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         第 141 回教育委員会定例会会議録 

１ 開会、閉会等に関する事項 

 日 時   平成 27 年 7 月 28 日（火）  

開会時刻 午後１時 30 分 

閉会時刻 午後 4時 07 分 

 場 所   議会棟第２委員会室 

２ 出席委員の氏名 

委員長  鈴  木    功 

委 員    菅 原 良一郎 

委 員    小野寺 眞 澄 

委 員    千 葉 和 夫 

教育長    小 菅 正 晴 

３ 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名 

教育部長         熊 谷 雄 紀 

一関図書館長        小野寺   篤 

教育部次長兼教育総務課長  中 川 文 志 

教育部次長兼学校教育課長   小野寺   孝 

文化財課長兼骨寺荘園課長 佐 藤 武 生 

いきがいづくり課長 佐 川   伸 

スポーツ振興課スポーツ振興係長  蜂 谷 敏 志 

４ 議題及び議決事項 

 議案第 34 号 教科用図書の採択に関し議決を求めることについて（可決） 

 議案第 35 号 一関市博物館協議会委員の解任に関し議決を求めることについて 

（可決） 

 議案第 36 号 一関市博物館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて 

        （可決） 

 議案第 37 号 一関市学校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則 

の制定について（可決） 

 議案第 38 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

 議案第 39 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

 議案第 40 号 一関市教育委員会の事務事業等に関する点検評価報告について 

（可決） 

 議案第 41 号 学校給食センターの設置に関し議決を求めることについて（可決） 
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 協議第 17 号 一関市学校給食センター条例の一部を改正する条例の制定について

（了承） 

 協議第 18 号 請負契約の変更について（了承） 

 協議第 19 号 請負契約の変更について（了承） 

５ 報告事項 

 行事報告及び８月の行事予定 

 ６月議会の状況について（一般質問） 

６ 議事等の大要 

○委員長

第 141 回教育委員会定例会を開会いたします。委員は全員出席です。 

○教育長 

議事に入る前に会議の非公開について発議いたします。 

本日の議事日程の第１の議案第 34 号、これは教科書の採択に関する議決を求める

ものですが、これは率直な意見交換とか、意思決定の中立性を確保する理由から、

公開しないことを提案します。 

○委員長 

それでは、教育委員会会議規則第 10 条第２項で、前項ただし書きの委員長または

委員の発議は、討論を行わないで可否を決するとなっておりますので、直ちに採決

を行います。 

ただいまの議案第 34 号を公開しないこととする発議に対し、順次、賛否を伺いま

す。 

（賛成：菅原委員、小野寺委員、千葉委員、教育長、委員長） 

○委員長

賛成５人。反対０人。出席者５人の３分の２である４人以上の賛成がありました

ので、提案のとおり公開しないことと決しました。 

1）議題 

 議案第 34 号 教科用図書の採択に関し議決を求めることについて 

（非公開） 

 議案第 35 号 一関市博物館協議会委員の解任に関し議決を求めることについて 

 議案第 36 号 一関市博物館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて 

○委員長

それでは、休憩前に引き続き会議を進めます。 

議案第 35 号と第 36 号を一括の扱いとします。 

議案第 35 号一関市博物館協議会委員の解任に関し議決を求めることについて、議

案第 36 号 一関市博物館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて、説明

お願いします。 
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○教育部長

（議案資料により説明） 

○委員長  

質疑ございませんか。質疑なしと認めてよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長

それでは質疑なしと認め、議案第 35 号について、本案の通り異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長

異議なしということで、議案第 35 号は本案のとおり決しました。 

○委員長

議案第 36 号について質疑ございませんか。 

○教育長

前も岩手日日社の方でしたが、これは本人の申出とそれから新たに岩手日日社に

お願いするというのは、これは報道部副部長のポストをだいたい充ててることが多

かったという、そういうことですか。 

○教育部長

岩手日日新聞社さんの方から、企画業務の方じゃなくて、報道部の方の方を充て

たいというふうな意向が示されたということで、学識経験者として選任をしている

ところですが、そういう事情で今回、委員の解任と任命をお願いするものでありま

す。 

○委員長

そのほか質疑ございませんね。 

（「なし」の声あり） 

○委員長

はい、なければ議案第 36 号、本案のとおり議決をすることに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長

異議なしと認め、議案第 36 号については本案のとおり決しました。 

 議案第 37 号 一関市学校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則の 

制定について 

○委員長

続いて、議案第 37 号、一関市学校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について、説明をお願いします。 

○教育部長

（議案資料により説明） 

○委員長

質疑ございませんか。質疑なしと認めてよろしいですね。 



4

（「はい」の声あり） 

○委員長

質疑なしと認め、議案第 37 号は本案のとおり決するということで異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長

異議なしと認め、議案第 37 号については本案のとおり決しました。 

 議案第 38 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて 

○委員長

議案第 38 号、文化財の指定に関し議決を求めることについて、説明をお願いしま

す。 

○教育部長

（議案資料により提案理由を説明） 

○文化財課長

（議案資料により議案内容を説明） 

○委員長

それでは、質疑ございませんか。 

○教育長

そうすると、この不動明王立像の価値というものの１番大きい部分というのはど

んなところか。年代なのか、あるいは構造物なのか、宗教的な何か何のか、その辺

ところどうなんですか。 

○文化財課長

まず一つはその時代でございます。中尊寺を中心としたその奥州藤原文化圏の中

で取り上げられているということで、まずその時代性が一つということ、それから、

この不動明王自体もあまり県内も含めて、たくさんあるという物でもなくて、県内

では、県の指定になっているのが、県指定では３件が指定になっておりますし、市

では、これのほかに２件が指定になっているといった程度の数しかなく、貴重な物

だという考え方でございます。 

○委員長

これ、県と市の指定、不動明王がですね。県指定になっているのもあれば、市の

指定になっているものもあると。ごく簡単に、この違いあたりは、どんな具合なん

でしょうか。 

○文化財課長

市内に存在する不動明王立像で県指定になっているものはございません。 

○教育長

ほかに質疑ございませんか。 

○菅原委員

この像を文化財として指定することによって、何か変わることは。 

今までは、普通に見ることができたけど、大事にしまうようになって見れなくな

るとか、保管場所が変わってとか、議決することによって何か変わることって出て

くるものでしょうか。 
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○文化財課長

はい、変わりはございません。 

大光寺の方の、既に指定になっている仏像の隣に今安置されておりますが、とて

もきちんと保管されておりますので、変更はございません。 

○教育部長

ただ、市指定の文化財ということで、もしか修理とかですね、そういうふうな部

分については、補助金の対象にもなってくるというふうなことであります。 

○委員長

それでは、質疑なしと認めて議案第 35 号について、本案のとおり決することに異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長

異議なしということで議案第 38 号は本案のとおり決しました。 

 議案第 39 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて 

○委員長

議案第 39 号文化財の指定に関し議決を求めることについて、説明をお願いします。 

○教育部長

（議案資料により提案理由を説明） 

○文化財課長

（議案資料により議案内容を説明） 

○委員長

では、質問ございませんか。 

これは、そうすると現在は博物館にあると、博物館に行く前が高平小五郎。 

○文化財課長

市では、いわゆるこれを扱う方から購入したというふうに伺っております。 

○菅原委員

高い評価は得て購入したっていうんですけどもいかほどですか。 

○文化財課長

伺ったところでは、１千万と聞いております。 

○委員長

田村藩の三代藩主のものと。正にお宝だな。 

その他ございませんか。それでは質疑なしということでよろしいですか。 

（「なし」の声あり）

○ 委員長

では、質疑なしということで、議案第 39 号、本案のとおり決することに異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長

異議なしと認め、議案第 39 号は本案のとおり決しました。 
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 議案第 40 号 一関市教育委員会の事務事業等に関する点検評価報告について 

○委員長

議案第 40 号、一関市教育委員会の事務事業等に関する点検評価報告について、説

明をお願いします。 

○教育部長

（議案資料により提案理由を説明） 

○教育部次長兼教育総務課長

（議案資料により要点を説明） 

○委員長

説明をいただきました。短時間でこれの扱いはしたいと思いますが、これは、質

疑やら意見やら一緒で良いかと思います。 

○委員長

最初に私から２～３、話します。 

最初、学校図書館の話なんですが、この№13、ここの標準冊数等々についてはこ

のとおりで良いわけなんですけれども、いつの新聞だったでしょうかね、学校での

新聞の購入の状況の調査が入ったことがありますよね。 

それから、ＮＩＥとの議会での質問とか、あるいは有権者 18 歳からと。そういう

ふうな状況から考えて、新聞記事にもなったのは、何でもそうなんだけど、交付税

措置にカウントになってるんですね。でもそれは、それはどの項目だって一旦は自

治体の財政に入って、あとはどう使うかは自治体の権限と、こういうことだから。

いろんなものに変わっていくことについては、これはそのとおりなんだけど、この

新聞の学校でのですね。購入とか何かについて、どっかで一言触れてもらったほう

がいいのではないかと。これはいわゆる図書館の資料的なものの一つではなかろう

かというふうに思うし、さっき言ったような理由からして、新聞購入なり何なり、

工夫はされていいところではなかろうかなっていうのが、一つであります。 

№29、10 ページです。幼児ことばの教室事業についてなんですが、ここ、私ちょ

っと事情をわかってないですけども、いわゆる山目小・南小・千 小には市の財源

を投入して職員を配置しているとこういうことですね。そうすると、ことばの教室

のいわゆる検査だとか何かというのは、未就学児はしなければならないことに多分

なってないんだろうと思うんですね。したがって、全部の就学前の、いわゆる例え

ば５歳児あたり、３、４歳児後のあたりの検査というのは、全部なされてはいない

んだろうなというふうに思う。そうすると、できれば、どっかで一定の取組をやれ

ないものかなと、やれないかというのは、ことばを大切にする教育の部分の表現の

あたりのところにね、つながるんじゃないかなと思ったりして、ただし、学校のこ

とばの教室を設置している学校、ここは小学生でない下のほうは、ねばならないの。

範疇にはないんだけども、そういった部分、現状がどうなっているかわからないが、

検討してみてもいい分野ではなかろうかというふうに思ったわけです。これは、こ

とばの教室の方はね。それが二つ目です。 

それから 10 ページの№30、教員の指導力向上の部分の算数・数学とか小学校の英

語とかですね、これ、研究団体が、おそらく算数・数学はできていると。あるでし

ょうね。これは。ただ、小学校の英語だとかっていうのは､研究団体はないでしょう

ね。特別支援学校なんかはあるのかな。あるの無いのそれぞれあるでしょうが、特

に算数・数学の分については、研究団体へ後押しもしながら、これは。学力向上と
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の兼ね合いでもね、重要視したほうがいいのかなという思いがしたということです。 

あとはですね、12 ページの№34 の遠距離通学の支援事業についてなんだけれども、

ここはね、スクールバスのことは触れてあるし、この遠距離通学っていうのは４㎞、

６㎞の話ですね。これね。そうですね、猿沢地区と内野地区は、いわゆる市営バス

を使ってるんですが、この市営バスのバス利用の利用券を発行してるわけですよ。

これ自体、スクールバスと性格的には同じものですから、それらは、この辺にはな

んか記述になってもいいのかなというような気がしたんです。要するに支援の仕方

が､いろいろパターンがある。その中の一つが市営バスの活用って言うのも、その中

に含まれるのではなかろうかなと思ったりしたんです。 

20 ページの、№57 なんですが、その体育協会の関係でこれは、もう今年度からは、

市長部局の方に基本的には移っている話なんですけれども、いわゆる体育協会、性

格的には大きく二つのグループになるのかね、いわゆる各種競技団体の協会と、そ

れから地域体協の部分、そして、競技団体のほうについては、正に競技力向上が目

標だし、実績もそれぞれ上げているという意味では目的もはっきりしているし、活

力も出てくるわけなんですが、何となく見ていて、その地域体協、地域毎体協が廃

れてるんじゃないかと言うか､薄れてきているんじゃないかなと。地域体協が。だか

ら地域でいろんな取組をしてもですね、なかなか組織できえない状況が今生まれて

きてるんじゃないか。つまりそれは、生涯体育の部分で、ニュースポーツとまた別

の性格がある。つまり考えてみれば、歴史的には各種団体よりもそっちの方が先行

してきて、やがて各種団体の方が、体育協会の方がしっかりしてきたという経過だ

と思うんですが、その地域体協の部分についてですね。私が思う範囲では、今いち

低迷状態に入ってきているのじゃないかというふうに思えるので、そのことについ

て、触れるのはどうかなと、こう思ったりしたんです。 

ほかにもありますが、以上でちょっと止めます。 

あと、委員の皆さんどうでしょか。 

取扱いについてはお任せします。記述に反映させる必要があると思ったところは

それでいいし、後は、記述に変更なしでいいんだという解釈だったらそれでも良い

ですから。 

○教育部長

質問的な部分のところもあったので、それについては｡ 

５ページの№13 のことばを大切にする教育環境で新聞購入が議会で答弁いたしま

したったが、あまり多くなかったです。４～５校だったと思います。 

ＮＩＥということで新聞を活用した授業の取組はほとんどの学校でやられている

というふうな状況ではあります。 

10 ページの幼児ことばの教室については、市独自の施策としての幼児の部分に特

化した幼児ことばの教室という取組でありますので、その上も当然、ことばの部分

での取組をしてますし、こっちは言葉がうまく出てこない子どもの矯正の部分と言

いますか､それで対応しているということです。 

10 ページの教員の指導力向上の部分では、ここの評価のところ、算数・数学につ

きましては、平成 27 年度、力を入れてですね、中学校の教員の方々には全員､数学

の教員の方には研修を受けてもらったということを、特別、今年取り組んだってい

うこともありまして、今後の対応のところに書かせていただきました。 

12 ページの 34 番につきましては、確かに大東での市営バスへの繰出しですね、

市営バスを利用している部分の、金もバス会計の方に出してますので、そういうこ

ともありますし、また千厩では、市営バス使っても無料という取扱いにしているの
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で、そこの部分は実績として書けるかなと思ってます。 

体協につきましては、大東地区では、今まで地区体協ということで各地区での対

応をしていただいてたということです。で、公益社団法人に移行したいという意向

が体協の方にあってですね、その際に、本部があって支部があるみたいな形ではお

かしいというふうな話がなされた関係でですね、地区体協という部分につきまして

は、１回、支部というふうな、そんな形でないような形に組立てをしたということ

がありまして、今の形になっているというところです。ただ、各地区、例えば大東

では、それに大東地区体協に変わる組織として協議会みたいな形でですね、それま

での、構成メンバー等でですね、また、スポーツ行事の取組を地域でのですね、ス

ポーツ行事の取組をしていただいているというふうな実績もあるということですの

で、ここの組立につきましては、今、委員長おっしゃるとおり弱まってきてるとい

いますか、組織的にですね。１回、なしよと言うことにした経緯がございますので、

確かに落ちてるような部分は見受けられるのかもしれませんが、今後、またそこの

各地域の組織をどのようにしていくかっていうは、体協さんのほうとスポーツ振興

課の方で検討していかなくちゃならない課題だというふうには思ってました。 

○委員長

ほかにございませんか。 

○千葉委員

全体的にそうなんですが、評価及び今後の対応というところの評価って言うのは、

この時点では誰が、評価したんですか。ここに書かれた時点では。 

○教育部長

これは､事務局の方で評価をしておりました。 

○千葉委員

例えば、３ページ、事業№５の教育振興運動のところで、モデル地区の事例発表、

教育講演会の開催など５者連携の中で教育振興運動が展開され、地域の教育力の向

上が図られているということで、こういう活動をやったから図られてはいる。この

活動は多分、今年だけじゃなく、去年だけでなくて、ずっと 10 年来続けてきて図ら

れ続けてきた。その結果、教育力の向上が認められるようなことが評価なんじゃな

いかなと思うんだけれども、実際、この教育振興運動っていうのは、かなり長くは

やってるけれども、何か意識的なものとして、かなり尻しぼみ的なものがあるんじ

ゃないかなと、もう、この教育振興運動の言葉によって、人々の心が、そうやんな

きゃいけないという方向にはもう向いていかないような気がしてるんだけれども、

その辺のところはどうなんでしょうね。 

○教育部長

教育振興運動につきましては、旧市町村でそれぞれのやり方で取り組んできたと

いうのがありまして、全体の旧町村を対象にした地域だとか、あと学区を対象にし

た地域だとか、様々な取組がなされてきております。 

で、教育振興運動は、今、千葉委員さんおっしゃられたとおり、スローガン的な

部分もあるんでないかということではありますが、社会教育の柱として、その地域

の教育力を高めていかなくちゃならないということで、ここの５者が連携して、い

わゆる児童、生徒だけじゃなくて、地域、いわゆる生涯学習であったり、社会教育

の部分であったり、それらも含めた形での運動だというふうな理解であります。 

それぞれやり方はあるのですが、特に、学区単位ですと持ち回りっていいますか、

ある程度の年数に１回、回ってくるみたいなところもありますので、毎年やってる

ところもあるんですけれども、この進め方についてはですね、今後の対応のところ
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にも書いてますけども、全市としての教育振興運動を、組織のあり方、これについ

ても検討していかなくちゃならないというふうには考えております。 

○千葉委員

実際、この活動を何十年か続けてきて、何かいい方向に向かってるんでしょうか。 

○教育長

昭和 30 年代から 40 年代の当初は、岩手県の教育の質を高める動きは確かにして

たと思うんですが、今の部分で教育振興運動を県で県教委が指導してやってる部分

についてはですね。例えば読書活動とか、それから今年度は情報メディアとの上手

なつき合い方とか、これが全県的な動きには、なかなかなり得てないのが実態であ

ります。ただ、地域地域でもって。そういう、子どもたちの教育についての働きか

けってのはそれらにやられてるところもあるなというふうに思うんです。温度差は

かなりあるというのが実態だし、停滞があるというのも実態だと思います。ただ、

全体がそうなってるっていう意味ではなくていいんじゃないかなと。表現を少し、

全部右肩上がりに良くなっているという表現は、確かにご指摘のように、必ずしも

そうじゃないところあるんで、そこをちょっと検討は必要かなと思います。 

○委員長

これは組織の状態はいろいろでしたよね。旧の括りであってもね。 

○教育部長

はい。 

○委員長

細々とと言う方もおかしいけども、つないでるというところもあれば、いや、実

態ははっきり言って無いに等しいというところもあれば、いろいろだね。 

○教育長

一関とか東山とか、大東もそうなんでが、結構盛んにやってるところは、義務感

でやってる部分も中にはありますけども、そういった部分は非常にあると思うし、

千厩とか室根とかは、そういう組織はないんですが、別の部分でそういう教育振興

運動に類するような動きはやっぱり見せているので、ただ、今後の持って行き方と

言うのは結構難しい部分もあるなというふうに思ってますし、市長部局の方が中心

になってやることになりますから、教育委員会としてどう関わって行くかっていう

のは、やっぱり今後の課題だなというふうには思っています。 

○委員長

はい、よろしいですか。そのほか、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長

では、特になしということで、この報告書の取扱いですが、これ議会に提出する

のですね。 

○教育長

今いろいろ出た意見については、表現的に変える部分というのはちょっと検討さ

せてもらって、一任いただきたいというふうに思います。 

○委員長

これの取扱については、事務局に一任しますので若干検討を願いたいということ

です。 

それでは議案第 40 号について、以上で終わりにしたいのですがよろしいですか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 議案第 41 号 学校給食センターの設置に関し議決を求めることについて 

○委員長

それでは、引続き議案第 41 号、学校給食センターの設置に関し議決を求めること

について、説明をお願いします。 

○教育部長

（議案資料により説明） 

○委員長

質疑ございますか。特にございませんね。 

（「なし」の声あり） 

○委員長

質疑なしと認めまして、議案第 41 号については、本案のとおり決することに異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 

異議なしと認め、議案第 41 号は本案のとおり決することにいたします。 

 協議第 17 号 一関市学校給食センター条例の一部を改正する条例の制定について 

協議第 17 号一関市学校給食センター条例の一部を改正する条例の制定について、

説明をお願いします。 

○教育部長

（議案資料により説明） 

○委員長

質疑どうぞ。 

○教育長

そうすると、現在、建設中でありますが、現在の西部学校給食センターという名

称と、西部第二学校給食センターという名称ができるということで、第一学校給食

センターという表現に変えるということをやらないということでいいですね。確認

です。 

○教育部長

22 ページに参考資料がございますが、右側、改正後につきましては、西部学校給

食センターと西部第二学校給食センターということで、第一は付けないというふう

な形で考えております。 

○委員長

今あるのは、第一というふうにはしないということ。固有名詞だから同じもので

なければ、混乱は起さないのはそのとおりです。 

○教育部長

これまでも議会に仮称ではありますが、西部第二学校給食センターの建設につい

て説明をしてきたところでありますので、これまでの仮称と同じ名称を使おうとす
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るものです。 

○委員長

ただ、ちょっと、雑談的な言い方になりますが、学校名だと、よく一があって二

がないというのがよくあるんですね。高田一中はあるが、ほかは二って使わないと

か。西根中学校はあるんだな。西根町は西根中学校、それから西根一中というのが

あるとかね、学校不一致のも、一、二付けないというのが煩雑になって。でも、固

有名詞を命名するのですから、他との違いがわかればそれで済むので、それが問題

になることはないのでね。これも明らかに区別がつくので良いかと思いますが、教

育委員の皆さんいかがですか、この名称については、特に、いいですね。 

（「はい」の声あり） 

○委員長

はい、それでは、協議第 17 号について、特に異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長

異議なしと認めまして、協議 17 号については、市長に申入れをするということに

なります。 

 協議第 18 号 請負契約の変更について 

 協議第 19 号 請負契約の変更について 

○委員長

協議第 18 号、請負契約の変更について、協議第 19 号、請負契約の変更について

説明お願いします。 

○教育部長

（議案資料により説明） 

○委員長

質疑をどうぞ。ございませんか。 

（「はい」の声あり） 

質疑なしと認めまして、協議第 18 号、協議第 19 号について、市長に申入れをし

議会の取扱いになるということで異議ございませんね。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長

それでは協議第 18 号、協議第 19 号を終わります。 

2）報告事項 

 行事報告及び８月の行事予定について 

○委員長

報告に入ります。行事報告。 

それでは、行事報告をお願いします。 

○教育長
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１ページからでございます。 

先月 23 日が教育委員会でした。その後のことについてお話します。 

25 日奨学金の選考委員会の２次募集がありました。当初 63 人応募して決定いた

しましたが、まだ余裕があるということで、再募集したところ、そこに 12 人が希望

してその審査を行ったところであります。 

第 14 週であります。30 日に、市の平山副市長が退任いたしまして、４月１日付

けで長田副市長が就任しております。41 歳の方であります。 

２日、骨寺村荘園遺跡の指導委員会世界遺産推進部会が行われました。５人の推

進部会員で構成されておりますけども、昨年までの経過の説明とそれから今後のこ

とについての指導を得るために、現地に赴きまして指導を受けているところであり

ます。 

３日、一関市立図書館協議会がありました。これは、市内に八つの図書館があり

ますが、それはそれぞれ運営協議会を持ってますが、その八つの図書館ではなくて、

一関全体の図書館協議会の話合いでありました。これは昨年までの利用アップの状

況を受けまして、一層、図書館運営を活性化していっていただきたいという意見を

たくさんいただいたところであります。 

第 15 週７日、市の校長会議がありました。これは定例の校長会議でありますが、

学力とか危機管理についてのお話をさせていただきましたが、直前に矢巾のいじめ

の件がありまして、そのことについても触れさせていただきました。それぞれの校

長が、自分の経営の中で、きちっとそこを見ていくということを話をさせていただ

きました。 

次でありますが、第 16 週、次のページ、２ページでありますが、第 16 週であり

ます。７月 13 日、幼・小・中・高・特・高専・大学校運営推進協議会が花泉中学校

でありましたが、これは花泉中学校の授業を見て、幼小中高、四つのキャリア教育

の発表を聞きまして、共通してあいさつに取り組んでいこうということで、今年度

も確認しておるところであります。 

14 日・15 日、ここは管外教育事情視察ということで、私の方、それから学校教育

課の課長の方で、山田町・宮古市・花巻市・北上市、一関の出身の校長がいる６校

に訪問させていただきまして、いろいろ意見交換をしてきたところであります。 

17 日、第１回の教育振興基本計画の策定委員会がありました。これは過去 10 年

のですね、教育振興基本計画の状況を説明して、それについてのご意見をいただい

たところであります。今後３回ぐらいかけて、向こう 10 年の教育振興基本計画を策

定していくことになります。その最終段階で、この教育委員会議に諮って決定とい

うふうな道筋でいきたいというふうに考えております。 

第 17 週、21 日、臨時の副校長会議を川崎市民センターで行いました。これはい

じめに関しての特化した会議でありましたが、矢巾の件を受けて、市内の学校でそ

れぞれ組織で対応することとか、それからいじめ防止の方針の実効性のあるものに

すること、先生方の感度を上げること、その辺について、現場の最先端で活動して

おります副校長先生方にお話をさせていただきました。 

なお、校長会議については、７月の７日にやってますが、再度今度は県の教育事

務所単位に、８月の３日に、それをやる予定でおります。なお、今、机の上にＡ３

版１枚を配布させていただきましたが、裏の新聞の記事がですね、いじめの臨時副

校長会議の様子の部分で、記事であります。こういう形で行いました。それから表

の部分ですが、これはいじめの防止の基本方針ダイジェスト版と書いております。

つまり、各学校ごとに、国の法律に基づいて、一関市内の各学校は全部、いじめの
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防止基本方針を学校ごとに作っております。ただ学校の方で作ってるんですが、矢

巾の件で問題視されたのは、それが本当に実効性があるのかということを問題視さ

れております。そういうことが今後ないように、職員も一人一人がよく、つかむよ

うにですね、各学校ごとにダイジェスト版を作ってくれということで、副校長会議

で指示させていただきました。どの学校でも早期発見、早期対応、未然防止、この

３本柱を、しっかり具体化していくということが肝要かというふうに捉えておりま

す。これはあくまで○○学校と書いてあるのは、サンプルとして、市として提供さ

せていただいたものであります。後でちょっとご覧いただきたいなという風に思い

ますが。 

戻りまして 17 週の 24 日、県の統一要望がありました。これは市として県に要望

するものでありまして、市長が 10 項目を県に要望しました。その中で教育関係では

花泉高校の小規模の存続とか、特別支援教育の加配関係を増やしてくれということ

と、或いは骨寺村荘園遺跡の世界遺産登録の支援をぜひ県としても、継続してお願

いしたいと。その三つあたりは教育関係の部分で要望させていただきました。 

25 日、中学生最先端科学体験研修の結団式がありました。 

８月の５日から７日、２泊３日で 62 名が、例年どおりつくばの方に行って研修を

してまいります。中学３年生になります。今年度から、平泉の中学生もここに加わ

っております。以上です。 

○委員長

はい、質問をどうぞ。ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長

なければ、８月の行事予定についてお願いします。 

○教育部次長兼教育総務課長

（資料№１により説明） 

○委員長

はい、それでは最初に８月定例会、８月 24 日月曜日、13 時 30 分からと確認をしま

す。 

 ６月議会の状況について（一般質問） 

○委員長

６月議会の状況について、５分程度でお願いをします。 

○教育部長

（資料№２により説明）

○委員長

議会の一般質問の説明がありました。質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長

なければ、６月議会について終わりにします。 

○委員長

以上で本日の教育委員会議を終了といたします。 




