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会議次第

１．開会

２．市民憲章唱和

３．会議録署名委員の指名

４．議事

日程第１ 議第１９号 平成２９年度使用鶴岡市立小学校教科用図書の採択について

日程第２ 議第２０号 平成２９年度使用鶴岡市立中学校教科用図書の採択について

日程第３ 議第２１号 平成２９年度使用鶴岡市立小・中学校特別支援学級教科用図書の

採択について

５．報告事項

（１） 臨時代理処理事項の報告について

（２） 平成２８年度鶴岡市各地域成人式の開催について

（３） 鶴岡市文化会館本緞帳の制作について

（４） 第１１回鶴岡市芸術祭について

（５） その他

６．閉会
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開    会（午後３時）

教育長 ただ今から７月の定例教育委員会を開会する。最初に市民憲章唱和を

行う。

(学校教育課指導主幹が先唱し、市民憲章唱和)

教育長 会議録署名委員は、２番委員にお願いする。

それでは、議第１９号平成２９年度使用鶴岡市立小学校教科用図書の

採択についてから、議第２１号平成２９年度使用鶴岡市立小・中学校特

別支援学級教科用図書の採択についてまでの議案３件ついて、一括して

説明をお願いする。

学校教育課指

導主幹

議第１９号から第２１号までについてご説明申し上げる。本議案３件

については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１

３条、第１４条の規定により、来年度使用する教科用図書の採択につい

て教育委員会の議決を行い、県教育委員会に報告するものである。

まず、議第１９号についてであるが、小学校の教科用図書は、平成２

６年度に採択され、翌平成２７年度から平成３０年度までの４年間継続

使用することとなっている。この４年間という期間は、教科書無償措置

法施行令で規定されているものである。したがって、平成２９年度につ

いては、今年度と同じ図書である別紙一覧のとおりである。

次に議第２０号についてであるが、中学校の教科用図書は、昨年度採

択され、この平成２８年度から平成３１年度までの４年間継続使用する

こととなっている。したがって小学校と同様、別紙一覧のとおりである。

次に議第２１号の小中学校の特別支援学級で使用する教科用図書につ

いては、別紙一覧のとおりである。なお、特別支援学級の場合は、学校

教育法の附則第９条に規定されているが、使用可能な教科用図書の大枠

を採択し、あとは各学級に在籍する児童生徒の実態に合わせ、適切な教

科用図書を使用できるとなっており、具体的には４つの場合が考えられ

る。一つ目は、議第１９号と第２０号に添付した図書一覧にある当該学

年使用の教科用図書と同じものを使用するという場合である。２つ目は、

その一覧の中から下学年の教科用図書を使用するという場合である。３

つ目は、議第２１号に添付した所謂星印本と呼ばれる教科用図書を使用

する場合である。そして最後４つ目は、別添資料としてお渡しした一般

図書の中から選択して使用する場合である。

教育長 ただいまの議第１９号から議第２１号までについて、質問、意見等は

ないか。ご異議なければ可決してよろしいか。
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各委員 異議なし。

教育長 異議なしとして議第１９号から議第２１号は可決された。次に、報告

事項に入る。臨時代理処理事項の報告について、事務局より説明をお願

いする。

参事兼管理課長 臨時代理処理事項の報告についてご説明申し上げる。

急ではあるが、今月２５日に市議会臨時会が開会されることとなった

もので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基

づき、市長より提出予定の議案に関して教育委員会の意見を求められた

ものである。教育委員会を招集するいとまがないと判断されたことから、

教育長に対する事務委任規則第１条第２項の規定にもとづき、教育長に

おいて同意させていただいたので、本日の会議に報告し、承認をお願い

する。

対象となる議案は、去る６月市議会定例会に提案し、のちに撤回した

鶴岡第三中学校の改築事業にかかる３件の契約事案である。国からの補

助金である学校施設環境改善交付金の交付内定が、一部しか得られなか

ったため、工事契約の締結を先送りしたところであったが、この度、本

年７月１９日付けをもって、補助金交付の内定通知があったことから、

契約手続きを再開したく臨時会を招集いただき、改めて提案させていた

だくものである。議案の内容は、先月の定例会でご説明したものと同様

であり、改めて議案内容の説明は省略させていただくが、先の議案から

変更となったところは、３の工期である。前回は、工期の着工日を平成

２８年７月４日としていたが、今回は、契約締結日の翌日と改め、提案

するものである。原案のとおり議会で可決されれば、来週の７月２６日

が着工日となり、当初の予定から２０日あまり遅れることにはなるが、

今のところ、当初の計画に沿って工事等を進めて参りたいと考えている。

委員の皆様をはじめ、学校保護者の皆様、地域の皆様にご心配をおか

けしたことに改めてお詫び申し上げるとともに、引き続きご理解ご協力

をお願いするものである。

教育長 この件について、何か質問あるか。では次に、平成２８年度鶴岡市各

地域成人式の開催について、事務局より説明をお願いする。

社会教育課長 平成２８年度の鶴岡市各地域成人式の開催について、報告とお願いを

申し上げる。今年も鶴岡地域以外の各地域の成人式をお盆の時期に開催

する。対象者は、平成７年４月２日から平成８年４月１日に生まれた方

である。開催日は、藤島地域が８月１２日（金）午前１１時、羽黒地域

が１５日（月）の午後１時、櫛引地域が１４日（日）午後１時３０分、

朝日地域が同じく１４日の午前９時３０分、温海地域が１５日（月）の



- 3 -

午後３時となっている。教育委員の皆様には、お盆の時期と重なり大変

恐縮ですが、各地域の式典にご出席のうえ、開式の言葉を述べていただ

きたくよろしくお願い申し上げる。藤島地域には田中委員、羽黒地域に

は佐竹委員、櫛引・朝日地域には毛呂委員、温海地域には佐藤委員とい

うことで、割り当てをさせていただいた。また、加藤教育長には、全地

域への出席についてよろしくお願い申し上げる。なお、鶴岡地域につい

ては、年明け１月８日（日）にグランドエルサンを会場に開催する予定

となっている。

教育長 この件について、何か質問あるか。では次に、鶴岡市文化会館本緞帳

の制作について、事務局より説明をお願いする。

社会教育課文化

主幹

それでは、鶴岡市文化会館本緞帳の制作についてご説明申し上げる。

先日、市長の定例記者会見で公表、新聞掲載されたため、皆様ご承知

とは思うが、文化会館の本緞帳のデザインが決定したものである。この

デザインの選定に関しては、文化会館が世界的に著名な妹島氏の設計で

あることから、ホールの顔である緞帳のデザインについても、この建築

デザインに相応しいデザインをという思いで検討し、世界的に著名な日

本画家の千住博氏の「水神」を採用することとしたものである。この「水

神」については、２０１５年に美術のオリンピックとも称されるヴェネ

ツィアビエンナーレで初公開された作品であり、出羽三山の雪解け水、

月山の豊かな水資源を彷彿とさせるイメージを考えており、勢いよく流

れる滝のように新しい文化会館からも様々な芸術文化が、創造されるこ

とを期待して採用したものである。

また、素材の一部には鶴岡シルクを活用し、本市のシルク文化を市内

外にＰＲするとともに、シルクタウンプロジェクトの一環として「繭人」

を募集し、そこで育てられたシルクも本緞帳の素材の一部に活用するな

ど、来年１２月以降の開館に向け、市民の関心を高め、愛される施設を

目指していきたいと考えている。

なお、シルクタウンプロジェクトにおいて、蚕を育てていただく市民

の方々を「繭人」と称しているが、文化会館開館後も市民の愛着あふれ

る施設にするにあたり、新文化会館本緞帳制作のための「繭人」を募集

する。募集定員は３０名で、８月１日から募集を開始し、９月初旬から

飼育していただこうと考えている。募集に関する具体的な内容は、８月

の市広報に掲載するが、氏名、年齢、住所、電話番号を記載し、メール

やＦＡＸ、電話などで政策企画課までお申込みいただく予定で、委員の

皆様方からもぜひご応募いただきたいと考えている。なお、資料には、

千住博氏の略歴について記載してあるので、後程ご覧いただきたい。
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続いて、文化会館の開館スケジュールということで、あわせてご説明

申し上げる。現在のところ、工事は工程どおりに概ね順調に進んでおり、

年内までに屋根なども含めた外観部分の工事を行い、年明けから内装工

事を本格的に行っていく予定となっている。資料の２９年度開館スケジ

ュールの上段左側に記載のとおり、建物の竣工時期は、平成２９年８月

末を予定している。竣工後にピアノなどの備品搬入やスタッフが舞台装

置の操作訓練を行う習熟期間が必要となるが、この習熟期間については、

概ね３か月から６か月程度を要するといわれており、一番下の段には、

他団体の例も記載している。この他団体は、南陽市の文化会館になるが、

昨年３月竣工後、６か月の習熟期間を経て、昨年１０月にオープンして

いる。本市の場合、この習熟期間を最短の３か月程度と見込んでおり、

平成２９年１２月以降にグランドオープン、平成３０年１月以降に貸館

を開始できるように準備を進めたいと考えている。竣工から開館まで非

常にタイトな日程となっており、視察で伺ったところからは、３、４か

月では非常に厳しいと言われているが、市民の皆様も開館を待ちわびて

下さっており、なんとか２９年１２月以降グランドオープン、３０年１

月以降貸館開始を目指して参りたいと考えている。

教育長 この件について、何か質問あるか。では次に、第１１回鶴岡市芸術祭

について、事務局より説明をお願いする。

社会教育課文化

主幹

第１１回鶴岡市芸術祭の開催について、ご説明させていただく。

例年、９月から１１月を中心に、鶴岡市芸術文化協会と共催で開催し

ている鶴岡市芸術祭を今年も５５団体による４５公演により開催する。

各公演等の日程については、別紙プログラムをご覧いただきたい。事

業スケジュールとしては、８月２７日に開幕式典を、１２月２３日に芸

術祭賞の授賞式となる閉幕のつどいを予定している。

また、プログラム上部に掲載のとおり、今年は第３６回全国豊かな海

づくり大会協賛イベントとして、９月３日から１１日にかけ、全国豊か

な海づくり市民アート交流祭「海づくりアート鶴岡」を開催する。こち

らは鶴岡市芸文協が加盟していない団体や学校にも広く参加を呼び掛け

て開催するもので、３４団体が参加し、市役所１階ロビー、エスモール、

鶴岡タウンキャンパス広場、丙申堂などで公演や展示を行うものである。

内容も民謡や琵琶、大正琴の演奏、吹奏楽、合唱のほか、バンド、ゴス

ペル、ダンス、よさこい踊りなどバラエティーにとんでおり、小学生の

書道から高校生によるパフォーマンスなど年代も幅広くなっている。チ

ラシ等の準備ができ次第、送付させていただくので、委員の皆様にもご

来場いただきたい。
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教育長 この件について、何か質問あるか。では次に、ゴジラと特撮美術の世界

展について、事務局より説明をお願いする。

社会教育課文化

主幹

すでに教育委員の皆様には、ご案内しているが、７月１６日から８月

２１日までの間、鶴岡アートフォーラムにおいて、郷土ゆかりの企画・

特別展覧会「ゴジラと特撮美術の世界展」を開催している。旧朝日村出

身の本多猪四郎氏が監督した第１作の誕生から６２年を経て、今回、最

新作「シン・ゴジラ」が公開されるのを記念するもので、昭和２９年に

初公開されたゴジラから現在に至るまでの特撮美術、宣伝、商品化をテ

ーマとして展示し、特撮映画の世界へと皆様をいざなうものである。関

連企画として、８月６日にシン・ゴジラの特撮美術の三池敏夫さんのギ

ャラリートーク、７日にギャラリートークとサイン会、１３日に学芸員

のギャラリーツアーを実施することになっている。入場料は、一般５０

０円、大学生・高校生３００円、中学生以下無料となっており、ぜひ足

をお運びいただきたい。

教育長 この件について、何か質問あるか。では次に、プラネタリウムについて、

事務局より説明をお願いする。

中央公民館長 平成２８年度から施行しているプラネタリウム番組の一般公開と中央公民

館視聴覚専門部会の社会教育部会による「おとなのための名画館」と題した

１６ミリフィルムの上映会のお知らせを配布させていただいた。ぜひ皆様に

ご覧いただきたくご案内申し上げる。

教育長 この件について、何かご質問あるか。では次に、リオデジャネイロオリン

ピックパブリックビューイングについて、事務局より説明をお願いする。

スポーツ課長 パブリックビューイングについては、オリンピック組織委員会からの許可

が必要で、現在申請中である。間もなく許可が来ると思われるが、あくまで

も今の予定ということで、ご理解をお願いする。

小関選手については、１００ｍ平泳ぎ、２００ｍ平泳ぎ、メドレーリレー

と３種目に出場されるということで、資料記載のとおり、８月７日、８日、

１０日、１１日、１４日にパブリックビューイングを実施したいと考えてい

る。会場は、３か所となっているが、これは、この期間に剣道の中学校東北

大会が小真木原体育館で開催されることになっており会場がないため、この

ような形にさせていただいたものである。ＮＨＫでの放送・放映時間は、Ｂ

ＳとＮＨＫ総合放送ということで、９時５５分から１２時までとなっており、

その期間にパブリックビューイングをやりたいと考えている。７日が１００

ｍ平泳ぎの準決勝、８日が決勝で、会場は東京第一ホテル鳳凰の間、１０日、

１１日が平泳ぎ２００ｍの準決勝、決勝で、会場は鶴岡第四中学校体育館、

８月１４日の日曜日はメドレーリレーの決勝で、会場は小真木原体育館のア
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リーナを予定している。いずれも時間は、１０時から昼までということで、

皆様お誘いあわせの上、ぜひ、応援していただきたい。

教育長 他に報告事項はないか。ないようなので、これをもって７月の定例教

育委員会を終了とする。

閉  会  (午後３時２３分)

鶴岡市教育委員会会議規則第１６条の規定によりここに署名する。

鶴岡市教育委員会教育長

鶴岡市教育委員会委員


