
平成30年２月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成30年２月８日(木) 16時10分 

        閉 会  平成30年２月８日(木) 17時02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 

        食育センター所長   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 

    教育長 影 山  則 

            委 員 菊 地 裕 子 
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開 会 （16時10分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成30年２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、菊地委員を指名いたします。 

 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号から議案第５号までの５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「平成 29 年度伊達市一般会計補正予算」についてご説明いたしま

す。資料は１ページから 19 ページになります。 

 今回の補正は、事業実績による減額補正がほとんどとなりまして、減額補正事業 16 本、

増額補正事業１本、今回説明資料は添付しておりませんが、財源振替事業１本の計 18 事業、

29,481 千円の減額補正となります。 

 それでは３ページをお開き下さい。「市立学校教職員健康診断委託料」になりますが、当

初全教職員数の 95％の受診を見込み 240 名分を予算計上しておりましたが、実際に受診し

た教職員は 189 名と 51 名の減になったことにより、その対象経費 698 千円を減額補正する

ものです。市健康診断を受診しなかった教職員については共済組合の人間ドック、その他

同様の検診を受診しております。 

 ４ページをお開き下さい。「教職員住宅除却事業」になります。この事業は、西小学校前

に建設されていた２階建て４戸の教職員住宅の除却工事のうち、「15 節、工事請負費」で

は入札残分 346 千円の減額と、「22 節、補償、補てん及び賠償金」では、当初入居してい

た３世帯分の引っ越し費用を計上しておりましたが、人事異動により入居者がいなくなっ

たため不要になった 397 千円を減額するところですが、４月の暴風雨により破損した伊達

中学校の教職員住宅から移転を余儀なくされた２名に係る移転補償費 238 千円を支出した

ため、その差額 159 千円、合計 505 千円を減額補正するものです。 

 ５ページをお開き下さい。「コミュニティ・スクール運営経費」になります。当初予定し

ていた委員数及び会議の回数が実績より少なくなったため「１節、報酬」で 1,040 千円、

「９節、旅費」で 660 千円、合計 1,700 千円を減額補正するものです。 

 ６ページをお開き下さい。「学校保健会運営経費」になります。当初総会を２回開催する

予定でしたが、書面総会としたために「１節、報酬」で 472 千円、「９節、旅費」で 34 千

円、合計 506 千円を減額補正するものです。 

 ７ページをお開き下さい。「ネイティブスピーカー（伊達地区）活用事業」になります。

この経費につきましては、ＡＬＴの新規任用をせず継続となったため、帰国旅費及び渡航

負担金等に係る経費「４節、共済費」で 103 千円、「９節、旅費」で 1,166 千円、「19 節、

負担金、補助及び交付金」で 255 千円、合計 1,524 千円を減額補正するものです。 

 ８ページをお開き下さい。「ネイティブスピーカー（大滝区）活用事業」になります。こ

の経費につきましては、平成 29 年９月以降姉妹都市カナダレイクカウチン町から急遽国際

交流職員の招聘ができなくなったため、「１節、報酬」で 2,267 千円、「４節、共済費」で

373 千円、「９節、旅費」で 468 千円、「11 節、需用費」で 420 千円、合計 3,528 千円を減
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額補正するものです。 

 ９ページをお開き下さい。「レイクカウチン町親善訪問団交流事業」になります。この事

業につきましては、本年度予定していたレイクカウチン町からの第 30 次親善訪問団が中止

となったため、「９節、旅費」で 48 千円、「11 節、需用費」で 723 千円、「14 節、使用料及

び賃借料」で 594 千円、合計 1,365 千円の減額補正となります。 

 10 ページをお開き下さい。「学校維持管理費（小学校費）」になります。これは、灯油・

重油の単価が予算計上当初より12円アップしているために不足する3,186千円の増額補正

となります。 

 11 ページをお開き下さい。「伊達小学校体育館改築工事実施等設計業務委託料」になり

ます。これは入札により発生した不用額 1,318 千円の減額補正となります。 

 12 ページをお開き下さい。「小学校給食搬入口改修工事」になります。これは、食育セ

ンターになることにより給食搬送用のトラックが変わるため、既存の搬入口で対応できな

い小学校、伊達小、東小、大滝小の改修工事で、入札により発生した不用額 2,279 千円の

減額補正となります。 

 13 ページをお開き下さい。「教師用コンピューター整備事業（小学校費）」になります。

これにつきましても、備品購入に係る入札により発生した不用額 2,114 千円の減額補正と

なります。 

 14 ページをお開き下さい。「中学校スクールバス運行経費」になります。これについて

も、入札により発生した不用額 6,982 千円の減額補正となります。 

 15 ページをお開き下さい。「中学校給食搬入口改修工事」になります。大滝中学校は給

食センターが併設されていたため給食搬入口が無く、食育センターに移行するときに改修

する予定でありましたが、学校との協議により改修が不要となったために当初予算計上額

2,409 千円の減額補正となります。 

 16 ページをお開き下さい。「教師用コンピューター整備事業（中学校費）」になります。

これにつきましても小学校費で説明と同様に入札により発生した不用額 1,331 千円の減額

補正となります。 

 17 ページをお開き下さい。「児童生徒文化・スポーツ振興事業補助金」になります。こ

の経費は、全国規模の競技大会等への出場する児童生徒に対する補助金となりますが、出

場者が当初見込みより少なかったことにより発生した不用額 1,500 千円の減額補正となり

ます。 

 18 ページをお開き下さい。「埋蔵文化財収蔵庫整備事業」になります。当初要望してい

た国庫補助金の額が減額され、不足分は翌年度に実施することにしたため、減額された額

に見合う事業費 4,000 千円の減額補正となります。 

 19 ページをお開き下さい。「図書館アスベスト対策煙突改修事業」になります。これに

つきましては、入札減で発生した不用額 908 千円の減額補正となります。 

 最後に、資料は付いておりませんが、「放課後子ども教室運営費」については、当初国庫

補助金として計上しておりました歳入 355 千円が道補助金に変更になったために財源振替

を行うための補正となります。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。 

◎早瀬委員 

 「レイクカウチン町親善訪問団交流事業」については、中止になりましたが翌年度に何
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か行う予定はありますか。 

◎金子教育部長 

 １年おきに行ったり来たりしていますので、翌年度については、伊達市からレイクカウ

チン町へ中学生の子供たちが訪問することになっております。１年ずれると子供たちが行

けなくなります。 

◎平田委員 

 大滝の国際交流職員が招聘できなくなったとのことですが、次年度以降はどうなります

か。 

◎金子教育部長 

 平成 30 年度に復活できるように準備を進めております。 

◎平田委員 

 学校運営協議会については開催数が少なかったとのことですが、活発に行ってもらうこ

とが大事だと思います。次年度以降、活発に行うために何か考えておりますか。 

◎永井指導室参事 

 今年度の予算は初年度ということで最大限の人数と最大限の回数で予算計上したため、

今回予算を減額することとなりました。今後については、協議会を活発化していくために

研修会を開催していきたいと考えます。 

◎平田委員 

 学校運営協議会に参加している人はどうしたらよいか困っている人もいるので、アドバ

イスしていただければと思います。 

◎影山教育長 

 他に、質疑はございませんか。 

◎菊地委員 

 大滝中学校の給食搬入口の改修工事については、学校との協議により不要になったとあ

りますが、どのようなことでしょうか。 

◎三浦学校教育課長 

 大滝中学校はあと１年で校舎を使用しなくなることから、学校側でも生徒玄関から給食

を搬入することが良いとなったため、工事を行わないことになりました。 

◎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ですか。 

〔「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、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２号「平成 30 年度教育行政執行方針」についてご説明いたします。 

 資料は 20 ページになりますが、別冊で「平成 30 年度教育行政執行方針（案）」と「議案

第２号説明資料」をお配りしています。 
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 この執行方針（案）については、１月の委員協議会の時に概略を説明させていただいて

おりますことから、１月の時点と本日議案として提案させていただいた内容との変更点に

ついての説明になります。変更点の多くは語句の修正となります。詳細については、お配

りしております「議案第２号説明資料」のとおりとなっております。 

 １ページの「Ⅰ はじめに」では、３行目の「我が国は、」から始まる文中、「少子高齢

化社会」としていた部分を「少子高齢社会」に、８行目「このようななか、」の「なか」を

漢字に、14 行目後半の「今後いっそう」の「いっそう」を漢字に修正しております。 

 ２ページの「Ⅱ 教育行政に臨む基本姿勢」では、下から２行目の「次にあげた推進項

目」の「あげた」を漢字に修正しております。 

 ３ページの「Ⅲ 推進項目」では、下から９行目「理数教育の充実、外国語教育」を「理

数教育や外国語教育」に変更し、下から６行目の「本市学校教育の」の前に「加えて、」を

追加しております。 

 ４ページでは、上から９行目「情報モラル教育につきましては、」を「情報教育につきま

しては、」と「モラル」を削除し、中段の「国際理解教育につきましては、」から始まる文

中「次期学習指導要領に対応する」の前に「北海道の外国語活動巡回指導教員研修事業を

通して、」を追加し、続く「小学校での英語教育に向けた」を削除し、「教職員の指導力向

上のための研修体制の充実に努め、より実践的な英語教育の向上に向けた」を「教職員の

指導力向上を図り、より実践的な外国語教育の充実に向けた」に修正し、下から３行目「学

校をとりまく環境」の「とりまく」を漢字に修正しております。 

 ５ページでは、上から６行目「道徳教育につきましては、よりよく生きる」の「より良

く」を漢字に修正しております。 

 ７ページでは、最後の行に「また、外国語教育の充実に向け、外国語の指導方法等の工

夫・改善を図る研修や、ＡＬＴ等を活用した指導の質の向上に取り組んでまいります。」と

いう文がありましたがこれを削除しております。 

 ８ページでは、上から８行目「本市においては長期休業中に」の「おいては」を「おき

ましては」に修正しております。 

 10 ページでは、上から３行目「コミュニティの形成に繋がるよう」の「つながる」をひ

らがなに修正し、中段の図書館について表記されている箇所ではカギカッコとカギカッコ

の間に読点を追加しております。 

 13 ページでは、下から８行目の「ニュースポーツ」の「ニュー」と「スポーツ」の間に

中点を追加しております。 

 最後に 14 ページ「Ⅳ むすび」の最初の行の「以上、平成 30 年度の教育行政執行に」

の「執行」を削除しております。 

 以上が１月の委員協議会で説明した時点と本日議案として提案した（案）との修正点の

説明となります。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。 

◎平田委員 

 英語教育が外国語教育に変わっておりますが、何か意図がありますか。 

◎永井指導室参事 

 学習指導要領では英語ではなく、外国語となっておりますのでそれに合わせたこと形に

なります。 
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◎岩本委員 

 ７ページの部分を削除しておりますが、この部分の意図は何かありますか。 

◎三浦学校教育課長 

 別のところに同様の内容があり、重複していましたので削除しました。 

◎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ですか。 

〔「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、生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

 資料は21ページになります。だて歴史文化ミュージアム条例の制定についてでございま

す。 

本条例は、だて歴史の杜公園の一角に、博物館法による博物館「だて歴史文化ミュージ

アム」を設置するために必要な事項を定める条例でございます。条例の概要についてご説

明いたします。 

ミュージアムが行う業務でございますが、この施設は博物館法による博物館でございま

して、歴史、文化、芸術等の資料収集、保管、展示、調査、研究や教育普及、情報発信を

業務とすることとしております。 

ミュージアムの構成施設についてですが、現在新築中の施設を「本館」、黎明観を「体験

学習館」、宮尾登美子文学記念館を「宮尾登美子記念アートホール」と命名し、３施設合わ

せて「だて歴史文化ミュージアム」といたします。 

黎明観につきましては、本館と物理的に繋がり、一つの建物となりますので、所管を商

工観光課から生涯学習課に移管をし、一体管理をしたいと考えております。 

なお、現在、黎明観は伊達観光物産公社が指定管理者制度により運営を行っております

が、ミュージアム開館後は直営とし、藍染めと刀鍛冶については、委託により運営をする

こととしております。 

宮尾登美子文学記念館につきましては、ミュージアムの開設に合わせ、芸術、文化、学

術の用途に特化した専用のホールとしてリニューアルし、ミュージアムの一部とすること

とにいたします。 

なお、パブリックコメントの条例案では「宮尾登美子記念ホール」としておりましたが、

パブコメの意見の中で、施設の性格がわかりにくいということで、アートの文字を加え「宮

尾登美子記念アートホール」と修正したところでございます。 

さらに、宮尾先生関係の資料は、お借りている物はお返しし、市所有の物のみ現在の地

域文化館のスペースに集約の上「宮尾登美子文学記念コーナー」として残し、ホールを利

用される際にご覧いただけるようにいたします。 

開館日等についてですが、原則、毎週月曜日を休館日とし、開館時間は９時から 17 時ま

でといたします。 
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なお、年末年始の休館日は設定いたしますが、祝日法による祝日や休日は開館日とし、

代替の休館日は設けません。 

さらに、休館日や開館時間については、必要に応じ、構成施設ごとに変更可能としてお

ります。 

次に、料金については３種類となっております。 

観覧料については、本館の２階部分は今までの開拓記念館に相当する部分であり、この

常設展示につきましては、大人 300 円、子供 200 円にいたします。 

特別展示に係る観覧料でございますが、本館２階の特別展示室や本館１階の体験レクチ

ャースペース、宮尾登美子記念アートホールなどを活用して、特別展示を有料で行う場合

の観覧料でございまして、観覧料は内容により５千円を上限として、その都度決めてまい

ります。 

なお、観覧料につきましては、団体割引等の割引制度を設けないことで考えております。 

サービス利用料につきましては、個人・団体ともガイドによる解説を提供できるように

考えておりまして、その際にガイド料をいただくようにしております。 

また、体験学習館での藍染め体験で染める物等の実費相当の費用については、これまで

どおり、いただくこととしております。 

施設使用料についてですが、体験学習館の藍工房についての使用料を現行の条例と同額

で規定しております。 

また、宮尾登美子記念アートホールにつきましても、ホールの用途にふさわしいイベン

ト等であれば一般にも貸出せるように考えており、その際には使用料をいただくこととし

ております。施行期日等でございます。 

条例の施行日は平成 31 年４月１日としております。なお、実際のオープン日は、４月上

旬で調整中でございます。 

また、附則で、関連施設の設置に係る条例の廃止日を規定いたします。 

開拓記念館は本年３月末で閉館、宮尾登美子文学記念館につきましては、リニューアル

のための改修があることから、工期を考慮し、平成 30 年９月末で閉館、黎明観は平成 31

年３月末で、ミュージアムの開館まで実際は閉館いたしませんが、条例上、黎明観として

は閉館といたします。 

その他附則で関連する条例の改正を行います。 

この条例でございますが、指定管理者制度導入を前提としないこととしております。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。 

◎早瀬委員 

 館長を別に置くことになっておりますが、教育長が館長になるのですか。また、文化財

係をミュージアムに異動することで考えておりますか。 

◎山根生涯学習課長 

 職員の体制については、人事の問題もありますのでいろいろと要望をしておりますが、

結論は出ていない状況にあります。ただ、館長の職については外部から呼んでくることを

考えておらず、おそらくは生涯学習課長が兼ねることになると思います。また、ミュージ

アムに何名を配置するかは検討中ですが、正職員は多くても２名程度ではないかなと思い

ます。 



 - 7 - 

◎平田委員 

 「宮尾登美子アートホール」となった経緯について教えて欲しい。 

◎山根生涯学習課長 

 施設を利用していくにしても、特色が見えにくいとのと意見だったため、「アート」と

いう文言を追加しました。 

◎平田委員 

 外国語のガイドを考えておりますか。 

◎山根生涯学習課長 

 ガイドはボランティア団体に行ってもらう予定でおりますので、簡単な外国語しか対応

できませんが、別にスマートフォンやタブレットのソフトをインストールすることによっ

て５か国語程度の多言語対応で説明できるような対応を考えております。 

◎平田委員 

 今後、開拓記念館はどうなりますか。 

◎山根生涯学習課長 

 開拓記念館は３月末で閉館し、資料のほとんどは研究所に移動して清掃や整理を行いな

がら、平成30年９月に完成し記念館から移動できるようになります。平成31年度の予算で

解体し、更地にする予定となっております。 

今後は、国指定史跡にしていきたいと考えておりますので、人工的な工作物を建てる予

定はありません。国指定史跡化に向けて、どのように利用されていくかなど整理されてい

くことと考えます。 

◎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ですか。 

〔「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、山根生涯学習課長から説明理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

資料は 35 ページについてです。伊達市長の権限に関する事務の補助執行についての協議

です。 

平成 30 年度から放課後の子どもの安全安心な居場所づくりを更に推し進めるというこ

とで、現在保健福祉部で所管をしております、「放課後児童クラブ」を生涯学習課に移管し、

「放課後子ども教室」と連携して限りなく一つの事業として事業運営を行うことで、より

スムーズで利用しやすいサービスへと進化させたいと考えております。 

ただし、放課後児童クラブは、本来市長の権限の事務でありますことから、この事業を

教育委員会で実施するためには、法的な裏付けをする必要があります。 

この協議はこの裏付けのための規則改正を行うものであり、規則改正により伊達市長の

事務を教育委員会が補助執行と言う形で市長に代わり事業を実施できるというものでござ

います。説明は以上です。 
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◎影山教育長 

 議案第４号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 現在、何か所で行われておりますか。 

◎金子教育部長 

 全部で 13 クラブ程度だと思われます。 

◎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ですか。 

〔「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、山根生涯学習課長から提案理由を説明いたします。 

◎山根生涯学習課長 

 資料は 40 ページになります。伊達市体育施設条例の一部改正です。 

 改正の内容としては大きく言うと次の２点です。 

１点目は、題名の改正でございまして、「体育施設」を「スポーツ施設」にすること、２

点目は、指定管理者の管理期間を３年間と定めていたものを撤廃することでございます。 

１点目につきましては、近頃「体育」という言葉は学校現場を除き、「スポーツ」という

言葉を用いることが普通であり、管轄の省庁もスポーツ庁に、近々、日本体育協会も日本

スポーツ協会に改称することなど、「スポーツ」と言う言葉を使うことが一般的であるとい

うことから、この際に施設名もスポーツ施設に改称したいということでございます。 

２点目につきましては、指定管理の期間について、これまでは３年間ということで、行

ってまいりましたが、市の他の施設の多くが５年間としていることや同じ契約で指定管理

している総合体育館は３年間という縛りがないこと、何より指定期間を長くすることでよ

り計画的な指定管理運営ができること等の考えから、この際３年間という縛りを撤廃し、

より長い期間で指定管理契約を結びたいということでございます。 

条例で何年間という縛りは設けませんが、次回の指定管理の契約は他の多くの施設と同

様に５年間としたいと考えております。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 

 元々３年間だったのは、何か意味がありますか。 

◎山根生涯学習課長 

 指定管理制度が出来た当初は３年間という考え方を持っていたようです。古くからの施

設については３年間という期間を設けていますが、最近のものは期間を明示しておりませ

ん。現時点で、３年間という期間を設けておりますのは、体育施設条例とコミセンの条例

のみとなっております。それ以外は期間を設けておりません。 

◎影山教育長 
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 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 

議案第５号については、原案のとおり承認されました。 

 次に、各課からの事業報告があります。 

〔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30年２月伊達市教育委員会・定例会を閉会いたします。 

 

閉 会 （17時02分） 


