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        委 員  菊 地 裕 子 

委 員  平 田 賢 弘 

        委 員  岩 本 秀 一 
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        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 早 瀬 芳 宏 
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開 会 （16時00分） 

 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成30年３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、早瀬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号から報告第４号までの９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。 

なお、議案第５号および報告第１号につきましては人事に関する案件ですので、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項の規定により非公開として進めたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、議案第１号について、食育センター所長から提案理由を説明いたします。 

◎代田食育センター所長 

それでは、議案第１号「平成 30 年度食育センターの運営計画について」ご説明いたしま

す。 

資料の２ページ目をお開きください。 

この食育センターの運営計画は、２月 19 日に学校代表者、保護者代表者、学識経験者か

ら構成される食育センター運営委員会で協議しながら計画されたもので、次年度の運営方

針や給食の提供数、給食費について定めたものです。 

それでは順にご説明いたします。 

「１ 運営の重点」「 (1)衛生管理の徹底」ですが、食育センターに変わりまして、ハー

ド面では大きく変わりましたが、衛生面での考え方について変わる部分はありませんので、

引続き衛生管理の徹底に取り組んでまいります。 

「(2)食に関する教育の充実」と「(3)特色ある給食づくり」ですが、副菜が一品増え自由

度が増したという事もございますので、今後、献立を通しながら取り組んでまいります。 

「(4)だて歴史の杜食育センターの移行・安定運営」ですが、本日の給食提供で３学期の

給食提供が終了しました。３学期は期間が短かったですが、揚げ物ラインと炊飯ラインが

新設され、和え物ラインもほぼ毎日稼働する中で、ラインの癖なども少しずつ見えてきて

いるように思います。 

また、今後、季節ごと新メニューも出てまいりますので、その場合のオペレーションに

ついて、事業者へのモニタリングを強化し指導を徹底していきます。 

「(5)だて歴史の杜食育センター付帯施設の有効活用」ですが、記載のとおり、有効利用

していただけるように取り組んでいきます。 

続きまして、次のページの運営計画ですが、こちらのページにつきましては例年通りの

取組とさせていただいておりますので、そのうち２点だけご説明させていただきます。 

１点目、（１）「③主食の回数」の麺類のところですが、４月 18 日（水）を１回目として

麺を復活させる予定で取り組んでおります。２点目、(3)「②の給食費」ですが、平成 30

年度につきましても給食費は維持し、今まで同様、小学生は 243 円、中学生は 300 円とし

て運営していく予定でございます。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 
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◎早瀬委員 

 実際に稼働してみて、想定していないことはありましたか。 

◎代田食育センター所長 

 給食に関しまして、副菜が１品と製造ラインが１本増え、さらに、調理員数が増えたの

で作業が順調に稼働するのか不安に思っておりましたが、現時点で順調に稼働しておりま

す。 

◎早瀬委員 

 消費税が変わった場合、給食費は変わりますか。 

◎代田食育センター所長 

 給食費については、伊達市の地場産品の活用も含めて平成 30 年度に開催する運営計画の

中で検討していきます。 

◎平田委員 

 運営計画の４行目に「おいしい給食の実現」と定めておりますが、運営の重点では具体

的な方策はありませんが、方策について何か考えておりますか。 

◎代田食育センター所長 

 副菜で和え物のサラダを提供しておりますので、毎回新メニューで提供して特色を出し

ていきたいと考えております。 

◎平田委員 

 前回との給食の違いについて、児童・生徒に対しモニタリングを行い、定期的に検証し

ていくべきではないかと思います。 

◎代田食育センター所長 

 その点についても取り組んでいきたいと思います。 

◎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、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 

 議案書は５ページをお開きください。「伊達市教育委員会行政組織規則等の一部を改正す

る等の規則」についてですが、改正等の理由は４つあり、関連する５規則を改廃する内容

となっております。 

理由の１つ目としては、「青少年・体育係」を「青少年・スポーツ係」へ係名を変更した

いこと。２つ目としては、「伊達市体育施設条例」が議決されまして、「伊達市スポーツ施

設条例」と変更になったこと。３つ目は開拓記念館条例を廃止すること。４つ目としては、

学校施設の目的外使用許可に関する事務を生涯学習課に移管することの理由から、５条か

らなる構成となっており、各条でそれぞれの規則を改正もしくは廃止するものとなってお

ります。第１条では伊達市教育委員会行政組織規則の一部改正、第２条では伊達市教育委
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員会職名規則の一部改正、第３条では伊達市噴火湾文化研究所条例施行規則の一部改正、

第４条では伊達市体育施設条例施行規則の一部改正、第５条では伊達市開拓記念館条例施

行規則の廃止となっております。いずれも４月１日を施行日としており、経過措置ととも

に附則で規定しております。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 

 議案書は16ページをお開きください。「伊達市教育委員会事務決裁規程の一部を改正す

る訓令」です。改正理由は、議案第２号で説明した理由の他に、放課後の子どもの安全・

安心な居場所づくりを放課後子ども教室と放課後児童クラブが連携して行えるよう放課後

児童クラブに関する事務を子育て支援課から生涯学習課へ移管することが改正理由となっ

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。 

〔「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、学校教育課長から説明理由を説明いたします。 

◎三浦学校教育課長 

議案第４号「伊達市立学校管理規則の一部を改正する規則」です。議案書は 20 ページか

ら 23 ページまでです。 

今回の規則については、地方公務員法及び学校教育法施行規則の改正に伴って、北海道

立学校管理規則の改正されたことを受け、伊達市立学校管理規則の一部を改正するもので

す。 

改正内容の１点目としては、これまで事務職員の職名のなかに「事務主幹」という職名

があったところですが、このほかに「専門事務主任」を設け、業務内容としては、従来の

学校事務及び担任の事務を処理するほか、近隣校への指導及び助言をすることとなります。 

２点目としては、「事務主任」の職務内容として、従前は「事務をつかさどる」とされて

おりましたが、これを「事務に関する事項について連絡調整、指導及び助言にあたる」と

いう業務内容を加えるというものです。 
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３点目としては、「指導専門員」を設け、業務内容としては、校長の監督のもと、「学校

給食の栄養に関する専門事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導及び助言」

をすることとなります。以上、議案第４号「伊達市立学校管理規則の一部を改正する規則」

の説明となります。 

◎影山教育長 

 議案第４号について、質疑はございませんか。 

◎平田委員 

 今までの事務職員と何が変わりますか。 

◎三浦学校教育課長 

 事務職員に対し、要件を満たした方に対し命課していくものです。 

◎早瀬委員 

 この役職名から栄養教諭の職名とはわかり難いのではないですか。 

◎三浦学校教育課長 

 法律改正を受けての規則改正となりますので、この職名を変えられるものではありませ

ん。国において職務内容に応じて給料を反映させていくための改正になっておりまして、

事務職員や栄養教諭の条件に当てはまる方について、命課していくものです。 

◎岩本委員 

 人を増やすわけではなく、役職をつくったという考え方ですか。 

◎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。 

 

議案第５号の非公開案件は，原案のとおり承認される。 

 

報告第１号の非公開案件は、受理される。 

 

◎影山教育長 

それでは、報告第２号について、教育部長から説明をお願いいたします。 

◎金子教育部長 

 それでは、報告第２号「平成 30 年度伊達市一般会計予算（教育関係予算）」についてご

説明いたします。 

 資料は 48 ページから 78 ページになります。 

 平成 30 年度予算につきましては、去る 3 月 15 日閉会した第 1 回市議会定例会にて議決

されました。 



 - 5 - 

 53 ページをお開き下さい。 

 教育費全体の予算では、前年度3,254,693千円に対し本年度1,635,031千円で1,619,662

千円の減額となっております。大きく減額となっている理由としては、「だて歴史の杜食育

センター整備運営費」のうち建設等に係る経費が平成 29 年度に計上したことによるもので

す。 

 それでは、各項ごとにご説明いたします。 

 「1 項 教育総務費」は、前年度 51,151 千円に対し本年度 173,238 千円で 122,087 千円

の増額となっております。 

 この大きな理由としては、「２目 事務局費」のうち、「３ 黄金小学校・東小学校統合

事業」16,350 千円、「４ （仮称）おおたき義務教育学校設立準備事業」95,637 千円、「21 

学校教育ネットワーク運営負担金」4,837 千円が新規事業として増となっております。ま

た、57 ページ「６目 国際理解教育費」のうち、「１ ネイティブスピーカー（伊達地区）

活用事業」では、平成 29 年度まで二人体制であった AET を小学校の外国語の事業が始まる

ことから三人体制に拡充させるために 3,098 千円の増額をしております。 

 次に 59 ページ「２項 小学校費」は、前年度 226,967 千円に対し本年度 382,535 千円で

155,568 千円の増額となっております。 

 この大きな理由としては、「１目 学校管理費」のうち、「７ 伊達小学校体育館改築事

業」123,491 千円、「13 東小学校暖房設備改修工事」36,116 千円などが新規事業として増

となったことによるものです。 

 次に 63 ページ「３項 中学校費」は、前年度 163,699 千円に対し本年度 221,347 千円で

57,648 千円の増額となっております。 

 この大きな理由としては、「１目 学校管理費」のうち、「６ スクールバス購入費」21,997

千円、「８ 伊達中学校サッカーグラウンド防球フェンス新設工事」26,806 千円、「９ 光

陵中学校排水設備改修工事」9,850 千円などが新規事業として増としたことによるもので

す。 

 次に 67 ページ「４項 社会教育費」は、前年度 220,782 千円に対し本年度 305,213 千円

で 84,431 千円の増額となっております。 

 この大きな理由としては、「２目 生涯学習推進費」のうち、「８ 放課後児童クラブ運

営事業」が平成 30 年度より福祉部から移管され 25,252 千円の増額となっているほか、「３

目 文化振興費」のうち「８ シャーマンコレクション図録増刷事業」5,435 千円、「４目 

文化財保護費」のうち、「20 善光寺再整備事業補助金」7,000 千円、「21 伊達成実生誕

450 年記念能「摺上」上演補助金」2,000 千円、「６目 だて歴史文化ミュージアム費」の

うち、「２ 特別展等開催準備経費」1,990 千円、「３ だて歴史文化ミュージアム管理運

営費」5,855 千円、「４ 宮尾登美子記念アートホール改修工事設計業務委託」1,977 千円、

「９目 カルチャーセンター費」のうち「４ カルチャーセンター大ホール空調更新工事」

48,784 千円などが新規事業として増としたことによるものです。 

 次に 75 ページ「５項 保健体育費」は、前年度 2,592,094 千円に対し本年度 552,698

千円で 2,039,396 千円の減額となっております。 

 この大きな理由としては、平成 29 年度で計上していた「だて歴史の杜食育センター整備

運営事業」2,143,858 千円、「学校給食センター移転・解体経費」25,085 千円が減額となっ

たことによるものです。 

 その他にも本年度の新規事業や平成 29 年度で終了した事業等ありますが、昨年 12 月及
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び本年１月の教育委員会定例会で臨時事業として説明させていただいておりますので、本

日の説明からは割愛させていただきます。以上で説明を終わります。 

◎影山教育長 

 報告第２号について、質疑はございませんか。 

◎菊地委員 

 「学校配分経費」とはどのようなもので、どのように配分されるのですか。 

◎三浦学校教育課長 

 「学校配分経費」は学校管理費と教育振興費とそれぞれにあります。学校管理費は学校

施設の維持管理に係る経費、教育振興経費では子どもたちの指導に必要な経費となってお

ります。それぞれ、すべての学校から要望をあげてもらい、教育委員会で精査し、財政課

と協議して予算要求しております。 

◎菊地委員 

 規則の改正において組織名称が「体育」から「スポーツ」に変更になりましたが、予算

における款項目の名称は変更しないのですか。 

◎山根生涯学習課長 

 変更点が多すぎるため、国が示している標準的な款項目の名称を確認し、財政課と協議

しながら、少しずつ変更していきたいと考えております。 

◎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 

報告第２号については、報告として受理することとします。 

それでは、報告第３号について、学校教育課長から説明をお願いいたします。 

◎三浦学校教育課長 

 報告第３号「臨時代理の報告について（伊達小学校体育館建設工事（建築主体）請負契

約の締結について）」説明をいたします。 

議案書は 79 ページから 81 ページまでです。 

伊達小学校体育館建設工事に係る予算の補正につきましては、本年１月の定例会で審議

いただいたのち、平成 30 年第１回市議会臨時会において議決をいただきました。 

その後、本年３月に開催された平成 30 年第１回市議会定例会において契約議案も可決い

ただいたところであります。 

本来であれば、教育委員会において議決をいただいた後の市議会に議案を提出するとこ

ろですが、時間的ないとまがなかったことから、臨時代理の報告のかたちで報告するもの

です。 

報告内容としては、議案書 80 ページに記載のとおり、契約相手方は、小松・マルタカ高

橋組特別共同企業体とし、請負額は、405,864,000 円となっております。 

なお、伊達小学校体育館については、平成 31 年度７月頃の供用開始を予定しております。

報告は以上です。 

◎影山教育長 

 報告第３号について、質疑はございませんか。 

◎早瀬委員 

 先ほどの平成30年度の予算は１億２千万円でしたが、この数字と異なるのはどうしてで
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すか。 

◎三浦学校教育課長 

 平成29年度から平成31年度までの継続事業となっております。それぞれの年度で予算が

あり、今回の契約は全体事業のうち建築主体部分の契約となります。 

◎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 

報告第３号については、報告として受理することとします。 

それでは、報告第４号について、学校教育課長から説明をお願いいたします。 

◎三浦学校教育課長 

 報告第４号「臨時代理の報告について（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」説明をいたします。 

議案書 82 ページから 83 ページまでです。 

東小学校の暖房設備改修事業については、当初、平成 30 年度当初予算に計上することを

予定していたところですが、本年２月 21 日に内定通知を受け、国の補正予算により事業を

前倒しで採択されることが可能となりました。そのため、急きょ、今年度に予算措置をし

たうえで、予算を全額繰り越し、平成 30 年度に工事を行うことといたしました。 

そのため、事前に教育委員会定例会にお諮りすることができなかったことから、臨時代

理の報告とするものです。 

予算を前倒しすることにより、実施設計はすでに今年度完了していることから、平成 30

年度当初から工事の施工が可能となるほか、補助裏についても補正予算債の活用が可能と

なるなど工期の確保及び財政上も有利であると判断したものであります。 

なお、本事業費については、平成 29 年度に予算措置したことから、平成 30 年度当初予

算と二重計上とりますので、平成 30 年度予算については、６月に開催される第２回定例会

で減額補正することを予定しております。説明は以上です。 

◎影山教育長 

 報告第４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 

報告第４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３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） 


