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平成２９年第６回多賀城市教育委員会定例会議事録

１ 会議の年月日 平成２９年６月２３日（金） 

２ 招集場所   市役所３階 第一委員会室

３ 出席委員   教育長 小畑 幸彦   委 員 浅野 憲隆 

         委 員 菊池 すみ子  委 員 樋渡 奈奈子（途中入室） 

委 員 根來 興宣 

４ 欠席委員   なし 

５ 説明のため出席した事務局職員 

副教育長兼教育総務課長 松岡 秀樹 

理事兼学校教育課長   身崎 裕司 

副理事兼生涯学習課長  萱場 賢一 

文化財課長       千葉 孝弥 

参事兼教育総務課長補佐  吉田 学 

６ 傍 聴 人  な し

７ 記 録 係  教育総務課主査 山形 剛大

８ 開会の時刻  午後１時００分 

９ 議事日程 

   日程第１  前回議事録の承認について 

   日程第２  議事録署名委員の指名について 

   日程第３  諸般の報告  

事務事業等の報告 

   日程第４  議 事 

臨時代理事務  臨時代理の報告について（平成２９年度多賀城市一般 

報告第 ８ 号  会計補正予算（第２号）に対する意見） 

議案第１１号  多賀城市学校給食センター運営審議会の人事について 

議案第１２号  多賀城市教育振興基本計画について 

議案第１３号  平成３０年度多賀城市立小・中学校使用教科用図書の 

採択基準について 

日程第５  その他 
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教育長   

ただいまの出席者は４名であります。定足数に達しておりますので、これよ

り平成２９年の第６回定例会を開会します。 

日程第１ 議事録の承認について

教育長 

はじめに、第５回定例会の議事録について、承認を求めます。 

議事録については、事前にお配りしておりますので、本日は朗読を省略いた

します。 

前回定例会の議事録について承認を求めますが、御異議ありませんか。 

  （「はい」の声あり） 

それでは異議がないものと認めまして、前回定例会の議事録については、承

認されました。

日程第２ 議事録署名委員の指名について

教育長 

続きまして、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員は、多賀城

市教育委員会会議規則第２１条第３項の規定により、教育長において菊池委員、

樋渡委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

日程第３ 諸般の報告について

        事務事業等の報告

教育長 

これより、本会議に入ります。 

それでははじめに事務事業等の報告をいたします。報告については、事務局

職員に朗読させますので、よろしくお願いします。副教育長。 

副教育長 

それでは御報告申し上げます。諸般の報告、平成２９年第５回教育委員会定

例会以降の事務事業の執行状況及び諸会議等の状況は、次のとおりです。 
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教育総務課関係ですが、５月１５日、「行政経営会議」が第二委員会室で開

催され、５月９日開催の第２回教育委員会臨時会において報告しました「多賀

城市教育振興基本計画（案）」について報告を行い、原案のとおり了承されま

した。 

５月２６日、「平成２９年度仙台管内教育委員会協議会総会並びに視察研修」

が松島町の石田沢防災センターで開催され、教育長、浅野委員、樋渡委員が出

席しました。総会の冒頭、本市からは前年度に退任された菊地昭吾前教育長、

今野喜弘前委員に対して、感謝状が贈呈されました。 

６月１４日から２１日まで８日間の会期で、「平成２９年第２回多賀城市議

会定例会」が開催されました。教育委員会関係議案は、本日、臨時代理事務報

告をいたします「平成２９年度多賀城市一般会計補正予算（第２号）」につい

て、原案のとおり可決されました。 

６月２０日と２１日の両日、一般質問が行われ、教育委員会関係の質問者は

５名でした。なお、質問及び回答要旨は別紙のとおりです 

学校教育課関係ですが、６月２日、七十七銀行の社会貢献活動の一環として、

地域の小学生に本格的なオーケストラ演奏を届ける「第５５回七十七ふれあい

コンサート」が天真小学校で開催され、仙台フィルハーモニー管弦楽団による

楽曲の演奏や、指揮者体験などが行われました。 

６月３日、４日の両日、「第２２回多賀城市中学校総合体育大会」が市内各

中学校、中央公園、総合体育館等を会場に開催され、野球、サッカー、剣道を

はじめとして、１１競技で熱戦が繰り広げられました。 

また、６月１４日に「多賀城市中学校陸上競技大会」がひとめぼれスタジア

ム宮城で開催されたほか、６月２２日には「第２２回多賀城市中学校水泳競技

大会」が多賀城市市民プールで開催されました。 

６月５日、震災後増加傾向にある不登校の児童生徒対策である子どもの心の

ケアハウス事業の拠点施設「多賀城市子どもの心のケアハウス」開所式を開催

しました。 

小学校の修学旅行は、６月７日、８日に多賀城小学校、６月８日、９日に城

南小学校、６月１５日、１６日に多賀城八幡小学校が、福島県内において１泊

２日で実施し、無事終了しました。 

生涯学習課関係ですが、５月２３日、「平成２９年度多賀城市青少年健全育

成市民会議理事会・総会」が開催され、平成２８年度事業及び決算報告、平成

２９年度事業計画及び予算案などについて承認されました。 

５月２４日、「平成２９年度第１回多賀城市社会教育振興員会議」を開催し、

各行政区から３６名の出席がありました。委嘱状の交付後、社会教育振興員の
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役割や事業の進め方などについて説明しました。 

５月２５日、「平成２９年度第１回多賀城市スポーツ振興員会議」を開催し、

各行政区から４２名の出席がありました。委嘱状の交付後、スポーツ振興員の

役割や市民スポーツ大会など今年度の事業計画を説明しました。 

６月２日、「平成２９年度第１回多賀城市青少年育成センター運営協議会」

が開催され、平成２８年度事業実績、平成２９年度事業計画等について承認さ

れました。 

同日、「平成２９年度第１回多賀城市立図書館運営審議会」が開催されまし

た。委嘱状の交付、会長及び副会長の選出の後、平成２８年度事業実績、平成

２９年度事業計画案について審議されました。 

６月６日、「平成２９年度第１回多賀城市社会教育委員会議」が開催されま

した。委嘱状の交付、恐れ入ります、ここで「会長及び副会長の選出の後」と

記載しておりますが、「議長及び職務代理者の選出の後」に訂正願います。平

成２８年度事業実績、平成２９年度事業計画案について審議されました。 

６月２０日、「平成２９年度少年の主張多賀城市大会」が東豊中学校で開催

され、同中学校生徒のほか市民約３６０人が参加しました。高崎中学校の秋元

優那さんが優秀賞となり、７月４日に松島町立松島中学校で開催される仙台地

区大会に出場が決定しました。 

前回定例会以降に実施した主な社会教育事業等は別表のとおりです。 

文化財課関係ですが、５月２５日、「平成２９年度宮城県史跡整備市町村協

議会役員会、総会及び研修会」が角田市で開催され、市長、文化財課長等が出

席しました。平成２８年度事業報告、収支決算及び平成２９年度事業計画、収

支予算が承認され、その後、国史跡梁瀬浦遺跡等を視察研修しました。 

５月２８日、速報展「発掘された遺跡－平成２８年度の調査成果」を埋蔵文

化財調査センター企画展示室で開催しました。期間は、７月３０日までとなっ

ております。 

５月２９日、「歴史的食文化体験学習」を特別史跡多賀城跡内の市川字館前

地区で開催し、城南小学校５年生１２５名が参加して古代米の田植えを行いま

した。 

５月３１日、平成２８年度から宮城県が実施している「多賀城地区ほ場整備

事業」に伴い、市が受託している事業用地の発掘調査について、平成２９年度

春季の調査対象区域である市道山王高橋線の西側地区のうち、一部の区域を除

いて調査を終了し、宮城県に用地を引渡しました。 

６月１８日、「多賀城跡あやめまつり」において、郷土芸能活動の一環とし

て、多賀城鹿踊クラブと多賀城鹿踊保存会による鹿踊が披露されました。 
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社会教育事業等につきましては別表のとおりですが、一つ一つの説明は省略

させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

平成２９年６月２３日提出、教育長、以上でございます。 

教育長 

それでは、ただいまの報告について、質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

それでは、質疑がないものと認め、事務事業等の報告を承認いたします。 

日程第４ 議事 

臨時代理事務  臨時代理の報告について（平成２９年度多賀城市一般 

報告第 ８ 号  会計補正予算（第２号）に対する意見） 

教育長 

次に、議事に入ります。 

はじめに、臨時代理事務報告第８号「臨時代理の報告について（平成２９年

度多賀城市一般会計補正予算（第２号）に対する意見）」を議題といたします。 

内容につきましては、関係課長から説明をいたします。副教育長。 

副教育長 

それでは、平成２９年度多賀城市一般会計補正予算（第２号）に対する意見

について御説明を申し上げます。資料の５ページを御覧願います。 

臨時代理事務報告第８号でございますが、これは、市長から、平成２９年度

多賀城市一般会計補正予算（第２号）の調製について、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の規定に基づき意見を求められましたが、委員会を招集す

る暇がなかったことから、平成２９年６月２日に臨時代理により回答すること

としたので、報告するものです。 

次の６ページをお願いいたします。 

こちらが、臨時代理書でございまして、補正予算（第２号）の調製について、

異議ない旨回答するとしたものでございます。 

次の７ページは、関係資料といたしまして、市長からの協議文書でございま

す。 

９ページ以降につきまして、順に補正予算の内容を御説明いたします。 

はじめに、１１ページをお願いいたします。 

一番下に、一般会計予算の歳出の合計額が出ておりますが、補正額の合計額

は、真ん中の欄の８，６４８万８千円で、補正後の総額を２８５億３，６８５
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万２千円とするものでございます。 

合計の上に、太枠で囲んでおります１０款教育費がございますので、御覧く

ださい。 

教育費の補正予算額については、真ん中の欄で、４９７万６千円を増額する

もので、補正後の予算額は、２５億７，９０２万３千円となるものでございま

す。 

今回は、２項の小学校費、３項の中学校費、及び４項の社会教育費の補正で

ございますが、内容の詳細につきましては、担当課長から御説明いたします。 

それでは、歳出から内容を御説明いたしますので、２０ページ、２１ページ

をお願いいたします。 

学校教育課長 

それでは、２０ページ、２１ページの下段になりますが、１０款２項小学校

費２目教育振興費で１０９万円の増額補正をするものでございます。 

２０節扶助費で、説明欄１「就学援助事業［小学校］」につきましては、文

部科学省から示された予算単価の増額に伴い、「新入学学用品費」の支給単価

を２０，４７０円から４０，６００円に増額し、支給することによるものでご

ざいます。 

次ページをお開きください。 

続きまして、３項中学校費２目教育振興費で、１３８万６千円の増額補正を

するものでございます。 

２０節扶助費で、説明欄１「就学援助事業［中学校］」につきましては、前

ページで説明いたしました、「就学援助事業［小学校］」と同様に「新入学学

用品費」の支給単価を２３，５５０円から４７，４００円に増額し支給するこ

とによるものでございます。 

文化財課長 

次に、４項４目文化財保護費で、２５０万円を増額するものであります。 

これは、１９節負担金、補助及び交付金で、多賀城鹿踊保存会の補助事業と

なりまして、コミュニティ助成事業補助金を受けて、多賀城鹿踊の備品を整備

するものです。 

平成２７年に多賀城鹿踊クラブを結成したのに伴いまして、子ども用の備品

が不足しておりますことから、この補助金を受けまして子ども用の備品１２名

分を作成するためのものです。 

学校教育課長 

それでは歳入の方に入ります。１６ページ、１７ページを御覧ください。 

１５款２項８目教育費県補助金で、１，４７６万１千円の増額補正でござい
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ます。 

１節教育総務費補助金で、１０６万２千円の増額補正でございますが、説明

欄１「学び支援コーディネーター等配置事業費補助金」につきましては、自主

学習支援事業の財源として、本年度から補助対象事業費の１０分の１０補助率

で交付されることとなったもので、１０６万２千円を計上するものでございま

す。 

昨年度までは県委託事業として、県委託金である「学び支援コーディネータ

ー等配置事業費委託金」の交付を受けて実施していたものですが、県事業の組

換えにより、今年度から補助事業になったものです。 

当初予算編成時点では、県の事業の組換えが確定しておらず、従前どおりの

予算を計上しておりましたので、今回補正することとするものです。 

（１３時１４分 樋渡委員入室） 

次に、２節小学校費補助金、３０万３千円の増額補正で、説明欄１「宮城県

被災児童生徒就学支援事業費補助金」については、東日本大震災の被災等によ

る経済的な理由により、就学援助の認定を受けた児童生徒に対して、県補助金

１０分の１０の対象になることから、対象の児童１１名分の「新入学学用品費」

の支給単価を増額するものでございます。 

次に、３節中学校費補助金７万２千円の増額補正で、説明欄１「宮城県被災

児童生徒就学支援事業費補助金」については、上記の２節小学校費補助金で御

説明したことと同様に、対象の生徒７名分の「新入学学用品費」の支給単価を

増額するものでございます。 

生涯学習課長 

続いて、４節社会教育費補助金で、１，３３２万４千円の増額補正をするも

のです。 

説明欄１の「地域学校協働活動推進事業費補助金」ですが、学校支援地域本

部事業、放課後子ども教室推進事業、家庭教育事業の各事業の財源として、本

年度から、補助対象経費の１０分の１０の補助率で交付されることとなったも

ので、１，３３２万４千円を計上するものです。 

ただいま申し上げました各事業は、昨年度までは県委託事業として、県委託

金である「子どもの学習支援によるコミュニティ復興支援事業費委託金」の交

付を受けて実施していたものですが、県事業の組替えにより、今年度から補助

事業となったものです。 

当初予算編成時点では、県事業の組替えが確定しておらず、従前どおりの予

算計上をしておりましたので、今回補正することとするものです。 

次のページをお願いします。 
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学校教育課長 

３項県委託金２目教育費委託金で、１，４３８万６千円の減額補正でござい

ます。 

１節教育総務費委託金で、１０６万２千円の減額補正をするものです。 

説明欄１「学び支援コーディネーター等配置事業委託金」につきましては、

前ページの２項８目１節の「教育総務費補助金」、説明欄１「学び支援コーデ

ィネーター等配置事業費補助金」で御説明いたしましたように、自主学習支援

事業が、県の委託事業から補助事業へ組換えとなりましたので、その全額を減

額するものでございます。  

生涯学習課長 

続いて、３節社会教育費委託金で、１，３３２万４千円の減額補正をするも

のです。 

説明欄１の「子どもの学習支援によるコミュニティ復興支援事業費委託金」

ですが、８目４節の「地域学校協働活動推進事業費補助金」でも説明しました

ように、学校支援地域本部事業、放課後子ども教室推進事業、家庭教育事業の

各事業が県の委託事業から補助事業へ組替えとなりましたので、その全額を減

額するものです。 

以上で、教育委員会所管に係る補正予算の説明を終わります。 

教育長 

ただいまの説明について、質疑ありませんか。根來委員。 

根來委員 

学校教育課の、就学援助の支給単価を上げたということですが、一人当たり

の金額の単価を上げたということでしょうか。それとも何か配付する物が増え

たということでしょうか。その辺の説明をお願いします。 

教育長 

学校教育課長。 

学校教育課長 

新入学の学用品費として、今まで単価が低かったのを、文科省からこの単価

に上げよということで、配付する物が増えたというよりは、単価が上がった分

でランドセルやいろいろな学用品を買うのに使えるお金が増えた、ということ

になります。 

根來委員 

ありがとうございます。 

教育長 

他にございませんか。樋渡委員。 
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樋渡委員 

１７ページの教育総務費補助金の「学び支援コーディネーター等配置支援事

業費補助金」ですが、何名の方で、どのような規模の構想なのか、教えてくだ

さい。 

教育長 

学校教育課長。 

学校教育課長 

それにつきましては、自主学習支援事業というのを市の方でやっておりまし

て、「多賀城スコーレ」として夏休み冬休みの学習会や、家庭教育講演会、学

び支援コーディネーター１名に係る検証委員会参加の謝金、家庭に配付する「家

庭学習の手引」を作成するのに使う費用になっており、それを補助で賄ってい

るということになります。 

樋渡委員 

ありがとうございます。 

教育長 

他にございませんか。 

（「ありません」の声あり） 

質疑がないものと認め、臨時代理事務報告第８号を承認します。 

議案第１１号  多賀城市学校給食センター運営審議会の人事について 

教育長 

次に、議案第１１号「多賀城市学校給食センター運営審議会の人事について」

を議題といたします。 

内容は、学校教育課長から説明をいたします。学校教育課長。 

学校教育課長 

それでは、議案第１１号「多賀城市学校給食センター運営審議会の人事につ

いて」、御説明いたします。 

本件は、多賀城市学校給食センター運営審議会委員の任期が満了することに

伴い、新たに委員を委嘱するものでございます。 

２５ページを御覧ください。 

多賀城市学校給食センター運営審議会委員につきましては、平成２７年６月

３０日火曜日に開催された平成２７年第６回教育委員会定例会におきまして、

多賀城市学校給食センター条例第５条に基づき、１３名の委員を委嘱していた

だきました。任期は２年で、平成２７年７月１日から平成２９年６月３０日ま
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でであることから、平成２９年６月３０日をもって任期を満了いたします。  

そこで、新たに多賀城市学校給食センター運営審議会委員１３名を委嘱する

ものでございます。 

市立学校の校長として、多賀城小学校長 髙砂弘之氏、天真小学校長 高橋

敬氏、城南小学校長 佐々木智美氏、第二中学校長 長沼宗則氏、高崎中学校

長 佐藤昇氏、児童生徒の保護者として、多賀城東小学校父母教師会長 荒若

健志氏、山王小学校父母教師会事務長 岩見一美氏、多賀城八幡小学校父母教

師会長 林幹字氏、多賀城中学校父母教師会長 佐藤良彦氏、東豊中学校父母

教師会長 本郷友道氏、次のページ、２６ページをお開きください。 

関係行政機関の代表者として、宮城県塩釜保健所環境衛生部次長 岡崎紀之

氏、学識経験者として、塩釜地区薬剤師会薬剤師 叶佐江子氏、仙台農業協同

組合多賀城支店長 早坂浩幸氏の１３名でございます。 

２７ページを御覧ください。議案第１１号関係資料下段の多賀城市学校給食

センター条例の第５条第３項に、「委員の任期は、２年とする」とありますの

で、新たに委嘱する委員の任期は平成２９年７月１日から平成３１年６月３０

日までとなります。 

以上で説明を終わります。 

教育長 

ただいまの説明について、質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１１号について、御異議

ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

異議がないものと認め、議案第１１号について原案のとおり決定します。 

議案第１２号  多賀城市教育振興基本計画について 

教育長 

次に、議案第１２号「多賀城市教育振興基本計画について」を議題といたし

ます。 

内容は、副教育長から説明をいたします。副教育長。 

副教育長 

それでは、議案第１２号「多賀城市教育振興基本計画について」、御説明申

し上げます。 

本計画につきましては、４月２７日の定例会の際に委員の皆様方に案をお配
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りし、内容を御確認の上、先月９日に開催されました、教育委員会第２回臨時

会の際に、内容の概略について御説明申し上げ、御意見を頂戴したところでご

ざいます。 

その後、５月１５日に開かれました市行政経営会議に報告し、承認を得て、

同じく５月３０日に市議会の全員協議会に報告を行い、何点か内容確認等の御

質問をいただきました。 

今月６月に入りまして、５日から１６日まで、市民の方々から御意見をいた

だく、パブリックコメントを実施いたしました。なお、寄せられた意見はあり

ませんでした。 

そうした経緯の後、計画書内の配置、グラフ等の調整、文言等の調整を行っ

たものを、本日の第６回教育委員会定例会において御審議、決定をいただき、

計画書として完成させたいということでの、本日の御提案でございます。 

なお、内容につきましては、計画書内の微調整を行って、本日お手元にお配

りをしたものでございます。 

なお、計画策定に係る資料といたしまして、６３ページを御覧いただきたい

と思います。 

６３ページでございますが、平成２５年４月１日に制定いたしました「多賀

城市教育振興基本計画策定会議実施要綱」を、次の６４ページに、策定会議委

員名簿を、以下には、平成２２年度から、各年度ごとに計画策定までの経過を

時系列で掲載しております。朗読につきましては、省略させていただきますの

で、御参照いただきたいと思います。 

また、先月の第２回臨時会の際にいただきました、委員からの御意見等につ

きましては、毎年度、委員会において決定をいただきます「教育重点目標」や

「市第五次総合計画に係る実施計画」等におきまして、事業等に取り組んでま

いりたいと思います。 

以上で、「多賀城市教育振興基本計画」についての説明を終わります。 

教育長 

ただいまの説明について、質疑ありませんか。浅野委員。 

浅野委員 

確認ですが、手続的には、あと残っているのはどのようなものでしょうか。 

副教育長 

本日、委員会の方でお認めいただきましたら、内部の決裁処理を行いまして、

計画の策定完了となるものでございます。 

浅野委員 

議会の関係はどうですか。 
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副教育長 

議会の議決事項ではございませんので、本日、委員さん方の承認を頂戴して、

内部の決裁処理を行いまして計画策定となります。 

浅野委員 

わかりました。 

教育長 

他にございませんか。 

（「ありません」の声あり） 

質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１２号について、御異議

ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

異議がないものと認め、議案第１２号について原案のとおり決定します。 

議案第１３号  平成３０年度多賀城市立小・中学校使用教科用図書の

採択基準について 

教育長 

次に、議案第１３号「平成３０年度多賀城市立小・中学校使用教科用図書の

採択基準について」を議題といたします。 

内容は、学校教育課長から説明をいたします。学校教育課長。 

学校教育課長 

それでは、議案第１３号「平成３０年度多賀城市立小・中学校使用教科用図

書採択基準」について、御説明いたします。 

３２ページを御覧ください。 

平成３０年度使用の教科用図書の採択基準については、平成３０年度から小

学校で教科化となる「道徳」の、小学校で使用する「特別の教科道徳」教科用

図書採択基準及び学校教育法附則第９条の規定による、小中学校で使用する特

別支援学級における一般図書採択基準を定めるもので、宮城県教育委員会から

の指導、助言を基に、多賀城市立小・中学校で使用する教科書（教科用図書）

の採択基準を制定するものでございます。 

はじめに、小学校で使用する「特別の教科 道徳」教科用図書の採択基準で

すが、「(1)内容に関すること」としては、「ア 学習指導要領に示されている

「特別の教科 道徳」の目標達成のために内容が工夫されているか。」などを

含め５項目、「(2)組織と配列に関すること」としては、「ア 内容が組織的、

系統的に配列され、学習の効果が上がるよう配置されているか。」などを含め
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５項目、「(3)学習と指導に関すること」としては、「ア 道徳的諸価値につい

ての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方

について考えを深める学習が進められるよう配慮がなされているか。」などを

含め５項目、「(4)表現と体裁等に関すること」としては、「ア 表記、表現が

学年に応じて適切であるか。」などを含め５項目の観点を基準とするものでご

ざいます。 

次のページ、３３ページを御覧ください。 

次に、小・中学校で使用する特別支援学級における学校教育法附則第９条の

規定による一般図書の採択基準ですが、「(1)内容に関すること」としては、 「ア 

学習指導要領に示されている教科等の目標を的確に反映しているか。」  な

どを含め５項目、「(2)組織と配列に関すること」としては、「ア 内容が組織

的、系統的に配列され、学習の効果が上がるよう配置されているか。」などを

含め４項目、「(3)学習と指導に関すること」としては、「ア 児童生徒の障害

の状態や発達の段階、特性等に応じているか。」などを含め５項目、「(4)表現

と体裁等に関すること」としては、「ア 児童生徒が親しみや魅力を感じ、多

様な感覚を活用するよう配慮されているか。」などを含む５項目の観点を基準

とするものでございます。 

６月１６日金曜日から７月１日土曜日まで多賀城市山王地区公民館講座室に

おいて、教科書展示会が開催されておりますので、この採択基準案を基に教科

書を閲覧するよう各学校に通知しております。 

各学校からは、評価結果を一覧表にし、どの教科書（教科用図書）を希望す

るかを提出してもらいますが、７月中旬に開催される予定の臨時の教育委員会

で承認していただいた後、７月２１日金曜日に開催される地区採択協議会に、

多賀城市の希望として報告いたします。 

平成３０年度から使用する教科書（教科用図書）については、７月の定例の

教育委員会にお諮りいたします。 

また、平成３０年度使用の教科用図書採択選定資料をお配りしておりますの

で、後ほど御覧ください。 

以上で説明を終わります。 

教育長 

ただいまの説明について、質疑ありませんか。樋渡委員。 

樋渡委員 

資料の「教科用図書採択選定資料 小学校用」の１ページ「４ 表現と体裁

等に関すること」で、一番最後の「軽量で丈夫な再生紙や化学物質を抑えた植

物油インキを使用しており、環境への配慮がなされている。」とありますが、



- 14 - 

化学物質の危険性について社会的に叫ばれている中で、どういう化学物質を避

けるかということまで触れているのでしょうか。 

教育長 

学校教育課長。 

学校教育課長 

そこまでの記載はありません。 

教育長 

他にございませんか。根來委員。 

根來委員 

今回いただいた資料ですが、これは今回県の教育委員会から届けられたもの

のコピーだと思いますが、内容を評価しているのは県教委の方ですか。 

教育長 

学校教育課長。 

学校教育課長 

学校から選ばれた方が見て、教科書の内容を項目に沿って評価しているもの

です。そこまでの記載はありません。 

根來委員 

その選ばれた方というのは、県内の方ということでしょうか。 

学校教育課長 

県内で選定委員として選ばれた先生方になります。 

教育長 

他にございませんか。樋渡委員。 

樋渡委員 

先ほどと同じ資料の１ページで、「１ 内容に関すること」の丸の三つ目「「い

じめ」については、どの学年においても直接的教材と間接的教材が掲載されて

おり、児童の実態に合わせて指導ができるように工夫されている。」とありま

すが、いじめの表現について、こういう文言は避けるべきといった資料が、今

回は選定の段階ですのでそれ以前の教科書を作る段階で、例えばこういう言葉

は不適ですといった資料が配付されているものなのでしょうか。 

教育長 

学校教育課長。 

学校教育課長 

そのような内容の資料は配付されておりません。 

樋渡委員 

ありがとうございました。 
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教育長 

他に質疑はございませんか。浅野委員。 

浅野委員 

今日のこの会議での議案というのは、多賀城市としての採択基準を示し、こ

れでよろしいかどうかということへの賛否を求めるということですよね。 

教育長 

学校教育課長。 

学校教育課長 

そのとおりでございます。 

浅野委員 

そうであれば、私はこれでいいのではないかと思います。 

根來委員 

私も公平性が高いと思います。 

教育長 

それでは質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１３号について、

御異議ありませんか。 

（「はい」の声あり） 

異議がないものと認め、議案第１３号について原案のとおり決定します。 

日程第５ その他

教育長 

次に日程第５その他に入ります。各委員等から特に議題にしたい事項等あり

ましたらお願いいたします。根來委員。 

根來委員 

質問があるのですが、国の方から７月１日を国民安全の日とするという通達

が来ていると思いますが、多賀城市としてはそれに対してどのような取組があ

るのでしょうか。 

教育長 

学校教育課長。 

学校教育課長 

特に学校で何かをするということは考えておりません。 

教育長 

他にございませんか。議題としたい事項等ありましたらお願いします。 

（「ありません」の声あり） 
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それではないようですので、以上で、本日の議案等の審議をすべて終了いた

します。 

これをもちまして、第５回教育委員会定例会を終了いたします。 

     午後１時４３分閉会 

      この議事録の作成者は次のとおりである。 

              教育総務課 主査 山形 剛大 

この議事録の正確なことを認め、ここに署名する。 

平成２９年７月２６日  

多賀城市教育委員会 

 教育長                印 

 委 員                               印 

 委 員                                印 


