

議案第６号「伊達市いじめ重大事態調査委員会規則」についてご説明いたします。 

 このことについて、要点のみ説明させていただきます。添付いたしました規則をご覧く

ださい。 

 本規則は、昨年度制定いたしました「伊達市いじめ防止基本方針」にのっとり、いじめ

の重大事態に関して、学校内の調査での対応が難しいと伊達市教育委員会が判断する場合

に調査を行うための組織となる、伊達市いじめ重大事態調査委員会の組織及び運営等に関

し、必要な事項を定める趣旨の規則となっております。 

 なお、重大事態とは、「いじめ防止対策推進法第28条第１項」において、「いじめによ

り当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認

める」事態及び「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席するこ

とを余儀なくされている疑いがあると認める」事態と定義されています。 

 第２条では、これらの重大事態を調査することを本調査委員会の所掌事務として表記し

ております。 

 第３条では、組織について、公正性・中立性が確保された組織が客観的な事実認定を行

うことができるよう、弁護士や心理・福祉関係の専門家等、専門的な知識や経験を有する

第三者を含めた方々で組織し、教育委員会が委嘱または任命するものとしております。 

 なお、実際に本調査委員会で調査する案件が出た場合には、緊急を要する案件ですので、

臨時の教育委員会を開催することが前提となります。 

 第８条では、調査結果の報告を市長に行うことについて明記しております。 

 第９条では、守秘義務が発生することについても明記しております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第６号について、質疑はございませんか。 

◎平田委員 

 第７条の関係者の出席等についてですが、いじめに関わっている児童生徒も出席を求め

るものですか。 

◎永井指導室参事 

 児童生徒の面談は別になりますが、被害者の保護者については必要があれば、出席して

いただく場合があります。 

◎早瀬委員 

 重大事態の判断は、最終的に教育長が行いますか。 

◎永井参事 

 学校の中にあるいじめに関する組織がありますので、そこで第１段階の判断をすること

になります。同時に教育委員会へ報告することとなっております。その調査の上で報告の

内容を教育委員会の中で対応を協議していきます。調査委員会が重大事態と判断する組織
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ではありません。 

◎早瀬委員 

 調査委員会は常設されている組織で、重大事態があった場合に開催されますか。それと

も、教育委員会が臨時で招集されて設置することを決定しますか。 

◎永井指導室参事 

 重大事態が発生した場合には、臨時の教育委員会を招集するとともに、調査委員会を開

催していくことになります。 

◎三浦学校教育課長 

 まず、いじめがあったという報告があった場合、重大事態として捉えます。では、何を

もって重大事態として判断するかですが、いじめられた子供が身体的、生命的に何かがあ

った、いじめを基に長い間欠席している状況がある。あるいは、いじめられた方から申告

があった場合は、重大事態として教育委員会は捉えます。その上で、学校に対し調査を指

示します。調査内容が不十分ということになれば、第２段階として、今回の規則で制定す

る委員会を開催していくことになります。この委員会は、規則が制定され、予算措置がさ

れましたら、何かあれば委員に集まってもらうようにお願いすることになります。この委

員会は常設でありますが、仮に開催する場合には、全国ニュースに載るような状態になる

と思います。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 第５条で委員長は教育長と記載されております。第６条では、議長は委員長と記載され

ており議長は誰ですか。 

◎永井指導室参事 

 教育長において議長をしていただくことになります。 

◎早瀬委員 

 第４条の任期ですが、市長の報告が終わるまでが任期ということで、１年や２年ではな

く案件ごとと考えてよろしいですか。 

◎三浦学校教育課長 

 年数の任期がございません。あくまでも案件ごとの任期となっております。 

◎早瀬委員 

 警察官も調査委員会の委員になりますか。 

◎櫻井参与 

 この委員会には捜査権はありませんので、命や財産に係わることがあれば、警察も捜査

として入ることはありますが、調査委員会の委員にはなりません。 

◎菊地委員 

 この組織は７人以内と記載されておりますが、その具体的な根拠はありますか。 

◎三浦学校教育長 

 ７名の具体的な根拠はありません。ただ、事案に応じて必要と認める方をお願いするこ

とになります。また、学校長が複数人必要な場合も想定しております。 

◎早瀬委員 

 事案によって委員は変わりますか。それとも７名は確定していますか。 

◎三浦学校教育課長 
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第３条第１号から第３号までは固定した方を想定しております。第４号については、事

案に応じて必要な方がおりますので、その場合に対応していくこととなります。 

◎早瀬委員 

 事案によって委員は変わるということですか。 

◎三浦学校教育課長 

 そのとおりです。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第６号については、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第６号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第７号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

議案第７号「伊達市教育委員会が設置する委員会等の委員等の報酬に関する規則の一部

を改正する規則」について、ご説明いたします。 

議案説明資料をご覧ください。改正する部分は、２点です。 

１点目は、議案第６号「伊達市いじめ重大事態調査委員会規則」の制定にあたり、伊達

市いじめ重大事態調査委員会を設置することから報酬に関して表記の通り整備を行うもの

です。 

２点目は、伊達市特別支援教育推進委員会の職名の改正について、現行の「委員長」か

ら「会長」に改正するものでございます。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第７号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第７号については、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第７号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第８号について、給食センター長から提案理由を説明いたします。 

◎代田給食センター長 

議案第８号「平成 29 年度伊達市一般会計補正予算（教育費関係予算）について」ご説明

させていただきます。 

食育センターは、１月に供用開始するということで準備を進めておりますが、今回、食

育センター関連で補正をお願いしたい内容は２つになります。まず一つ目の、光熱水費に

ついて説明させていただきます。この光熱水費は、昨年の段階で設備機器の選定等が詳細

まで煮詰まっておらず、粗削りな積算しか出せなかったので、当初での予算化を見送った
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部分です。機器の選定等も確定した現段階において補正予算として計上するものです。必

要額につきましては資料下側の積算に基づいて計算してある通りです。 

一つ目の軽油から説明させていただきます。この軽油は非常電源の軽油であって、厨房

設備用ではありません。この非常電源は３日分の電気を発電することが可能になります。

このタンクをまずは満タンにするための費用と、それに加えて、毎月の整備点検に係る軽

油代を積算しております。具体的には、この整備点検は２年でタンク一回分が入れ替わる

ような計画で実施します。毎月 24 分の１ずつ消費して 24 分の１を継ぎ足すということを

実施していきます。 

続きましてプロパンガス、上下水道料、電気料なのですが、設備機器のカタログ値や導

入実績に基づいて算出された数値を用い、生徒数や授業日数を掛けることで総使用量を求

め、単価表や料金表に基づいて算出したものです。 

この部分は単なる計算でしかないので、今までと比べてどうなったかということを比較

するために、別紙として資料を用意しました。 

この表で、どのような部分が変わって、その結果どうなったのかということをご説明さ

せていただきます。まず、上段の表をご覧ください。床面積で２．４倍、容積が２．３倍

に増えております。増加した内容としましては、手洗い室、和え物室、炊飯室、アレルギ

ーライン、コンテナ洗浄ライン等を新設するためです。また、同様に新設備として、電解

次亜水生成装置、真空冷却器、厨芥処理機、排水処理装置、高温スチーム消毒装置が導入

されます。さらに、冷房・空調設備も導入され、排水処理には浄化槽が導入され、現状、

ウエットシステムであった調理場がドライシステムに変更となります。 

以上のようにハード面で大きく変更があったことを踏まえて、光熱水費を積算しました

ので中段の表をご覧ください。今回、補正する平成 30 年１～３月の３ヵ月間について比較

したものです。表の一番上の行から説明しますと、現在までのセンターではＡ重油が主熱

源でしたが、プロパンに変更になります。プロパン代金が大幅に増加しておりますが、現

在まで外注していたご飯や揚物が自前となることからも、増えた要因となります。一方で

は、この外注代が安くなっております。 

次に軽油ですが、先ほどの説明の通りですので省略します。 

次に上下水道ですが、学校給食衛生管理基準という、大変に厳しい基準がありまして、

その基準では、例えば、野菜は水洗い４回などと決まっております。その基準に合わせて

シンク槽を設計した上で使用量を計算した結果となっています。 

続きまして電気については、新しく導入される高温スチーム洗浄が一番の大きな要因と

なっています。その他、冷蔵庫・冷凍庫の数については、学校給食衛生管理基準を基にし

た必要数となっております。これらの要因を積み上げていきますと、合計で、既存システ

ムより光熱水費が約３倍になります。 

最後の表について説明させていただきます。今まで購入していた米飯と揚げ物の部分は

全て自炊となりますので、その分の経費がなくなります。光熱水費についての説明は以上

になります。 

続きまして、維持管理業務及び運営モニタリング支援業務についてご説明させていただ

きます。この業務につきましては、施設の引渡日となる平成 30 年１月 10 日までは、「設計・

建設」のモニタリング支援業務委託として行いますが、施設の引き渡しを受けた後は引き

続き、「維持管理業務及び運営」のモニタリングが必要となりますので、そのための経費で

す。具体的には、業務月報のモニタリング、４半期報のモニタリング、業務年報のモニタ



 - 9 - 

リング、財務書類のモニタリング、契約書類等の疑義に対する協議支援などを、コンサル

を通して適切に業務が運営されていることを監視していきます。このモニタリングに必要

な工数を、国の積算基準で算出した委託料となります。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第８号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 これにより給食費に影響がありますか。 

◎代田給食センター長 

 給食費については、食材費から算出するため据え置きで考えております。 

◎岩本委員 

 この資料から１年間の維持管理費がどのくらい安くなるのか、高くなるのかがわかりに

くいため、最終的にはどうなりますか。 

◎代田給食センター長 

 光熱水費に関しましては２倍以上になります。 

◎三浦学校教育課長 

 今回は一般の直営事業ではなくて、PFI という形で行っております。施設の設計と建設、

運営、配送、調理等のすべての業務を 15 年間の契約ということで締結しております。その

中で、人件費は増えるということですが、調理員の人数は増えますが、内容もすべて受注

者側に発注しております。伊達市で要求水準で給食を提供するように求める性能発注して

おります。今までのやり方と単純に比較できないこととなります。代田給食センター長か

らありましたように、維持管理費の中で光熱水費についてはエアコンを入れる必要がある

ため等により倍の経費が発生しております。 

◎岩本委員 

 光熱水費については委託料に含まれていないですか。 

◎三浦学校教育課長 

 光熱水費については、15 年間の単価の増減のリスクもあるため、発注者側の伊達市が負

担することで契約しております。 

◎岩本委員 

 わかりました。 

◎早瀬委員 

 食材費と光熱水費は委託料に含まれていないと考えて良いか。 

◎代田給食センター長 

 そのとおりです。 

◎平田委員  

 現在の給食センターで働いている方の雇用はどうなりますか。 

◎代田給食センター長 

 引き続き働いていただくことになります。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 
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議案第８号については、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第８号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、議案第９号について、給食センター長から提案理由を説明いたします。 

◎代田給食センター長 

議案第９号「だて歴史の杜食育センター条例」について説明いたします。この条例は、

平成 30 年１月 10 日供用開始に向け準備中のだて歴史の杜食育センターを設置するため、

この条例を制定するものです。この条例は、食育センターの設置目的、名称・位置、事業

内容により構成されております。 

また、この条例の施行と同時に、現在の「伊達市学校給食センター条例」を廃止します。 

なお、施行規則において、給食費及びその他必要な事項について定める予定であります。

説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第９号について、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

お諮りいたします。 

議案第９号については、原案のとおり承認することとしてよろしいか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 議案第９号については、原案のとおり承認されました。 

それでは、報告第１号について、指導室参事から提案理由を説明いたします。 

◎永井指導室参事 

 報告第１号「平成 30 年度使用小学校用教科用図書に規定する教科用図書の採択について」

説明いたします。平成 30 年度から使用する小学校用特別の教科、道徳の教科用図書の発行

者が光村図書出版ということで、採択することで決定しましたので報告いたします。説明

は以上です。 

◎影山教育長 

 報告第１号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 今までなかった教科が新しく採用されたのですか、それとも今までの教科書から変わる

ということですか。 

◎永井指導室参事 

 道徳が初めて教科化されることから、初めて教科書が決まるものです。 

◎平田委員 

 どのような基準で決定されたのですか。 

◎永井指導室参事 

教科書に関する調査委員会が第10採択地区の中で行われまして、最終的には教育委員会

協議会で教科用図書の採択を決定しているものでございます。 

◎菊地委員 

 第10採択地区というのは、胆振全域ですか。 
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◎永井指導室参事 

 室蘭市と苫小牧市を除いた市町で構成されております。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

報告第１号については、報告として受理することとします。 

 次に、各課からの事業報告をお願いします。 

〔各課から事業報告を行った。〕 

◎影山教育長 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これをもちまして、平成29年８月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （16時57分） 


