
 

平成30年８月 教育委員会 

定例会 会議録 

 

１ 日 時 

        開 会  平成30年８月９日(木) 16時00分 

        閉 会  平成30年８月９日(木) 16時50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     安 藤   隆 

        指導室参事      永 井   修 

        生涯学習課長     山 根 一 志 

        図書館長       竹 迫 知 美 

         

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 岩 本 秀 一  



 - 1 - 

開 会 （16時00分） 

◎影山教育長 

 ただいまから、平成30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。 

 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、および本日追加されました議案

第９号までの、以上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。 

なお、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。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

◎影山教育長 

 それでは、議案第１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。 

◎安藤学校教育課長 

議案第１号「伊達市立学校設置条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。

本条例の改正する理由の１点目につきましては、平成 31 年４月 1日開校予定の大滝徳舜瞥

学校の設置に伴い、大滝小学校と大滝中学校のそれぞれを廃止し、新たに伊達市立義務教

育学校として大滝徳舜瞥学校を定める改正であります。 

２点目につきましては、伊達市立小学校のうち、平成 32 年４月１日付けで東小学校と統

合する予定の黄金小学校の規定を削るという改正であります。 

３点目につきましては、義務教育学校設置に伴い、それぞれ関連する３本の条例の文言

修正が必要になったことから改正するものです。改正の詳細につきましては、４ページ以

降の新旧対照表のとおりです。以上、議案第１号の説明となります。 

◎影山教育長 

 議案第１号について、質疑はございませんか。 

〔「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、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２号「平成 30 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。議案書７ページと、別冊でお配りいたし

ました資料となります。 

 このことについて、道教委より、平成 30 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 30 年度全国学力・学
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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２日付でありました。 

つきましては、道教委が作成する平成 30 年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報

告書」に当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、集計結果の速報について、本日参考資料として別冊で配布させていただいており

ますが、詳細の集計値については、９月の教育委員会の中でご報告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、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３号「伊達市いじめ重大事態調査委員会規則の一部を改正する規則」についてご

説明いたします。議案書は８ページから 10 ページまでです。議案書 10 ページをご覧くだ

さい。 

 今回の改正につきましては、伊達市いじめ重大事態調査委員会の第３者委員会としての

立場を強めるため、同委員会の委員から教育長を除いたうえで、これに伴う文言の修正等

を行うものです。 

まず、第３条の組織についてでございます。第３条では、組織について、現行の規則で

は委員の中に教育長を含めておりましたが、より公正性・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、委員から教育長を削除し、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のみで組織するものとしたいと考えて

おります。 

 それに伴い、第５条「委員長及び副委員長」についても、委員長は、委員の互選により

選出することとしております。 

 第６条の会議については、最初の会議のみ教育長が招集することと追記しております。 

 会議の公開等について、現行では第11条において記載しておりましたが、第６条に含め

ることとしております。 

 第８条、調査結果の報告についても、委員構成の変更に伴い、結果の報告先を市長から

教育委員会に変更しております。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 

 伊達市独自での改正になりますか。それとも全国的な流れでの改正になりますか。 

◎永井指導室参事 
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 前回は即座に対応するために教育長を委員に加えておりましたが、この度、市長部局に

おいて、再調査委員会の条例が制定にむけ準備しているため、そちらの第３者委員会との

構成に併せて見直しを図ったものであります。 

◎岩本委員 

 外部から指摘を受けて改正するのではなく、内部において調整したものだということで

すか。 

◎永井指導室参事 

 そのとおりです。 

◎早瀬委員 

 報告先を市長から教育委員会へ変える必要があったのですか。 

◎永井指導室参事 

 教育長が委員に入っておりましたので、教育委員会への報告を省略させていただいてお

りましたが、今回は第３者委員会となるため教育委員会へ報告するものといたしました。 

◎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、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４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。議案書は 12 ページと 13 ページとなります。 

今回の改正につきましては、「伊達市いじめ重大事態調査委員会」の委員報酬額を伊達

市の「非常勤特別職職員の報酬に関する条例」別表の附属機関の会長又は委員長及び委員

の報酬額に合わせるもので、委員長を6,000円、委員を5,600円とするものです。 

主な改正の理由といたしましては、現在市長部局におきまして、いじめ重大事態調査委

員会の結果を受けて再調査を行う場合の組織「いじめ重大事態再調査委員会」の設置に向

けて準備を進めているところでございますが、そちらの報酬額についても「非常勤特別職

職員の報酬に関する条例」別表の附属機関の会長又は委員長及び委員の報酬額となる予定

となっていることから、見直しを図ったものです。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。 

〔「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 
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 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、学校教育課長および生涯学習課長から提案理由を説明

いたします。 

◎安藤学校教育課長 

 議案第５号「平成 30 年度伊達市一般会計補正予算（教育費関係予算）について」でござ

います。議案書は 15 ページから 26 ページまでとなります。その内、学校教育課関連の補

正予算につきましては 17 ページと 18 ページになります。 

 まず、17 ページをご覧ください。「学校施設ブロック塀・焼却炉調査撤去事業」からご

説明いたします。本事業は、６月 18 日の大阪北部地震で学校に設置しているブロック塀が

倒壊した事故を受け、市内学校施設のブロック塀の設置状況を点検したところ、長和小学

校、関内小学校、稀府小学校、黄金小学校においてブロック塀が確認されたことから、撤

去作業を行うものであります。なお、この全てのブロック塀については、建築基準法に基

づく点検を行いましたが、倒壊・損壊する危険性が低いものでありますが、市教委としま

しては子どもたちが安全・安心な教育環境を確保する観点から、解体撤去するものであり

ます。また、一部のブロック塀の周囲には使用していない焼却炉もあることから、ブロッ

ク塀に囲まれていない焼却炉も併せて撤去するため、有害物質の成分分析調査を行うもの

です。従いまして、補正予算の内容につきましては、成分分析業務委託料が 4,535 千円、

ブロック塀等撤去工事費が2,748千円、合計7,283千円を補正する内容となっております。 

 次に、18 ページの「光陵中学校暖房設備改修実施設計業務委託料」についてです。本事

業は光陵中学校に設置している温水ボイラーは平成８年から使用し、20 年以上が経過して

おります。また、燃焼部の温度が設定温度まで上がらず暖房能力が落ちており、温水配管

自体も劣化腐食も進行している状況から、今年度は暖房機器の改修に向けた実施設計を業

務委託するものです。 

今回の補正に至った経緯としましては、工事の施工上、作業期間を要するため今年度中

に実施設計を行い、改修工事を平成 31 年度冬季に間に合うようにするためであります。補

正の内容につきましては、実施設計業務委託料 2,700 千円を補正する内容となっておりま

す。以上で学校教育課関連の説明といたします。 

◎山根生涯学習課長 

 社会教育費関連についてご説明いたします。議案書は 19 ページをご覧ください。「国庫

補助金返還金」についてです。内容につきましては、平成 29 年度の放課後児童対策事業に

おいて、補助金を受けておりましたが、予定より実績が少なかったことから、余剰分を返

還する予算になっております。受入済額 25,303 千円に対しまして、実績額 22,142 千円と

いうことで、差額の 3,161 千円返還する予算を補正するものです。 

 続きまして、議案書 20 ページをご覧ください。当初予算で予算化されております「芸術

文化振興事業」のうち、３市合同で行っている事業が公益財団法人北海道市町村振興協会

のいきいきふるさと推進事業に申請したところ、各市それぞれ 50 万円の助成金の決定した

ことから、歳出予算額の変更はありませんが、財源振替の補正を行うものです。 

続きまして、議案書 21 ページをご覧ください。こちらも同様でございまして、当初予算

において一般財源で考えておりましたが、いきいきふるさと推進事業の申請をしていたと

ころ、1,000 千円の補助金の内定があったことから、財源振替の補正を行うものです。 

議案書 22 ページをご覧ください。だて歴史文化ミュージアムの特別展開催準備経費とな

ります。来年４月から開館時の記念特別展として、フランク・シャーマンコレクション展
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を本館と宮尾登美子記念アートホールにおいて同時開催を予定しております。こちらを行

うための本年度中に行う準備経費を補正するものです。内容としましては記載のとおりで

す。主なところを説明しますと、美術系学芸員がいないため、実際に展示する際に絵画の

取扱いに慣れた方に依頼する経費、あるいはポスター等の印刷経費、２月から準備を行っ

ていくための燃料費、光熱水費、その他に新聞広告等で宣伝するための新聞広告料、専門

業者に展示プラン作成委託費、アートビレッジから運ぶために箱型のレンタカー賃貸借料

も併せて、2,033 千円を見込んでおります。 

議案書 24 ページと 25 ページになりますが、本日お配りした資料をご覧ください。こち

らは「だて歴史文化ミュージアム運営管理費」の補正予算です。内容は「本館」と「宮尾

登美子アートホール」に分かれております。こちらにつきましては、来年４月にオープン

するだて歴史文化ミュージアムの開館までにかかる準備として、本館と宮尾アートホール

で使用する備品や展示準備に必要な物、当初予算では上半期分までの光熱水費しか計上し

ていなかったため、10 月以降の光熱水費を計上しております。消耗品費は 677 千円、印刷

製本費としてポスターやパンフレットで1,301千円、光熱水費のうち電気料は7,000千円、

通信運搬費としてセコムなども使用しますので電話料 35 千円、パンフレットは４ヶ国語の

翻訳もすることとしておりますので、その翻訳料として 330 千円、機械警備委託料、収蔵

庫の殺虫・殺菌委託料等で 2,782 千円、バリケード賃借料や看板賃借料で 197 千円、その

他に施設で使用する備品類で 16,048 千円となっており、合計 28,370 千円となっておりま

す。続いて宮尾登美子アートホール分の備品購入費ですが、2,950 千円となっており、詳

細は記載のとおりとなっております。 

議案書 26 ページをご覧ください。「宮尾登美子記念アートホール改修工事」については、

当初予算で実施設計を計上しておりましたが、実施設計も終了したことから、工事に係る

経費について補正予算を計上するものです。工事については、建築工事と電気工事に分け

て発注する予定でございます。総額 29,916 千円となっております。改修箇所の主なところ

は、屋上防水工事、内壁をフラット化する改修工事、いろいろな展示物に対応するために

天井にレールを二重に引いて、いろいろな角度で照明できるように改修するものです。そ

の他として、外壁改修工事や搬入口の開口部を改修する予定となっております。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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎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ですか。 

〔「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、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６号について説明いたします。 

 議案は 27 ページと別紙資料「学校給食における食物アレルギー対応基本方針（案）」と

本日配付しました資料１から資料３までになります。別紙資料の「はじめに」をご覧くだ
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さい。 

 「はじめに」のページでは、本年１月から稼働しております「だて歴史の杜食育センタ

ー」において、食物アレルギー原因物質の混入を防ぐ「食物アレルギー対応食調理ライン」

を整備しており、100 食の食物アレルギー代替食の調理機能を有しております。今までは、

原因物質の除去食と牛乳を麦茶に変更する代替のみを行っておりましたが、本年 10 月１日

より本格的な代替食の提供を始めることとしました。 

 提供するにあたり、市内のすべての義務教育諸学校で足並みをそろえた食物アレルギー

対応が推進され、全ての児童生徒が給食時間を安全にかつ楽しく過ごすために、伊達市に

おける食物アレルギー対応に関する基本方針を定めるものであると書かれています。 

 １ページをお開き下さい。学校給食における食物アレルギー対応の原則として６項目を

掲げています。１項目目では安全性を最優先とすること。２項目目では、各学校にアレル

ギー対応委員会等を設置し、組織的に対応すること。３項目目では、アレルギー対応を希

望する児童生徒の保護者は、医師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を義務付け

それに基づいて対応すること。４項目目では原因食物の完全除去対応（提供するかしない

か）で実施すること。５項目目では、食育センターの施設設備や人員等に見合った対応を

おこない過度に複雑な対応は行わないこと。６項目目では、市教委は教職員を対象に研修

会を開催するなどの支援を行うこととしています。 

 ２ページをお開き下さい。このページでは、保護者と学校の役割を示しています。保護

者は、原則でも書いておりましたが、医師の診断による「学校生活管理指導表」を提出し、

また、児童生徒の症状に変化が生じたときは速やかに学校に報告することとしており、学

校では、「学校生活管理指導表」を基に保護者と協議を行い、児童生徒個々に応じたきめ細

かい配慮と周知を図り、「校内アレルギー対応委員会」を設置し組織的な対応をし、代替食、

除去食の確認を行って提供し、緊急時のために「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」

を作成することとしています。 

 ３ページをお開き下さい。このページでは、食育センターの対応を示しています。栄養

教諭は保護者を含めた面談を行い、食物アレルギー対応した献立表を作成し、ＳＰＣ（運

営企業）は、それに基づいて給食を安全に提供するために調理工程表、作業動線図を作成

し、具体的な調理、配膳作業を管理することとしており、食育センター所長は、児童生徒

の実態を把握し、市教委及びＳＰＣと情報を密に共有し、各学校との連絡調整を図ること

としております。 

 ４ページをお開き下さい。市における食物アレルギー対応方法は、４レベルとしており、

レベル１では食物アレルギー対応が必要な児童生徒の保護者と学校に原材料名を詳細に期

した献立表を提供し内容の確認をしていただくこととしており、レベル２では原因物質の

除去や代替食の調理が困難な場合に、その献立に対して一部を弁当持参していただく場合

や、アレルゲンが複数あり給食の提供が困難な場合に全て弁当を持参していただくなどの

弁当対応としております。レベル３では、原因食物を給食から除いて提供する除去食対応、

レベル４では除去した食物に対して、別の食材で代替した給食を提供する代替食対応とし

ております。 

 以上が「学校給食における食物アレルギー対応基本方針」となりますが、食物アレルギ

ー対応するために、まだ作成途中ではありますが、素案としてお配りしております「学校

給食における食物アレルギー対応の手引き」で、さらに詳細な内容を示し、安全、安心な

食物アレルギー対応を実施するものです。以上で説明を終わります。 
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◎影山教育長 

 議案第６号について、質疑はございませんか。 

◎岩本委員 

 レベル１からレベル４までは誰が決定しますか。 

◎金子教育部長 

 学校と保護者、栄養教諭が一緒に面談し、その中でどのような対応をしていくか決定し

ます。 

◎岩本委員 

 レベルが上がると悪くなるイメージがありますが…。 

◎金子教育部長 

 そういうわけではありません。北海道や厚労省と同様な記載をしています。 

◎早瀬委員 

 アレルギーの割合はどのくらいになりますか。 

◎金子教育部長 

 現在、3,000 人に給食を提供していますが、約 50 名となっております。 

◎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ですか。 

〔「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、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 29 ページをご覧ください。「伊達市教育委員会職員職名規則等の一部を改正す

る等の規則」についてですが、同一の事由により、３本の規則を改廃するものです。事由

としましては、９月末日に閉館する宮尾登美子文学記念館廃止に伴う改正であります。 

第１条につきましては、伊達市教育委員会職員職名規則から、宮尾登美子文学記念館・

地域文化館長を削る改正となっております。 

第２条につきましては、伊達市教育委員会行政組織規則において、宮尾登美子文学記念

館・地域文化館を削るという内容であります。なお、字句の修正として併せて「副参事」

を削るものです。 

第３条につきましては、宮尾登美子文学記念館・地域文化館条例施行規則について 10

月１日をもって廃止するものです。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ですか。 
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〔「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、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 33 ページをご覧ください。「伊達市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する

訓令」でございます。こちらの事由につきましては、宮尾登美子文学記念館の廃止に伴い

まして、必要なくなった条文を削除するものです。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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎影山教育長 

 お諮りいたします。 

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ですか。 

〔「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、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９号「平成 31 年度から使用する小学校教科用図書及び中学校用教科用図書の採択

について」、ご説明いたします。 

このことについては、平成30年度教科用図書第10採択地区教育委員会協議会におきまし

て協議され、選定されました結果を基に、各市町教育委員会において採択することとなっ

ております。 

まず、平成31年度から使用する小学校教科用図書についてでございますが、平成26年度

の調査委員会報告資料並びに選定理由をもとに、継続して国語は光村図書、書写は光村図

書、社会は教育出版、地図は帝国書院、算数は東京書籍、理科は東京書籍、生活は教育出

版、音楽は教育出版、図画工作は日本文教出版、家庭は開隆堂、保健は東京書籍が選定さ

れました。 

続いて、平成31年度使用中学校用「特別の教科 道徳」教科用図書については、平成31

年度から使用する中学校用特別の教科、道徳の教科用図書の発行者が光村図書出版という

ことで選定されました。 

これらの選定結果を基に、協議会規約第２条第２項及び無償措置に関する法律施行令第

14条により、選定された中学校用「特別の教科 道徳」の教科用図書及び小学校用教科用

図書の採択について、よろしくお願いいたします。 

なお、「教科用図書第10採択地区教育委員会協議会議事録等の公表について」は、事務局

である白老町より「選定結果」「協議会議事録」「調査研究報告書」を掲載した白老町ホー

ムページの第10採択地区ＵＲＬが通知されますので、第10採択地区の各市町教育委員会は

採択結果の公表ホームページに通知されたＵＲＬを関連リンクさせて公表することとなっ

ております。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。 
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〔「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ですか。 

〔「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。 

 

報告第１号の非公開案件は，受理される。 

 

◎影山教育長 

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50分） 


