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         第 142 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８月 24 日（月）  

開会時刻 午後１時 30 分 

閉会時刻 午後２時 50 分 

 場 所   東山地域交流センター 第１研修室 

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 

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 

４ 議題及び議決事項 

 認第２号  専決処理について（承認） 

５ 報告事項 

 行事報告及び９月の行事予定 

６ その他 

 いじめ問題対策について 

 一関市立東山小学校新校舎建設候補地の提言について 

７ 議事等の大要 

○委員長

第 142 回教育委員会定例会を始めます。教育委員は、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認第２号の専決処理についてでございますが、これは人事

案件でございますので、公開しないことを提案いたします。 

○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
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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。 

ただいまの認第２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 

 認第２号  専決処理について 

（非公開） 

2）報告事項 

 行事報告及び９月の行事予定について 

○委員長

報告に入ります。行事報告。教育長。 

○教育長

はい、それでは１ページから、前回の教育委員会後の７月 29 日以降のことについ

て報告いたします。 

まず、左側の第 18 週でありますが、７月 30 日、博物館協議会がありました。 

これは年２回の協議会でありますが、15 人の協議会委員の構成のもとに行いまし

た。今回は、新たに７月から平成 29 年の６月 30 日まで２年に渡る委嘱を行いまし

て、その後、協議会をやりました。昨年度の報告、それから今年度の計画等につい

て、博物館の運営計画等について話をさせていただきました。 

報告の中で、博物館の入館者数が７年ぶりに１万人台に、平成 26 年度ですが、７

年ぶりに 1万人を越えまして、１万 775 人という報告がありました。一時１万人を

下回っていたんですが、再び増加傾向に転じたということで、それに向けて様々に

博物館でも取り組んできた事業を説明させていただきました。委員の方々からは、

様々なそういう取組について非常に高い評価を得ることができました。なお、本年

度についても、昨年同様、むしろ昨年より若干多いペースで入館者数が推移してい

るという報告でした。 

同じ 30 日、英語の森キャンプがいちのせき健康の森でありましたが、これは、ま

ちづくり推進部の方で、今年度から中心になって進めておりますが、昨年までの絡

みもありまして、それから、教育長の講話ということで、私の方で行ってお話をさ

せていただきました。今回は、各中学校へ協力依頼をして 50 人以上の子どもたちが

参加して、２日間英語を中心にした生活を送ったところであります。 

同じ日、19 時に本寺地区の学校統合の住民懇談会がありました。 

本寺地区の学校統合については、この間、ＰＴＡの方々を中心に話合いを進めて

きたんですが、各地区のほうに、今度は住民対象に、その話し合いを進めていく段

階に入ってきております。そこで、この日の懇談会は、主に、どういう形で住民懇

談会を開催するのかということでいろいろなご意見をいただきまして、アンケート

をとって、その後に住民懇談会をしていくということになりました。集まった方々
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からは、統合の方向については、そういうことについては、概ねその場でも了解を

いただいております。 

31 日、千 地域小学校の建設のプロポーザル審査委員会がありました。 

具体の提案を、九つの業者から設計の提案をいただいておりましたので、これに

ついてのプロポーザルの今後の流れについて説明がありました。九つの業者からの

提案内容をここで確認して、その後、８月になってからプロポーザルの審査会を行

ったところであります。 

同じ 31 日、夜ですが、東山小学校新校舎建設候補地検討委員会がありました。 

これは、その 31 日までのところで、東山町内の３地区でもって住民懇談会を行っ

ておりまして、そこで出た意見等をここで集約して、そして、改めて、最終確認地

として松川原田を教育委員会に提出しようというお話合いになりました。それを受

けて、後で話しますけども、８月 19 日に、私の方で提案書をいただいております。 

第 19 週でありますが、８月３日月曜日ですが、管内の臨時副校長会議がありまし

た。これは、矢巾のいじめの件を受けまして、県の教育委員会主催で県南教育事務

所管内の校長たちが集まって会議をやったものであります。県のほうからは教育委

員長もまいりまして、あとは県の課長のほうからお話があって、校長同士の意見交

換をしたところであります。これは後ほど事務局のほうからお話をさせていただき

ます。 

同じ８月３日、学校給食センターの運営委員会がありました。 

この運営委員会を、市全体の話合いを年２回ほど行っております。15 名ほどの委

員であります。内容については、平成 27 年度給食費が統一になるということと、そ

れから給食費の収納状況、これは 99.4％が昨年の状況でありましたが、その話。そ

して、28 年度から、すべてセンター化すると、そういう話し合いをさせていただき

まして、様々な意見を頂戴しました。 

８月４日でありますが、学校訪問、藤沢こども園と書いてますが、私、教育長の

ほうで、この間、２か月ほどかけて市内の小中学校、それから、幼稚園、こども園、

全部で 62 か所を回りまして、この４日でもってすべて終了ということになりました。 

今年度は、新たに幼稚園とこども園をすべて訪問させていただいたということで

ありまして、実態を見ることができました。 

同じ日、４日の午後でありますが、市の教育講演会がありました。 

市内の小中学校教員、幼稚園教諭、原則全部出席ということで、600 名くらいの

集まりでありましたが、私から 30 分ほど、いじめ等、或いは言葉の関係でお話をさ

せていただきまして、メインは秋田大の阿部昇先生という方にお出でいただきまし

て、学校、そして専門職としての教師が今後なすべきこと、というタイトルでもっ

て講演をいただきました。具体的な中身は、秋田県の学校運営についての取組など

を紹介していただいたところであります。 

８月５日中学生最先端科学体験研修出発式がありました。 

つくばに、２泊３日で、今年度 62 名の中学生が研修にでかけております。平泉中

学校から３名、これが、新しく今年度入った方々であります。附属中からも２名参

加しております。 

同じ日、教育民生常任委員会の所管事務調査がありまして、いじめについての部

分で、この間の取り組み状況について報告させていただいております。 

第 20 週、８月 10 日でありますが、全日本教員バスケットボール選手権の閉会式

がありました。これは来年の国体のプレ大会として、教員のチームが各県から集ま

ってきたものであります。 
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それから、夕方に、全国大会に出場する方々の市長への挨拶がありましたので、

私のほうで同席しております。 

特に小学校については、全部で５人の子供たちが、陸上大会に出発いたしました。

新聞でご覧になっていると思いますけれども、花泉小学校の６年生の男の子が、男

子のソフトボール投げで、全国で３位という成績を収めることができましたし、東

山小学校の６年生の女子、これはリレーのアンカーでありましたが、盛岡のクラブ

チームの中の一員として出たのですが、これも全国５位ということで、近年にない

成績をあげて帰ることができました。 

同じように後半で水泳と体操競技の大会挨拶もありました。 

これは、磐井中学校の水泳について５人の生徒と体操について１人の生徒の挨拶

でありました。 

８月 11 日骨寺荘園遺跡の指導委員会がありました。 

これも、指導委員については 17 名でありますが、新たに２年間の委嘱をしたとこ

ろであります。委員長には、岩大の農学部の広田純一教授が委員長として選ばれま

して、この方は農村計画の専門家でありますが、その方を中心に今後進めることに

なっております。 

なお、当日、実は現地調査をする予定だったんですが、雷でできませんでした。 

報告で、これまでの部分で報告があったのは、今年度の前半までの梅木田遺跡と

それから白山社の駒形根神社付近、この２カ所をこれまで考古学的な調査を行って

いたんですが、ここの部分が一つの区切りがついたということでありました。残念

なことに、平泉時代、鎌倉時代に該当するものについては、ここからは出土しませ

んでしたので、今後については、今度は場所を替えて、特にも骨寺堂跡、正に名前

の骨寺堂跡があるかもしれないということで、特に、骨寺の、本寺の少し奥の方で

すね、平泉野という少し高台になっているあたりを中心に今後発掘調査をやる見込

みだということでそういうお話をさせていただきまして、調査委員さん方からも了

解を得ております。 

次のページ、２ページでありますが、第 21 週の 18 日火曜日でありますが、県立

高校に関する地域検討会議、全部で３回あるうちの２回目でありました。 

市長、教育長、そらから市Ｐ連の役員等が一関からは出席させていただきました。

全部で 10 名の検討委員さん方による会合でありましたが、これは県のほうからは、

小規模校のあり方を中心に話合いの提案がなされまして、様々な意見を述べさせて

いただきました。 

同じく 18 日、午後に教育振興基本計画の検討委員会が、第２回目がありました。 

だいたい年４回ほどの会合予定にしておりますが、第２回今回は、三つの部会に

分かれまして、学校教育が二つ、それから社会教育一つとういことで、三つの部会

に分れまして、様々な意をいただいたところであります。今後は、その意見を基に、

振興計画の骨子を作りまして、それを第３回目には提示したいというふうに考えて

おります。 

19 日、水曜日ですが、先ほど話をさせていただきました東山小学校の校舎の建設

候補地の検討委員会がありました。その報告書を委員長の佐藤久耕氏と副委員長の

高橋勝男氏が来庁しまして、私の方に提出されたところであります。 

20 日木曜日ですが、管内の教育長会議がありました。これは、県南教育事務所管

内の人事の今後の見通しについての話合いでありました。 

22 日、先週の土曜日でありますが、全国中学校体育大会バスケットボール大会の

開会式がユードームでありました。 



5

これは、全国から予選を勝ち抜いた男子 24 チーム、女子 24 チームが集まりまし

て、23 日日曜日から来週の火曜日まで３日間に渡って競技が繰り広げられる予定で

あります。今回これの開会式がありましたけども、実は 23 日、日曜日に一関からこ

の大会に出場しました萩荘中学校の女子バスケットの試合がありました。三つのチ

ームが予選リーグ戦を戦うというものでしたが、残念ながら０勝２敗で敗れました

が、萩荘中学校、果敢に、本当に健闘したなというふうな試合振りを見せていただ

いたところであります。 

以上であります。 

○委員長

はい、報告について、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長

それでは、なしということで、９月の行事予定に移ります。 

行事予定をお願いします。 

○教育部次長兼教育総務課長

（資料№１により説明） 

○委員長

それでは９月の定例会は、９月 25 日午後１時半ということで確認をします。 

3）その他 

 いじめ問題対策について 

○委員長

いじめ問題対策について説明をお願いします。 

○教育部長および教育部次長兼学校教育課長

（資料№２により説明） 

○委員長

対応についでありますが、資料以外も含めて質問等意見と合わせて出してくださ

い。 

○委員長

私からですが、８月５日でしたね、教育民生常任委員会の会議で報告した中で、

議員の発言の主な内容はどんな内容だったでしょうか。 

○教育部長 

件数とか、そういう数値的なものを求められましたし、今回の一般質問にも出て

いるわけですけれども、いじめ問題に向かい合う先生たちの時間がとれないような、

多忙でですね、とれないような状況になってるんじゃないのかというふうな話とか、

そういう部分でいただいております。 

後、いじめに関連して、不登校の状況がどのようになっているのか、それらにつ

いて、お話をいただいたところであります。 

○委員長 

この一般的にね、いわゆる、学校現場、教職員に対するこういう場合にはですよ。

かなり批判的な見方や意見が出るのが多いんだが、こういう批判的な話っていうの
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はあまり出なかったのでしょうか。 

○教育長 

あまりそのことについては出なかったと記憶してますが、私のほうでもちょっと

しゃべりましたが、必ずしもですね、委員さん方も、子どもの成育過程の中でいじ

めにつながるような、例えば、意地悪とかですね、けんかというのは、やっぱりあ

り得るんだという考え方は、そこは、持っておりました。 

ただ、それがいじめのような大きな問題に発展しないように、間髪を入れず、そ

こにきちっと教員が手を入れていくという、そういう教員の判断力と行動力が絶対

必要だなという観点でお話をいただきましたんで、いじめがあること自体について

は、私の方でも説明の中で、いじめは起こり得るものだという言い方をしましたの

で、その辺については、委員さん方も同じ考えでありましたので、その発生自体が、

学校は何やってんだという話にはならなかった。 

○委員長 

その他ございません。 

○委員長

先生方からの意見というのは、いろいろ意見があって、どれももっともな意見と

いうことになるわけなんですが、副校長会議をやったときの、副校長さん方の反応

というのは何かあったんでしょうかね。どっちかっていうと教育委員会の方で指導

的な話をする、それを承るっていうか、そういうのが主だとは思うんだが、何かも

しあったら、 

○教育部次長兼学校教育課長 

副校長研修会は、教育長さんからのお話と、それから私からのお話という形で、

特に副校長同士の話し合いは行いませんでしたけれども、副校長が緊急に集められ

るというのは、今までにあまりない。しかも、その内容がいじめ、しかも、組織的

な対応の情報共有の大切さということで、かなりインパクトはあったのではないの

かなと。指示事項も、そこで、ダイジェスト版の作成をしなさいとか、校内会議を

することとか、で、やったかどうかの結果を報告することとかですね、そのような

形をしましたので、持ち帰って、すぐ職員会議や研修会を開くことにつながったも

のと思われます。効果はかなりあったと思います。 

○委員長 

あと、ございませんか。 

○委員長

じゃ、なければ、一般の人たちの声というかね、このことについて、教育委員会

も結構これに関わっては、いろいろ楽でないでしょうという話なんかが、若干、一

般の人たちの中に、話として出てくるのの一つに、学校と保護者、この部分がね。

新聞記事にもほとんど出てこないね。ニュースなんかでもほとんど出てこない。そ

の部分を口にする人もいるんですよ。これが起きるまで親は気づかなかったのかと

いう話、つまり、裏を返せば、担任と保護者は、何らかの形の情報提供なり何なり

は、これはあったのかと、そういう部分に話がいく部分があるんです。これらは新

聞記事見てもあまり私も読み取りできなかったんですが、実際は、報告内容でも無

いに等しいですか。県教委の話で。 

○教育長 

学校の事故報告書、これは県教委から情報提供されたものですが、中を読ませて

いただきましたが、担任と子どもの間での生活ノートとか、そういったもののやり

取りは結構、やっぱりやっていたんです。で、新聞に出ましたけども、生活ノート
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の中に、まず死にたいということを書かれて、その後に全く関係ないような、ちょ

っとお門違いのようなコメントが載ってましたけども、そこはだいぶたたかれまし

たけども、報告書の中では、その間に、担任がそれを見て、お昼休みに子どものと

ころに行っていろいろ話をしているということを確認できました。 

○委員長 

休憩します。 

（休憩：１４時３２分、 再開：１４時３５分） 

○委員長 

再開します。その他これに関すること、ございませんか。 

○小野寺委員 

いじめに関する緊急調査をなさったわけですが、これに関して、生徒さんの親御

さんと学校とのこの問題、何かあったんですか。その緊急調査をした結果、いじめ

られているという結果もあるわけですよね、そういう時は、親御さんとのやり取り

はどの程度、教育委員会ではやっているんですか。 

○教育部次長兼学校教育課長 

いじめが発生した場合は、必ず保護者への対応もする。保護者との連絡をする。

謝罪する。本来これをしないと、やぱっりいじめではないと見なされ、いじめの対

応としては不十分。けんかしたのであれば親へは連絡だけとかですね、謝罪とか、

意地悪なのか、やっぱりいじめとして認識して保護者にきちっと連絡すると。後は、

来ていただく。謝罪の会を開く。いじめが起こった場合には、報告をしてください

と。Ａ４、１枚で。そのときに保護者に対応をどうしましたかと。それも書いても

らうことにしましたので、いじめと上がったものについては、すべて保護者に連絡

して対応するという形になっております。 

○小野寺委員 

いじめた方のお子さんは、いじめられた方のお子さんと、何と言いますか謝ると

か、何かそういうふうな対応というのは、 

○教育部次長兼学校教育課長 

もちろん、謝罪をすると。 

○小野寺委員 

直接行って、親と。 

○教育部次長兼学校教育課長 

はい、また、学校の中で、学校に両方来ていただいて謝罪の会を開く。そこまで

しないとですね、子どもだけで済ますとか、であれば、また再発する。きちっと保

護者へも連絡するというのが対応として必要ではないかと 

○小野寺委員 

逆に、学校から親御さんに言うのではなくて、親御さんの方から、どうもうちの

子おかしいというのを、逆の立場というのもあるわけですよね。 

○教育部次長兼学校教育課長 

いじめの発見の場合にですね、保護者からの訴えというのも勿論ございます。１

番多いのは、アンケートによる記述なようでございますが、アンケートによって発

覚、あと子どもたちの情報提供、本人からの訴え、保護者からの訴え、それらによ

って、学校で把握して対応していく。 

○小野寺委員 

その後は、問題は起きなくなっているんですか。実際。 
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○教育部次長兼学校教育課長 

これは継続して指導しなければならないので、１回ごめんなさいしたので、終わ

りとはですね、ならないと思います。これはずっと目をかけて見ていくということ

が必要になると思います。 

○委員長 

この早期発見の場合に、やっぱりアンケートというのは有効だね。つまり、周り

の子どもが、なかなか発信するということがやりにくくてしょうがない。アンケー

トであれば無記名でやったりなんかするから、いわゆる情報発信するというような

その点でアンケートというのはやっぱり有効ですか。 

○教育部次長兼学校教育課長 

有効な手段ですね。 

○小野寺委員 

定期的にやってる。 

○教育部次長兼学校教育課長 

定期的にやることにしております。 

○菅原委員 

アンケートは有効で、定期的にというのですが、その定期的なスパンが分らない

んですけど、例えばそういういじめがあるなと生徒が認識した場合ば、すぐアンケ

ートに書いて出せるようなシステムの方が、事前に分ったりするんじゃないですか。

定期的な間隔が分らないで話をしますけども、どこかに書く様式が教室にはあって、

子どもがそれを先生に提出するようなふうにしたほうがよろしいんじゃないですか。 

○教育部次長兼学校教育課長 

そういうふうなことをやっている学校も、目安箱とかですね、意見箱みたいにで

すね、校長先生直通の相談のお手紙ボックス、それをやっている学校もございます。 

学校によっては、学期に１回とかですね、年に３回とか、あと２ヶ月に１回ぐら

いずつとか、定期的なアンケートを実施しているというところでございます。 

○小野寺委員 

けっこうそういうやり方も神経を使わないと、あいつあの箱に入れた、ちくって

んじゃないかとか、何かそういうふうな分らないようなやり方とかということを考

えていらっしゃるんですか 

○教育部次長兼学校教育課長 

そうですね。 

○委員長 

要するに、いじめは教師の分らないところでやってるのだから、分るところでや

ったのは確認できるのですから、対応は即良いのだけども、分らないところにやる

のがいじめ、分らないようにやるのがいじめ、それから、分るような状況を周りに

つくらせないようにやるのがいじめなもんですから、その把握する方法論が、いろ

いろ各学校がそれぞれ工夫しているんだと思うんですが、できるだけ早い段階で把

握すると、そこのことが１番最初の重要な入口でしょうね。 

○教育長 

確かにそのとおりでありまして、いかに発見するか、早期発見って言うのが、そ

こが非常にポイントになることなんですが、それついては７～８割は教室内で起き

る。教室内がデータ的に７～８割。ただ、担任に１人任せにしないという観点はも

ちろん大事なんですが、担任の目というのは、やっぱり一番大事な部分でありまし

て、そういった部分は両面で、担任そして組織でという部分は、両方でやっていく
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必要があるんじゃないかとは思います。 

これは、もう一つは、ちょっと話それますけども、実際問題、市内でもですね、

このいじめの案件て言うのは、例えばいじめられたと、声が上がって、即全部解決

しているかというと必ずしもそうじゃないというのが、非常にやっぱり現場感覚か

らすると難しい案件であります。全部がそうなってるわけじゃなく、たいがい指導

して終わりなんですが、止むことが多いんですが、中には、いわゆるいじめている、

いじめていないという議論が、よくこういう話になりまして、事実がなかなか把握

できない。それが親御さんに伝わった時に、親御さん同士でもって、今度は何でう

ちの子を犯人扱いするんだという議論になって、非常にもめてくるケースでありま

す。で、現実には、それで大変指導が難しくなっているケースも市内では発生して

おります。 

考えによっては、逆にいじめる側はそういうふうに決めつけられてしまうと、今

度は冤罪という問題が出てきますので、そういうふうに言われた子ども、傷ついた

子どもと親はどうするんだという議論になって、非常に難しい部分も現実にはある

ということ。 

○委員長 

確かに、担任してみててね、現実には面倒な、まあといかないことっていうのは

実際はたぶんあると思うんだ。教師のいる前でも現実、やるのだからね。いる前で

も。例えば給食の時なんか、私も体験あるけれども、給食の時なんかもろにやる場

合なんか実際にはあるから。これは、間違いなくやっているなというのは確認でき

るんだけども。その場で、すとんとやめさせられる何なりというのが簡単にできる

うちはね、これがそうでないケースが実際は出てくる可能性が実際はあるからね。

そうすると、非常に解決すること自体がかなり頭をひねる。教育長が言ったような

問題も起こす時も実際はあるしというようなあたりで、非常に学校の要するに担任

の先生方は特にだいぶ四苦八苦をしながら、たぶんそういう場面に立った時はやっ

てるだろうなと、外野から見ると、もう少しスキッといかないかという思いがする

けれども、中では結構、大変な思いをしながら、先生方奮闘されているということ

は確かなことだろうなと思うんですね。時間も気になりますのでこれでよろしいで

すか。 

（「はい」の声あり）

○委員長 

それでは、いじめ問題対策について引き続き、よろしくお願いいたします。 

 一関市立東山小学校新校舎建設候補地の提言について 

○委員長

一関市立東山小学校新校舎建設候補地の提言についてここまで進めます。 

○教育部長及び教育部次長兼教育総務課長 

（資料№３により説明） 

○委員長

それでは次の協議会の分もあるので、ここでは、質疑等々は後回しにしてよろし

いですか。 

（「はい」の声あり） 




