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         第 161 回教育委員会定例会会議録 

１ 開会、閉会等に関する事項 

⑴ 日 時   平成 29 年 2 月 22 日（木）  

開会時刻 午後１時 30 分 

閉会時刻 午後３時 28 分 

⑵ 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    千 葉 和 夫 

委 員    小野寺 眞 澄 

委 員    佐 藤 一 伯 

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         中 川 文 志 

一関図書館長        小野寺   篤 

教育部次長兼学校教育課長   小野寺   孝 

教育総務課長  佐 藤 鉄 也 

文化財課長兼骨寺荘園室長 佐 藤 武 生 

いきがいづくり課長 佐 川   伸 

４ 傍聴人    ０名 

５ 議題及び議決事項  

⑴ 議案第２号 平成 29 年度公立小・中学校教職員定期人事異動に係る人事内申につ

いて（可決）（非公開） 

６ 報 告 

⑴ 平成 29 年度予算の概要（教育費）  

⑵ 行事報告及び３月の行事予定 

⑶ 卒業式及び入学式の対応について 

７ その他  

⑴ 小中一貫教育について   
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８ 議事等の大要 

○委員長 

第 161 回教育委員会定例会を始めます。 

教育委員の出席は全員出席であります。 

1）議題 

 ⑴ 議案第２号 平成 29 年度公立小・中学校教職員定期人事異動に係る人事内申に

ついて（可決）

（ 教育長から非公開について発議あり、全会一致で承認 ） 

非公開 

（ 休憩：13：40～13：45 ） 

（一関図書館長、文化財課長兼骨寺荘園室長、いきがいづくり課長 入場） 

2）報告 

 ⑶ 卒業式及び入学式の対応について 

議事日程を変更し、最初に小中学校の卒業式及び入学式への教育委員の対応につ

いて確認した。 

 ⑴ 平成 29 年度予算の概要（教育費） 

○委員長 

それでは、報告⑴平成 29 年度予算の概要（教育費）について  

○教育部長 

（ 平成 29 年度予算のうち教育費の概要を説明 ） 

○委員長 

それでは予算について、質問ございませんか。 

○千葉委員 

158 頁の一関二高創立 110 周年記念事業補助金というところですが、こういう補

助金は、20 年以上前からやっているのか、それともここ 10 年くらいの新しいこと

なのか、わかれば教えていただきたいのが１点。 

２点目は、公立に限らず私立も市内の高校なら全部やっているのかどうかという

もが２点。 

それから３点目は、既にこれは申請を受けたので予算化したのか、それとも市内

の高校の全ての創立何周年というのを把握しておいて、とりあえず予算化しておい

ているのかということについて教えてください。 

○教育総務課長 
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こちらの事業補助金につきましては、申請をいただいて、それから補助金を出し

ているという形になります。 

それと、昨年ですと大東高校さんがあったわけですけれども、公立私立関係なく、

そういった申請があれば支出できるようになっておりますし、28 年度につきまして

は、記念事業ということではないですけれども、修紅高校に体育館の建設に係る分

ということで、補助金を支出しております。 

例えば、二高さんであれば 100 周年の時にも申請をいただいて支出をしてござい

ます。 

○委員長 

168 ページの、大原中学校解体事業について、２点説明をお願いします。 

１点目は、これは前の流れからいうと、いわゆる地域枠の中でという捉え方だっ

たんだが、現時点はどうなっているかというのが１点目。 

あとは、概略で結構なんだが、いわゆる校舎を解体するときのだいたい平米単価

がどれくらいになっているかということ、二つお願いします。 

○教育総務課長 

平米単価については、即答できないので、あとで確認してお答えしたいと思いま

す。地域枠という話ですけれども、この点につきましては、学校に関する分、前と

は違って、広域枠のほうで、学校の分についても、みることになりますし、解体に

ついては、全て広域というような形でなりますし、今申し上げましたのが、建設に

かかる分については２割が地域枠、あと残り８割については広域という形で対応す

ることになります。 

【訂正及び補足】 

○教育総務課長 

大原中学校の質問の中で平米あたりの単価ということで、確認したところ６万５千円弱

ということでございます。それともう１点。地域枠、広域枠の考え方ですけれども。地域

枠という言い方ではなくて、住みよい地域づくり事業とまちづくり推進事業ということ

で、今、そういう呼び方をしておるんですけれども、いわゆる地域枠というのが住みよい

地域づくり事業で、それは２割っていうのは、先ほど申し上げたとおりなんですけれど

も、対象事業となるのが、ます新規、改築、解体も含みで、実施計画に計上する事業につ

いては、そういった考え方でもっていくということです。ですから、広域枠だけではなく

って、地域枠としても２割の負担はあるということになります。 

○委員長 

そうすると新しく建てるのも解体するのも２割という考え方だと。そうすると２割とい

うのは、合併時点で出された考え方でなかったから、これは、次の 10 年に入るに当たって

の考え方だね。 

○教育総務課長 

そうです。今 28年度から 10 年間ということでの考え方です。 

○委員長 

そうすると地域枠とは言わないんだが、地域枠というふうに合併当時言った、そこの中

の財源というものを意識しないで、解体というのはないんだと、そこと関係なくことが進

むというわけではないんだという解釈で良いということですね。わかりました。
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○委員長 

そうすると、いわゆる解体に係る部分は、地域枠という枠での話にはならないと

いうことですね。 

○教育部長 

実は、事務局としては、利活用が難しいところは解体、更地にした上で、利活用

を図るというのが基本だと思っていました。実は、中里中学校も予算の要求はした

のですが、結局、市の全体の予算の中で 29 年度は、大原中学校を解体するという予

算は確保できましたが、中里中学校については、まだその予算枠が確保できており

ません。順次、教育委員会としては、利活用が難しい建物は壊していくという考え

方で今後も続けていきたいと考えております。 

○教育長 

校舎の解体というのは、一つの学校で、全部で３億ぐらい掛かるということで、

今、統合がどんどん進んでるので、市にとっても非常に大きな負担になっていくん

だろうなということが予想されます。例えば、千厩小の場合には、五つ全て使わな

くなるので、将来的にいくつ解体になるかわかりませんし、規模は、これは大原中

ぐらい大きくないので、ここまでは掛からないにしても、いずれ億単位は掛かって

くるということになるわけで、その場合に、これは一般財源が３分２になってます

けども、実際には補助とか何かはつかないものなのですか。 

○教育部長 

今のところ、過疎債の中で、解体事業が取り組めるという中身になってございま

す。補助事業については、例えば、新しい校舎を建てるときに解体するという場合

には、補助対象になりますが、実際上、補助対象になったからといって、その工事

費分まで補助対象になるという意味じゃなくて、事業そのものを補助対象にすると

いうだけで、実際に補助金が、解体分だから補助金が幾ら来るというふうな仕組み

でないので、補助でやろうが単独でやろうが、内容的には同じになるものというふ

うに考えております。 

それから、先ほど利活用の話がございましたが、大原中学校は耐震性のない校舎

になっております。それから旧中里中学校については、地滑り地帯というふうなと

ころであります。千厩地域の場合は磐清水小学校が耐震性のない学校でありますが、

他の学校は耐震性を備えておりますので、解体を考えるよりは、まず別な形の利活

用をまず考えて、というところが第１になろうかと思います。磐清水小学校だけは、

別な形を検討せざるを得ないのかなというふうには考えているところであります。 

○委員長 

今のに関わって、そうすると結局、解体しなければだめな学校、現時点で残って

いるのは二つと解釈して良いですか。中里中、大原中はわかる。あとはどうか。 

○教育部長 

松川小も耐震性がないです。将来的には解体です。 

○委員長 

田河津小学校は、今度の事業で改修して市民センターとして残るから良しとして、
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門崎小はどうか、 

○教育部長 

門崎小は民間企業のほうに貸付です。 

○委員長 

弥栄中は市民センターになっているし、市内では残っていないね。というのは、

これは壊すのにけっこうお金が掛かる。それで、平米単価がどの程度かと。これは

３億でしょう。３億というのは、これは校舎と体育館、技術棟がそうでないかと思

うのですが、そうすると床面積でいくと結構なんです。だいたい体育館が 1,000 平

米くらい、校舎は 3,500 平米くらいではないかと思う。 

○教育部長 

校舎と技術棟 3,608 平米、屋内運動場 1,120 平米、25ｍプールとサブプール、機

械室棟、附属棟 55 平米、これらをやると、だいたい平米６万円ぐらいの事業費です。 

○委員長 

そうすると、だいたい 5,000 平米ぐらいあるでしょ。 

○教育部長 

ただ、ＲＣのところと、屋内運動場については、鉄筋構造なので単価は違うと思

いますが、全体で割ると６万円くらいになるのかなと思います。 

○委員長 

これは補助対象に未だにならないね。難しいね。そのほかございません。

○小野寺委員 

171 頁の子どもたちによる地域の情報発信事業費の内容的について、教えてくだ

さい。 

○いきがいづくり課長 

地域情報発信事業の関係ですけれども、協働提案事業と団体自主事業というもの

があります。協働提案事業というのは、市民センターが中心になって社会教育に位

置づけた、そういう事業の展開をするものでございます。 

平成 28 年度は３件の実施がございますし、また団体自主事業という性格のものが

あるんですが、これは 28 年度の実績でいえば、２件ということでございます。事業

は、例えば 28 年度の例を紹介させていただきますが、協働提案事業の３件ですけど

も、山目市民センターで、英語で、スポーツで、ＩＬＣでということで、英語劇の

発表ですとか、或はクリケットの体験、そういったものに取り組んでおりましたし、

松川市民センターでは、ふるさと松川を知ろうということで、看板の作成、それか

らＩＬＣの学習をしたところです。藤沢市民センターでは、ふるさと大籠の歴史を

英語で発信しようということで、キリシタン史跡の看板を、子どもたちとＡＬＴの

講師の方々と一緒になって手づくりで作成をした事業でございます。あとは、団体

自主事業については、補助事業なんですけれども、小学校のＰＴＡが主体的にやっ

た事業で、奥玉小学校であれば、この間実施したわけなんですけれども、希望への

羽ばたきということで、講演会事業ですとか、ＩＬＣのＰＲののぼり旗を作成した

り、黄海小学校では、外国人と食文化を通じた交流とか、情報発信の看板を設置し

たりという、そういった情報発信の事業をそれぞれやったところでございます。 
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○委員長 

そのほか、なしということでよろしいですか。 

（ 「はい」の声あり ） 

○委員長 

それでは、予算の概要について終わります。

 ⑵ 行事報告及び３月の行事予定 

○委員長 

行事報告及び３月の行事予定、お願いします。行事報告から。 

○教育長 

それでは、１頁からお願いします。先月１月 26 日が教育委員会議ですから、その

あとの部分で、第 43 週の部分からお話します。 

１月 27 日キャリア教育シンポジウムが川崎市民センターでありました。これは川

崎小学校、興田中学校の実践発表、それからジョブカフェのセンター長の金野さん

の講演、それからパネルディスカッションがありました。パネルディスカッション

のほうは、今回、市民からは、千厩の農業経営者の小野寺勝義さんという方、それ

からベリーノの社長の齋藤賢さんに入っていただきまして、そこに千厩高校の校長

先生に入っていただいて、川崎中学校と花泉中学校の生徒１名ずつも入っていただ

きました。非常に元気の出る話をいただきましたので、そういう部分で非常に良か

ったんじゃないかなと思います。 

28 日、清庵祭がありました。これは一昨年、清庵の顕彰の組織ができましたので、

それを毎年やっているものですが、今回はハーブ関係のハーブサミットのプレ事業

としてもこれに抱き合わせでやっていただいたところであります。６月に全国のハ

ーブフェスティバルが一関であるということで、それとのつながりで広がりが非常

に出てきたということを聞いております。 

同じ 28 日、一関地域教育振興運動推進研修会がありまして、これは、今回は、山

目中里モデル実践区の発表でありました。六つの団体が非常に活発な活動をしてい

るということの発表がありまして、一関地域ではこういう形で、順繰りに発表をや

っていただいているということであります。 

それから、29 日文化財の防火訓練が花泉の大祥寺でありました。これは、年１回

市内の文化財があるところに持ち回りで私が統監として、訓練に参加するというも

のでありました。 

同じ 29 日、世界遺産平泉のスピーチコンテストがありまして、これは、第８回目

になりますけども、高校生が９人ほど、英語のスピーチを行うということで、テー

マが平泉に関係するテーマなら何でもということで、非常に広がりのある発表をし

ていただきました。千厩高校の１年生の女子が、第１位ということでしたが、企画

としても非常におもしろい取組だなということを感じてまいりました。 

第 44 週１月 30 日、第２回のことばの響き実践指定校連絡会議がありました。こ

れは小学校でありますが、29 年度は小学校６校で 10 分のことばの時間がいよいよ

スタートいたしますので、その６校の校長先生と教務の先生に集まっていただいて、



7

会合をしたところであります。テキスト「言海」については、今作成中で、ほぼで

き上がりつつありますので、次回の教育委員会議では、お渡しできるのかなという

ふうに思っております。 

同じ日、第３回の花泉地域統合小学校学校づくり推進委員会がありました。この

日に行われたのは部会の報告でありますが、同時に、この日は小中一貫校について

の説明ということで、私のほうで、ちょっと説明をさせていただきました。 

この後、教育委員会でも同じように、この教育委員会議で説明をさせていただき

たいというふうに思っております。 

２月１日、県内教育事務所会議。これは人事関係でありました。 

同じ日に、岩手県の生涯学習審議会と社会教育委員会議、私がその社会教育委員

にもなっておりますので、それで会議に参加してきたところであります。29 年度の

県の事業計画等の説明を聞いてまいりました。 

２月２日、一関市博物館協議会がありました。28 年度の事業報告がありまして、

これも大変高い評価を受けたなというふうに思っております。１月末で入館者が１

万 3,000 人を超える状態でありまして、多分３月末までに１万 5,000 人近くいくの

かなっていう話でありました。昨年が１万 6,000 人を超えてまして、これは非常に

高かったんですが、今年も１万 5,000 人ぐらいいくということで、博物館が開館し

たのが、平成９年、10 年でありますが、平成９年、10 年以来の入館者数が、この２

年間続いてるということでありました。 

先ほど部長のほうから、予算のほうで説明がありましたが、次年度も、特にも文

化庁の購入した国宝等の展示が 20 周年記念ということで博物館のほうである予定で

ありますので、これも見ものでありますし、それからあと企画展として、森本草介

展、これはお父さんが森本仁平という方で、山目小学校に勤務していた方ですが、

昨年の 10 月に急逝されたということでありまして、その方の息子さんが森本草介で

あります。非常に全国的には名の知れた方でありまして、小学校時代は一関小学校、

中学校は一関中学校に通っていたという方のようでありますので、その方の企画展

も行われる予定だということで、報告しまして、協議会委員からは、非常に良い評

価を受けたところであります。 

２月の３日、岩手県の生涯学習推進研究発表会がありまして、これは私のほうで

も、社会教育に関わることとして講演会だけ聞かせていただいておりました。 

２月の４日、市の児童生徒学生顕彰式がありまして、これは、県で１位、東北で

３位以内、全国で８位以内等の成績を修めた方々、子どもたちの表彰でありました。

今回は小中高学生合わせて 85 名の子どもたちが表彰されたところであります。 

第 45 週は２月８日、市の校長会議、今年度最後の校長会議がありまして、次年度

の方向性等についてお話しさせていただきました。 

同じ８日ですが、午後に教育長・教育委員の研修会が盛岡の市民文化ホールであ

りまして、教育委員さん方にも行っていただきました。今回はスマートフォンに関

わるトラブルの現状と対策を県警の方にお話ししていただきました。それから、も

う一つはいじめ問題について、県教委の生徒指導課長のほうからもお話があったと

ころであります。 
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２月の９日、岩手県の教育研究発表会。これは年に１回の岩手県の先生方の１番

大きな研究発表の機会でありますが、これがありまして、今回は次の学習指導要領

の方向性等について、講演やら学習会を行ったところであります。今回特にも、次

期の学習指導要領は、主体的、対話的で深い学びというのが大きなテーマになって

くるようでありまして、それに関連して京都大学の先生がお話をしていただきまし

た。それから分科会のほうでは、人材育成の分科会で、南小学校の藤村校長先生が

発表されたところであります。 

２月 10 日、希望郷いわて国体・希望郷いわて大会一関市実行委員会がありまして、

これは解散式でありました。非常に盛り上がったところであります。 

次に２頁でありますが、第 46 週です。２月 13 日は、県南教育事務所会議という

ことですが、人事の関係の方の会議に参加してきまして、先ほど皆さん方に提示し

たような内申案ができたところであります。 

14 日、県の教育委員会と市町村教育委員会との意見交換ということで、私のほう

で教育長として参加させていただきました。県の教育委員会の次年度の方針等が話

されたところであります。なお、私のほうでもこの場で質問はしてきましたが、県

のほうでも、国の働き方改革の実現化を受けまして、いろんな部分で今後教職員の

働き方について、特に長時間労働についての一定の規制っていうのは必要であると

いうふうな話題になったところであります。 

第 47 週、２月 20 日ですが、奨学生選考委員会。これは、先ほど部長からもお話

ありましたが、いわゆる予約方式で、今回は２月に行いました。50 名ほど希望が出

てまいりました。昨年の４月、つまり 28 年度ですが、60 名希望してますので、ほ

ぼ近いぐらいの希望が今回あったところであります。２か月ほど申請受付期間を早

めたっていうことでありますが、今回は、もう一つは。この奨学生の選考基準を若

干緩めた。要するに枠を広げたという形になります。年々応募数が少なくなってき

たこともありまして、もう少し基準を下げても大丈夫じゃないかという部分から、

少し枠を広げたところであります。基準を下げたところであります。 

以上、行事の報告であります。以上です。 

○委員長 

質問どうぞ。ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なければ、行事予定。 

○教育総務課長 

（ 説明 ） 

○委員長 

３月の教育委員会議ですが、17 日 13 時 30 分からでよろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

はい、それではここは確認をいたします。 

そのほか質問ございませんか。 
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○千葉委員 

２頁目の３月１日、花泉高校卒業証書授与式とあります。この時期に市内のいろ

んな高校で卒業式があると思うのですが、この花泉高校だけが記入されたというの

は、何か理由があるのでしょうか。 

○教育総務課長 

こちらにつきましては、教育長が出席する行事ということでございます。 

○教育長 

高校からも案内が来てます。市長も、順繰りに参加してますが、今までは、委員

さん方には分けないで、私のほうだけで、高校については対応させていただいてお

りました。私のほうでも１校しか基本的には行かないので、本当に、何年かに１ぺ

んだけの対応になりますけども、今回は花泉高校については、特にも昨年度、存続

に関わって様々な議論があってですね。そういった部分も含めて様子をみたいなっ

ていう分もありますので、今回は花泉の方に行ってきたいなと思います。 

○教育部長 

私立のほうには、学院には私が行きますし、修紅高校には教育総務課長が出席す

るという予定です。 

○委員長 

そのほか、質問ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、行事予定は以上で終わります。 

3）その他 

 ⑴ 小中一貫教育について 

○委員長 

それでは、４のその他、小中一貫教育について、教育長。 

○教育長 

どうして小中一貫のことについてお話しさせていただくかというと、花泉地域の

小学校の統合がありますが、花泉地域の検討委員会の中で、小中一貫について、こ

の間話をしてきました。やっぱり教育委員会としての姿勢がある程度わからないと

勝手に進めるわけにはいかない。地域のほうで小中一貫にしたいということではな

いのですが、やらないにしても、教育委員会の方向をある程度提示していただきた

いっていうことがありまして、今日は、委員の皆さん方に、私のほうで調べた中身

についてお話しさせていただいて、できればは５月あたりに、近くで小中一貫校を

やっている宮城県の栗原の金成の小中一貫校と、それから登米にもありますので、

その２校を５月あたりに見学できればなと。そして、５月若しくは６月の教育委員

会議あたりで方向性について、大まかな部分でも確認させていただければなという

ふうに思っております。花泉地域の統合小学校については、だいたい次年度、29 年

度の前半に学校づくりのイメージを、まずは理念を持ちたいということなんです。

その理念にある程度、反映させる必要があるということから、この話を今日させて
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いただくところです。 

（ 説明 ） 

○委員長 

ここについては、結論ということではなくて、どちらかというと理解を深める段

階での話し合いということになるかと思います。それではどうぞ、お出しください。 

○委員長 

小学校と中学校の大きな特徴として、小学校は学級担任制、中学校は教科担任制

という考え方を基軸にして展開してきたわけだが、この小中一貫、一つ屋内にいる

ということは、その考え方をどこかで修正している取組があるのか。例えば小学校

の５、６年生は学級担任を基軸に考えるが、例えば、英語と理科については教科担

任制にしているとか、そういう一部教科担任制という考え方なのか。低学年、中学

年でも、例えば中学校の教諭が授業に出向くとなると、学級担任制を一部変えてい

くという考え方が根底にあるのか。資料があれば、教えてください。 

○教育長 

私も細かくはわかりませんが、例えば、大槌の場合には、小学校もすっかり教科

担任制にやっているということではないです。例えば５年生から９年生、小学校の

５年生から中学校３年生までは 50 分授業にしているようです。小学校４年生５年生

は本当は 45 分ですが、それを 50 分授業にしている。そして、例えば６年生の社会

と音楽、外国語活動の中に中学校の教員が行くというふうなことを入れているよう

です。ですから、すっかり教科担任制にしているということではなくて、中学校の

教員が一部、小学校の高学年のほうに行くという格好にしているようであります。

それから、大槌の場合には５年生６年生で定期テストをやっているというふうな実

践もしているようです。金成の場合には、同じように国際キャリア科とか理科に対

して、中学校の先生が行くというふうなことはつくっているようでありますが、が

らっと変えているというのは聞いておりません。行ったときに、またそこは確認で

きると思います。 

○千葉委員 

大変大きな改革になるような感じがするんですが、学校教育法が改正されて義務

教育学校というのが位置づけられた。文科省としてはそういう方向に進みなさいと

いうような何かを出しているのか。メリットが非常に大きい、だからそういう方向

で行きましょうという流れなのか。それとも、各県、各市町村で、どうぞそれぞれ

考えて進めてくださいということなのか。どういう方向性にあるのでしょうか。 

○教育長 

実際には、さっき 1,130 校の調査というふうにありましたが、文科省は調査を通

じてそういう方向については推奨している部分もありますが、施設の問題とか、ク

リアすべき問題が非常に大きいので、現実には、文科省がやる前に、いわゆる小中

一貫校ということでやっている実践が非常に広がったんです。それを最終的に制度

が認めたという格好が今回の学校教育法の改正です。実践校が増えたっていう背景

には、実はコミュニティースクールという考え方が結構あって、学校が、要するに、

学校だけじゃなくて地域の学校だという考え方を強く持っていこうということで、
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コミュニティースクールを文科省が非常に勧めてきたっていう背景があります。そ

ういう中で、小中一貫の教育課程ということも同時に試みる学校が実際に多くて、

そういう中で、今のような形になってきた。はっきり文科省がやりなさいっていう

ことは言っているわけでは全くありません。ただそういう方向の良さが非常にある

よっていうアピールを文科省がしているのは事実です。 

○委員長 

これは、地域に根差したとか、そういった部分というのは、結局、教育課程の編

成上、動きのとれるのが、総合学習の時間しかないですね。問題はその総合学習の

視点の置き方を、かなり地域学習なり郷土学習なりこの辺に認識を共通にして入れ

ているあたりが、なんとなく向かっている方向なのかなっていう感じがしたりする

んですが、違いますか。 

○教育長 

確かに、そういうふるさと科と言うのは結構やっているところが多いんですが、

もう一つは英語を結構やっているんです。例えば金成の場合にも小学校１年生から

中３まで英語をやって、国際キャリア科という言い方で、主に英語なんですが、そ

ういう市町村としてやりたい教育を、一貫して、今の教育課程の中だけでなく、つ

くれるという部分は、方向性としては可能な部分だというふうに思いますが、それ

は別々でもできるわけで、簡単に言えば、学校が別々だって、英語はやろうと思え

ばできるわけですから、その部分が、広がらない部分としてはあるのかなと。例え

ば、小中連携でも、英語は小学校でも中学校でも、先生が移動すれば取り組めるし、

小学校の先生が低学年から英語をやれば良いだけの話じゃないかって言われる部分

もある。ふるさと科にしても、何も一貫でなくても、それぞれがやってるんだから、

それをお互い先生方が連携すればできるんじゃないかっていう言い方はできるわけ

です。ただ言えるのは、校舎を一体にするとそういう動きは一気に強まってやり易

くなるのは事実のようです。ただ、校舎を一体にすると今度は難しもの、例えば、

体育館を一つにするとかという問題、さっき、良いように聞こえましたが、小学校

１年生の入学式に中３が出て本当に良いのかとか、そういう問題も出てきて、運動

会も小学校１年生から中３まであって、確かに、下の子の面倒は見れるんだけども、

別の面で言えば、足でまといだという部分もあったり、やっぱりメリットもあれば

デメリットもあるという部分があって、いろんな市町村は様子見の部分が強いのか

なという感じはします。 

○委員長 

課題が認められるというのは結構 80％くらいのその数字になって出てきているん

だが、もしかしたら、これは私の感なんだが、この取組は、中学校の先生たちが、

抵抗感を感じて、小学校の先生方は、もしかしたらあまり抵抗感を感じないという

のが、一般的傾向かなと思ったりするんですが、つまり、中学校の先生は、教科担

任制でやってきていて、空き時間とか何だとか、こういう感覚があるから、それを

急にこの小学校に行って授業をやるというのが、時々はいいんだ。時々は、緊張感

を持ちながら、しかも中学校での授業をやる改善策にもなるから、それは良いんだ

けど、これを定期的に、毎週ですよと、こうなってくるとどうなのかな。これは中
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学校の先生方が、抵抗感を感じるっていうのが、もしかしたら傾向かなって、思っ

たりするんだが、その辺はわからない世界だね。 

○教育長 

そのとおりですね。中学校の先生方に非常に抵抗感は強いです。 

○委員長 

確かに下に行くっていうことは抵抗感が強い。例えば、小学校の先生だって、５、

６年を担任している先生に幼稚園に行って何かやってこいと言われると。何するん

だとか、えらい事に多分なるのと同じようにですよ、高校の先生が例えば、中１に

行ってやってこいと言われても、抵抗を感じるのと同じようなことなのかなあとい

うような気がするんです。 

○教育長 

中学校の先生のそういう内容的な部分はあるんですが、実際には中学校の時間数

はもうあって、プラス小学校に行って時間数が増えるわけです。持ち時間がぐっと。

小学校の先生が中学に行くというケースは余りないんです。ですからどうしても負

担が中学校の教員に多くなってしまうというのは事実です。 

○委員長 

小学校の先生が中学校に行って授業するっていうのは、あまり取組としてはない

んだね。 

○教育長 

二つの学校については、あまりないようです。 

○委員長 

そうすると、小学校の先生からすると若干ゆとりができたっていうイメージかな。

朝から晩まで授業しているのを、３時間目が空いたとか、何かっていうような。 

○教育長 

すみません。大槌はたぶん、小学生の先生が、数学について７年生のところに行

ってやってる部分もあるようですし、体育について７、８年に行ってやっている部

分もあるようですから、必ずしもゼロではないんですが、相対的には中の先生が小

に行くケースが多いようです。 

○委員長 

かなりメリットもありそうに思うけども、抵抗感は否定できないだろうなと思う。 

○千葉委員 

課題があって、その課題を乗り越える更に大きなプラスアルファのメリットがあ

るというのならば、課題を何とか乗り越えていきましょうということもあると思う

けれども、何か、どっちもどっち、一長一短、それほど予算等いろんな組織の改編

みたいなものをひっくるめてやるということ、そこまでは、踏み切る必要があるの

かなという感じはしますね。 

○委員長 

結局、公立小中学校だから、普通の流れで、いわゆる人事異動もあるわけですよ

ね。そうすると例えば、市内でも県内でも、これは、現時点は少数なんだよね、そ

うすると人事異動であそこの学校に行くということになれば、小学校に行っての授
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業もあるということを前提の上で、人事異動もなされるというか、ちょうど、これ

が 100％一回に直るわけがないから、かなり実験的な可能性があるね。建物一つっ

ていうのは、ちょうどタイミング良く建物を建てないとないという時期に到来して

いるときに、廻り合うこと。簡単に言えば、敷地が足りなくてどうしてもそうしな

いと上手くないとかというような場面はあるけれども、一般的には１校、同じ屋根

一つにというのは、何となくどうなんですかね。 

○教育長 

大槌の場合には、被災して建てなくちゃいけない状態の中で造った部分がありま

すし、大槌は吉里吉里というところにもう一つ小中学校があるんです。あそこは分

離型で、一貫校という形です。義務教育学校ではなくて一貫型小中学校です。それ

から、盛岡に土淵という、盛岡インターのすぐ近くのイオンの近くなんですが、あ

そこは敷地がなくて、子どもの数がどんどん増えてしまって、小中学校同じ校舎で

すが、真ん中に管理棟があって、先生方の職員室棟もあって、右と左で小中という

形にしてるところは、盛岡の場合です。一関市内の場合には、実は、小中が隣接し

てるっていうのは、今、本寺が統合になれば 16 校になりますけども、16 校の中で、

隣接してるっていうのは大東と厳美、萩荘、三つぐらいです。そして、当面の予定

は、室根がどういうふうな形で、今後、住民の考え方が出てくるかによって、小中

一貫にするっていう話も出てこないとも限らないのが室根の場合です。まずは花泉

までの、千厩と東山もそういう論議はもう終わってますので、花泉で小中一貫の話

が出て、あとは室根で多分出てくるだろうなと思いますので、その部分までには、

ある程度、今の連携で行くなら連携でいくで良いんですが、ある程度、姿勢ははっ

きりさせたいということであります。 

○千葉委員 

花泉と東山は、もう新しい統合小学校が、間もなく建つわけで、ということは、

もう一体型というのはやるとしても、40～50 年先になるね。 

○教育長 

東山もそういう論議には、今全然なってないので、東山は多分ないと思いますが、

花泉は、やるとすれば、中学校にくっつけるということになるので、敷地的には多

分あると思うんですが、くっつけるという議論には実は検討委員会の中では、あま

り是非という話は出てないです。ただ、花泉の場合には隣の金成でやっているもん

だから。けっこうその話が聞こえてくるんです。そしてどうすんだという話にはな

っていたもんだから。強い意向ではないんです。全体がそういう意向になっている

ということではないんですが、ただ、教育委員会はどうなんだということで、この

間、話に行ったということであります。 

○委員長 

これは、その学区の皆さんがどう思うかということは大事なことだけど、そこで、

教育に当たる人、教員は常に私立じゃないから、公立の中で、人事異動の中で展開

されることになるから、そういう意味では、教育委員会のどうしても地元がよけれ

ばっていうだけでは、おさまらないものがあるんではないかっていうふうに思った

りするんです。完全にその学区問題なら学区で完結ならば、かなり尊重の立場で良
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いだろうという事も考えられるけれども、建物と生徒はそうなんだけども、指導者

である教員は、別になってくる。そうなってくると、やっぱりどっちも、行政とし

ても、地元としても、理解が、この認識がある程度共通になってないと、うまくい

かないのではないかという気はするんですが。 

○教育長 

小学校、中学校は、一関市の場合にも、今 50 校ありますので、統合で減るにして

も、どこだけ一貫校にして、ほかはやらないとかっていう姿勢はあまり良くないだ

ろうなと思いますので、その辺も条件には考えていく必要はあるかなと思います。 

○委員長 

そうすると現実的には校長が一人という学校のイメージ、これが現実性で可能性

があるのは、これからの分で考えられるとすれば、花泉と室根ですね。学校統合も

絡んでいる。校舎も建てなければないという状況が絡んでいる。つまり一つ屋根に

というイメージっていうのは、二つの地域以外にありますか。 

○千葉委員 

花泉は一つの建物にはならないのでは。 

○委員長 

花泉はつなげればできるので、現実的にいうと、そこの２か所だけではないか。 

○教育長 

ただ、萩荘中も古くなってますので、すぐではないですけども、いつかはそうい

う議論にはなるかもしれません。小学校に中学校をくっつけるというのは、やりづ

らいと思いますが。 

○佐藤委員 

学校規模の適正化というので学校の統廃合がおきてきていると思うんですけども、

たまたま花泉の場合は、小学校一つ、中学校一つという形になってきて、結果的に

小学校を卒業した人が、そのまま中学校でまた入学式をやってということになるの

で、そうであれば一貫ということが、もちろん隣の自治体でもやってるっていうの

と、小学校と中学校が同じ生徒だっていうのも背景にあるんだと思うんですけども。

一つさらに先に、今度中学校が中学生の規模がまた減ってきて、花泉と例えばどこ

かの広域な地域で適正化を考えなきゃいけないことが起きた場合、その一つは一貫

校になっていて、一つは違っているというようなときに、また問題が。それは大分

先の話だと思うんですけども、そういうのがまず気になることと、あとは、メリッ

トをですね、中１ギャップの解消とか、生徒の立場からみるとメリットが多くて、

こっちのデメリットは先生方のほうのデメリットなんですよね。そのあたりは実際

に、例えば栗原市でしたら金成小中だけが、その１校だけをそのようにした背景も

わからないですし、もしそういった自治体の中で、やっぱり一関市なら一関市で同

じ方針の中でやっていくべきところを例えば栗原市さんなり、登米市さんが、そう

いう小中一貫をなされたのはどのような背景があったかは知りたいなっていうふう

に思います。 

○教育長 

実は市内の小学校、中学校の関係も、小学校の卒業した児童が中学校に行くかっ
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ていう関係でいうと、小１中１ってのが 11 校なんです、中学校単位に考えると 11

校、それから二つの小学校から一つの中学校に行くっていうのが３校、三つの小学

校から一つの中学校に行くっていうが２校という状況なんです。ですから、市内の

場合は１小１中が多いのも事実です。それから、栗原の場合には、やってみたって

いう、要するに試みで、それをほかに広げるっていうのは、今のところ予定はない

ということは聞いてました。たまたま小中学校の統合にあわせて校舎も建てるって

いう話になって、そういうふうにしたということで、その辺も次に行ったときに聞

けるんではないかなと思います。 

○委員長 

そうですね。何か、いろいろとわかりたい部分も実際はあるので、市と言っても

一つの自治体が市町村合併によって広域に結局なってきているから、なかなか、市

としての一貫性を貫くっていうのが難しい部分も実際はあるし、自治体の大きさも

絡んでるのかなという気もしたり、関係ないという感じもしたり、いずれ視察して、

学ぶところは学んで、その上で議論するということは必要なことだと思いますね。

今の時点で、もう少し意見等があればどうぞお出しください。 

ここの学級数なんかはわかるんですか。 

○教育長 

金成は学年二つです。全校で 450 人です。小学校が約 300 人、中学校が約 150 人

の学校です。大槌学園は全部で 630 人ぐらい。これも、だいたい学年二つか三つで

す。ほとんど二つです。 

○委員長 

今日は資料を提供していただいて、骨格を説明していただいたということで、あ

とは引き続きの課題にこれはするということです。よろしいですか。 

（ 「はい」の声あり ） 

○委員長 

それでは、小中一貫教育について、以上で終わります。 

○委員長 

それでは、第 161 回教育委員会定例会を以上で終わります。 

どうもご苦労様でした。 


