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         第 160 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 1 月 26 日（木）  

開会時刻 午後１時 30 分  

閉会時刻 午後３時 38 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 
課長補佐兼いきがいづくり係長 佐 藤 奈津子 

４ 傍聴人    ０名 

５ 議題及び議決事項  

⑴ 認定第１号 一関市教育委員会公文例規程の一部を改正する訓令の専決処理につ

いて（承認） 

⑵ 議案第１号 一関市立学校の廃止に関し議決を求めることについて（可決） 

⑶ 協議第１号 一関市立学校条例の一部を改正する条例の制定について（了承） 

⑷ 協議第２号 平成 29 年度教育委員会教育行政方針について（了承） 

６ 報 告 

⑴ 行事報告及び２月の行事予定  

７ その他  

⑴ 市立学校プールの上屋建築について   

⑵ スポーツ少年団へのスクールバスの運行について 
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８ 議事等の大要 

○委員長 

第 160 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 認定第１号 一関市教育委員会公文例規程の一部を改正する訓令の専決処理に

ついて（承認）

○委員長 

議事に入ります。 

議事日程第１、認定第１号 一関市教育委員会公文例規程の一部を改正する訓令

の専決処理について、説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 説明 ） 

○委員長 

質疑ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

質疑なしと認めまして、認定第１号については承認ということでよろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

認定第１号 一関市教育委員会公文例規程の一部を改正する訓令の専決処理につ

いては、承認といたします。

 ⑵ 議案第１号 一関市立学校の廃止に関し議決を求めることについて（可決） 

 ⑶ 協議第１号 一関市立学校条例の一部を改正する条例の制定について（了承） 

○委員長 

関連がございますので、議事日程第２議案第１号 一関市立学校の廃止に関し議

決を求めることについてと議事日程第３協議第１号 一関市立学校条例の一部を改

正する条例の制定について、併せて説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 説明 ） 

○委員長 

議案第１号の一関市立学校の廃止に関し議決を求めることにつきまして、質疑ご

ざいませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

質疑なしと認めまして議案第１号については、本案のとおり決しますが、よろし

いですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 
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○委員長 

それでは、議案第１号については、決定いたしました。 

○委員長 

協議第１号についてでありますが、質疑ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

質疑なしと認め、協議第１号については、本案のとおり市長に申し入れるという

ことで、よろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、協議第１号についても、本案のとおり進めます。 

 ⑷ 協議第２号 平成 29 年度教育委員会教育行政方針について（了承） 

○委員長 

それでは、議事日程第４、協議第２号 平成 29 年度教育委員会教育行政方針につ

いて、提案をお願いします。 

○教育部長 

（ 提案理由を説明 ） 

○教育総務課長 

（ 案文説明 ） 

○委員長 

教育行政方針についてでありますが、議会までのスケジュールの説明をお願いし

ます。 

○教育部長 

私の記憶で恐縮ですけども、議案の送付日が２月の 10 日だったと思いますので、

今回の教育委員会議の中で決定していただかないと間に合わないということであり

ます。議案の送付というのは３月議会の予算書も含めての送付でございます。 

○委員長 

そうすると、教育委員会として決めるという手続きは今日だと、こういうことで

すね。 

○教育部長 

はい。なお、昨年度も教育委員会議に諮って決定したわけでございますが、細か

い修正部分、てにをはの部分等については、教育長のほうに一任するということで、

議決をいただきました。文言の中で、こういう視点を入れるべきだ、考えの中で、

こういう考え方も入れたほうが良いんじゃないかとか、この部分はもう少し厚くし

たほうが良いとか、ここはむしろ削除しても良いかなとか、そのようなご意見をい

ただいたほうが事務方としては非常に助かりますので、そういう視点を入れながら、

全文をチェックするのは大変だと思いますので、気になるよう部分のご意見をいた

だければというふうに思っております。 

○委員長 
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どこという特定をしないで、発言をいただきたいと思います。 

○千葉委員 

11 ページの下から３行目ですが、“小学校での業間運動や”とありますが、これ

はどういうものなのでしょうか。 

○学校教育課長 

休憩時間に、２時間目と３時間目の間の業間にマラソンとか、校庭をぐるぐる走

るような取組をしている学校もございます。昼休みの運動とか、それらを含めて業

間運動となります。 

○千葉委員 

そうすると、これは議員さんとか一般の方々が使う言葉なんでしょうか。 

○学校教育課長 

ちょっとわかりづらい言葉ですので、修正を加えていきたいというふうに考えて

おります。 

○委員長 

学校現場とか何かでは共通語になっているが、学校以外の方々には、業間という

ところはもう少し加えてということです。 

そのほか、11 ページの下から数えたほうがいいですね、“さらに”というところ

の次です。“日本学校教育学会からの支援を受け”というので、算数・数学の研修

会の開催に関わる部分、ここをちょっと説明してくれませんか。 

○学校教育課長 

日本教育学会というのは、会員で組織されている組織ですが、会長が、岩手県の

南都田の出身の方で、県の教育委員会の指導主事もされていた方であります。県の

ほうに、県南の奥州か一関あたりの支援をしたいがどうかということで、県教委の

方から打診がありまして、その情報を得まして、当方のほうで、ぜひお願いしたい

ということで立候補して、お願いしたところであります。 

具体的には、講師の派遣等を無料で行ってくれる。今計画しているところでは、

東京学芸大附属小学校、中学校の先生に来ていただいて、示範授業、指導、講話等

をお願いしたいというのもありますし、あとは、会長さんの佐々木幸寿先生には、

学力向上についての講演会をお願いしようというところで現在進めているところで

ございます。 

この事業は、３年間継続して支援を行いたいということでございますので、その

ようなお力をいただきながら、算数・数学の学力向上に努めていきたいというふう

に考えております。 

○委員長 

財源は、どうなんですか。 

○学校教育課長 

財源については、会員の会費等でなされてるのかなと思います。 

○委員長 

これは、研究会の組織ですね。 

○教育長 
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委員長がこれを読まれるわけなんですが、日本学校教育学会というのは、ある程

度具体性があったほうが良いのかなと思って、事務局ではここに入れたわけですが、

どんなものかなという部分なんです。 

○委員長 

私自身もよく知らない各論の部分なので、もしかしたら、かえって何なんだろう

なという思いを持たせてしまう。エキス部分は、算数、数学の研修会を開催して授

業力の向上を図るんだと、ここがエキスポイントになるんでしょうから、これの取

扱い、入れたほうが良いか、もし入れるとすれば若干何かないと、聞くほうは十分

理解しにくいかもしれませんね。後で検討してみてください。 

○学校教育課長 

削除も含めて検討したいと思います。 

○千葉委員 

14 ページ、最後の下から４行目“一関の伝統を未来に引き継ぎ、新たな創造を加

えて参りたい”ということなんですが、この新たな創造というのは、単に理念なの

か、あるいは具体的な何かイメージ、これをもって新たな創造を加えるんだという

のがあるのか、それをちょっと教えてください。 

○教育部長 

この“一関の伝統を未来に引き継ぎ、新たな創造を加える”という文章ですが、

教育振興基本計画の基本目標の中に、このとおりの文言を加えて、最初にあります

ところの教育目標の「学びの風土を礎に 心豊かにたくましく 郷土の誇りを未来

につなぐ 一関の人づくり」この考え方を短い文章で表わしたのがこの文章になり

ますので、あえて教育振興基本計画との関連性を高めるために入れた行であります

ので、新たな創造が何かと言いますと、具体的にこれだよということはありません

が、四つのプロジェクトの中のことばの教育、ことばの時間であったり、そういう

ものを含めながら、グローバル人材の育成だったり、そういったものが、将来的に、

その人材が新たな創造をしていくだろうというふうなイメージも膨らませながらで

あります。 

○委員長 

13 ページの博物館の部分、つまり社会教育の部分になりますが、これまでだと、

博物館やあるいは東山の石と賢治のミュージアムや芦東山記念館や藤沢の分が、若

干、方針の説明に示されていたと思うのですが、具体的には、一関博物館と石と賢

治のミュージアムのいわゆる工事部分がここから読み取れるんですが、そのほかの

施設もあるのだし、いろんな取組も現にやっているのだから、もう少し膨らませた

ほうが良いような感じが私はしたんですが、いかがでしょうか。 

○教育部長 

昨年度は、博物館の中に、巡回博物館ということで、芦東山記念館なり石と賢治

のミュージアムなりを入れてましたので、読まれた方にはそういう施設があるよと

いうのがわかる内容であります。今年の原稿の中では、巡回博物館というのは経常

的になったので削除したものですが、確かに、そういったことも含めて、全体的に、

博物館だけでなくて、芦東山なりキリシタンなり、宮沢賢治の記念館なりを合わせ
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た形で、全体的に事業の充実を図るということが一つ大切だと思いますので、加え

るような検討をさせていただきたいと思います。 

○教育長 

昨年度は、今年度にあたるわけなんですが、例えば芦東山だったら生誕 320 周年

の記念のシンポジウムとかというのがあったんですが、そういった部分の大きな目

玉が、簡単に言うと芦東山とかキリシタンの部分では、そういった新たな部分とい

うのが無かったものですから、ここでは改めて取り上げなかったですが、確かに、

今、部長が話したように展示環境を充実させるとか、入館者数について向上を図れ

るよう取組をしていくとか、そういった部分は、一般的な文言だけれども、存在を

きちっと市民にわかってもらうという点では、意見としてあったほうが良いのかな

という部分は、私も感じたところであります。 

○委員長 

図書館のところも異議なしなんですが、本年度の、例えば、学校図書館と市の図

書館の連携部分がポイントですよとか、何か本年度の図書館運営のポイントがこの

辺にあるよというあたりがあったほうが良いのかなと。これは、記述した内容につ

いてはそのとおりなんですが、この 29 年度の方向、ポイントが何なんだというとこ

ろなどが、若干あっても良いのかなという気もしたりしたんですが、これはいかが

でしょうか。 

○一関図書館長 

確かに、新たな事業であったり、特にご紹介をするようなものを企画しているも

のではないので、内容としてこのような表現にさせていただきましたが、特に、学

校との連携におきましては、９ページ前段の部分の「ことばと読書」のところで学

校図書館と市立図書館との連携云々というところを加えておって、そちらのほうに

載せていることもあって、特に図書館のほうとしては載せていなかったという部分

がございます。 

もう少し具体のところを含めて、どちらか、その前段の部分に入れて、図書館も

そういう機能を持つという文にするか、図書館のところにも学校との連携でこうい

うところを支援していくというようなところを載せるということはあり得ると思い

ますので、何か工夫をしてみる方向で検討してみたいと思います。 

○委員長 

市民の立場からすれば、どちらかと言うと、例えばイベント的なものだとか、あ

るいは教育長からさっきあったように、生誕の部分だとか、そういったものが入っ

ていると、こういうことがあるんだなと、そこが一つの節目としての部分があるん

だなということになって良いわけなんですが、あまりないというときには、何か運

営上のものだとか、力を入れるのはここだぞというあたりが感じ取れる部分がある

と、教育行政の教育委員会としての方向性なり何なりが感じ取れるかなと思ったの

ですが。事務局で検討してみてください。 

○一関図書館長 

今いただいた意見も踏まえまして、いずれ、今年度新たに学校との連携の部分に

ついては、一歩進めて取り組みを検討している部分もございますので、学校教育課
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とも協議をしながら、その部分での表現を入れる方向で検討してまいります。 

○佐藤委員 

岩手県の教育の中で“復興教育”というのはまだ継続されていらっしゃると思わ

れるんですけども、おそらくＩＬＣに関しては、この中学生最先端科学体験研修が

10 ページ表現されておりますので、“復興教育”というところも継続していくとい

うものが一言どこかに入っていたほうが良いのかなと感じました。 

○学校教育課長 

岩手県では、復興教育は続けていくという方針でございますので、そこについて

も、入れていきたいと思います。 

○委員長 

12 ページの幼稚園に関する部分のいわゆる預かり保育部分、これはこのとおり入

っているわけで良いわけですが、市民の皆さんにとっては、たぶん大きな変化と言

ったら良いか、幼稚園に対するイメージというか、つまり、預かり保育がないとい

うことが今までずっときた。それが「預かり保育を実施しますよ。」ということは、

考えてみれば大きな施策の変化、それから、29 年度からの大事な部分かなと、そし

て、今までの議論からすると、就学前のいわゆる教育のあり方等々、ここがどちら

かと言うと中心的課題だと、あとは小学校等々の統合問題は、これはどちらかとい

うと延長線上の継続課題になっていると。教育委員会で話せるのは、幼稚園部分と

こども園の部分かな、ここはやっぱり、今までの議論からしても重要施策の部分に

なると思うので、ここを若干強調するというあたりで、市民にも「そうか、29 年度

からだな。」という印象を与えるような何か工夫があると良いのかなという感じが

したのですが、いかがなものでしょうか。 

○教育部長 

構成が、前段四つのプロジェクトと学校統合の部分が重点ございますので、それ

以下については、具体的な施策をそれぞれの項目ごとに、学校教育では、学力、心、

心技体の部分であったり、項目ごとに並べていくやり方なので、11 ページの学校統

合の下に、幼稚園についてはということで、預かり保育は重点的にやるのだよとい

うところに持っていけば、こっちの幼稚園の具体的な施策じゃなくて、特に重点的

に取り組む内容のほうに入れるっていうことは、委員長さんの重点にしたいという

ことであれば、ここに入れようかなというようなことを、ちょっと提案させていた

だきたいと思いますが。 

○委員長 

それでは、一応検討してみてください。 

○委員長 

あとございませんでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは特になければ、今のものを一応参考にしながら、検討してみる部分は検

討してもらって進めることでよろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 
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○委員長

それでは、協議第２号につきましては、以上の点を踏まえながら、教育委員会と

しての教育行政方針については、決定を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

それでは、教育行政方針については、部分修正が一部あることを含めて決定とい

たします。 

2）報告 

 ⑴ 行事報告及び２月の行事予定 

○委員長 

それでは、報告に入ります。行事報告、教育長。  

○教育長 

それでは行事報告 1 ページ目からですが、前回が 12 月の 20 日でありましたので、

それ以降の部分についてお話をさせていただきます。 

まず、38 週のところですが、12 月 21 日、東山小学校の新校舎建設の候補地の検

討委員会がありました。これについては、前に、教育委員会議を臨時に持ちまして、

松川原田のところの候補地はお断りされたという話まではしたと思うんですが、実

はその後、文部科学省からの補助をめぐって、さまざま県を通じて国とやりとりす

る中で、その補助の部分をはっきりさせてからじゃないと、次の候補地の選定にな

かなか移れないという状況が出てきまして、その間、ずっと県教委を通じて国とや

りとりしていたんですが、そこがまだ明確でないところがありました。それで、そ

のまま検討委員にそれをお知らせせずにってわけにはいかないので、この段階では、

今、実は文部科学省といろいろやりとりしていて、補助の部分について、ある程度

目処が、明確な部分が出てきてから進めたいということをここで説明をさせていた

だきました。よって、東山の場所については、今ちょっと足踏み状態になっており

ます。以前に次の候補地として出てきたのは、例えば今の東山小学校の場所、それ

から、お話として出てきたのはＪＡの横、それから前にも中学校の横等出てきまし

たが、具体に絞り込むには、補助の部分がもう少しはっきりしてからじゃないと進

められないということで、こういう形で会合を持たせていただきました。 

第 39 週です。27 日です。幼稚園長会議がありましたけども、これはことばの時

間についての次年度の方向性について、ここでお話をさせていただきました。 

次年度は、先ほどもありましたけども、幼稚園 10 園、こども園３園、保育園４園

の全部で 17 園で実施予定であります。 

同じ日の３時半から、ことばの響き実践校校長会議がありました。これは、実は

小学校のことばの時間についての最初の会合でありました。次年度６校で実施する

予定であります。その６校の校長先生方に集まっていただきまして、最初の会合を

持ったところであります。 

年が明けまして、第 40 週の５日でありますが、市の教育研究所の研究発表大会が、

藤沢の縄文ホールでありました。これは研究を進めていた学校、弥栄幼稚園、赤荻

小学校、大東中学校の実践発表と、あとは講演会をもちまして、“確かな学力を育
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む授業づくり、ことばの力の育成に向けて”ということで文部科学省から学力調査

官の西川先生っていう方においでいただきまして、お話をいただいたところであり

ます。 

８日、一関市の成人式がありました。今回は 1,061 名 85.3％の参加でありました。

整然と、しかも、実行委員がそれぞれ考えた中身を中心にしながら、行ったところ

であります。参加ありがとうございました。 

次、２ページでありますが、１月の 10 日ことばの時間の教材選定委員会でありま

す。これは、実は就学前の幼稚園、こども園、保育園に関わる部分の最初の会合で

ありました。ことばの時間を、新たに 10 分程度に短くしながら、音読を中心にやっ

ていくという方向性は確認できたわけなんですが、さて、そこで今度は内容をどう

するかっていう部分で、幼稚園教諭とか保育士にも参加していただいて、その教材

を選定することを行いました。ことわざ、俳句、短歌、詩それから絵本、こういっ

た部会、四つの部会をつくって選定作業に入っております。 

同じ週の 12 日、岩手県の国公立幼稚園こども園の研究大会が花巻でありました。

私は夕方の部分だけ行かせていただきましたが、今回は一関が実行委員長でありま

して、一関がお世話をした会合であります。年１回の研修会で、主に幼稚園ですが、

県内の 50 の園、幼稚園、こども園が参加している機関であります。ただ実際には県

南の方が非常に多くて、奥州 18、一関が 13 加盟しているものであります。半分以

上が県南であります。と申しますのは、実は幼稚園がどんどん県内から姿を消して

いる状況でありまして、こども園化がほかでもどんどん進んでいるという現状であ

りますので、この協議会に参加する園も減少というところになってきておりました。 

第 42 週であります。17 日、中学生の社会体験学習の第２回実行委員会がありま

した。今年度の社会体験学習すべて終わりましたが、中学校２年生 1,150 名の参加

でありました。この中で、さまざまな成果も報告されました。いろんなアンケート

結果も上昇していて、あいさつとか言葉遣いとか、責任をもってそういう社会体験

に参加するとかっていう部分について、非常に高い評価を得ました。しかしながら、

意見として、社会体験が５日のところと３日のところ、４日のところとさまざまで

あると。これは、このままでいいのかっていう意見がやはり出まして、次年度の課

題だなというふうに捉えております。 

同じ日、一関地方の小中学校の校長先生方の研究発表会があって、小学校、中学

校合わせて７部会で発表があったところです。私も参加してまいりました。 

18 日、管内の教育長の会議がありまして、これは人事関係のいよいよスタートで

あります。小中学校の教職員の人事の会議の第１回目でありました。 

19 日でありますが、教育民生常任委員会を臨時に持っていただきました。教育委

員会として、ことばの時間の検証結果と次年度の方向性を議員さん方にも説明させ

ていただいて、新聞にも掲載されましたけども、そういうことでありました。 

同時に、プールの屋根について、それからスクールバスのスポ少の利用について、

これは後でまた報告させていただきますが、その３点について、ここでお話をさせ

ていただきました。 

22 日、”夢・未来”子ども文化祭、舞台部門と展示部門があって、私も審査員と
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して参加させていただきましたが、これは文化会議所が主催しているもので、舞台

には 15 の子どもたちの団体が出ましたし、展示のほうには書道、絵画、発明部門、

そういった部分の展示がありました。 

舞台部門については、例えば、エアロビの団体とか、琴を演奏する団体とか、ダ

ンスとか一輪車とか、本当に多様な発表がありまして、観客は、どちらかというと

親御さんが中心になってしまいますので、あまり多くなかったのですが、本当にた

くさんの市民に見せたいなという、そういう中身でありました。 

第 43 週であります、今週でありますが、１月 23 日月曜日でありますが、公共施

設等総合管理計画策定委員会が、これは庁内の部分でありますがありました。 

ちょっと触れさせていただきたいのは、さまざまな公共施設は、市内合併しても

のすごい数になっているんですが、老朽化がどんどんなっておりまして、会議の中

で発表されたところによると、一関市として考えなくちゃいけないのは、35 年、30

年後にはだいたい公共施設を 30％ぐらい減らしていかないと、市として立ち行かな

くなるという話がありました。30％減らすというのはかなりの量だと思いますが、

その中でも、実は、公共施設の部分では 34％を学校関係が占めると、学校が１番多

いところで、その学校のうちの 42％は、築 30 年を越えるという段階になってます

ので、学校統合も含めて、こういう問題っていうのは今後、見通しを持って考えて

いかなくちゃいけない段階にきているなというところであります。 

26 日、今日でありますが、午前中に、青少年のライオンズ賞で隠れたる善行ライ

オンズ賞の表彰式に私のほうでも出させていただきました。100 名を超える子ども

たちが、ライオンズさんから賞状をもらって祝福を受けたところであります。 

以上です。 

○委員長 

質問ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なしでよろしいですね。それでは続いて、2月の行事予定をお願いします。 

○教育総務課長 

（ 説明 ） 

○委員長 

２月の定例会ですが、２月 22 日でよろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、２月 22 日と確認をいたします。 

２月行事予定について、そのほか質問ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、２月の行事予定を終わります。 



11

3）その他 

 ⑴ 市立学校プールの上屋建築について 

○委員長 

４番、その他に入ります。市立学校プールの上屋建築についてお願いします。 

○教育部長 

（ 説明 ） 

○委員長 

プールに関することについて何かございませんか。 

○教育長 

私もうろ覚えですが。小学校は全部プールがあるんですが、中学校 10 校でプール

があって、プールがないのはどこか、もし分かれば教えていただきたいのですが。 

○教育部長 

本寺中、萩荘中、磐井中、厳美中、東山中、花泉中、藤沢中です。 

すぐ隣に小学校があって小学校のプールを使う、すぐ近くに市営プールがあると

いう学校。藤沢はちょっと遠いんですけど、車かバスなんかで行っているんです。 

○教育長 

私のところでは、特にプールがない学校からの要望は把握して無いですが、事務

局全体として、そういう話は特に聞こえてきてないですか。 

○教育部長 

最近整備した一関小学校、山目小学校は、上屋なしで整備してございましたが、

整備する際には、確かに、「大東小学校はいいよね。」という話はされましたが、

「ぜひ上屋をつけてくれ。」というふうなお話は受けてませんし、実際、上屋はあ

りませんが、一関小学校、山目小学校両学校とも「良い施設になった。子どもたち

も喜んでいる。」という評価を受けたところであります。 

○教育長 

今、中学校で７校にプールはなくて、市民とかというよりも、その無い中学校か

ら、何か、そういうことについての要望等は特には寄せられていないところですか。 

○教育部長 

先般、議員と市民の懇談会の中で、ＰＴＡの役員さんたちと議員さんが懇談した

中では、「磐井中学校の生徒にもプールでの授業をやってほしい。」というお話が

あったというのは聞いております。 

○教育長 

プールをつくってほしいっていう意味ではないですね。 

○教育部長 

プールの授業をやってほしいというお話です。 

○委員長 

中学校に関することなんですが、本当は安全上からすると、小学校のプールを中

学生が使う時には、深さによって、やってはならないことがいくつかあるはずです。

少なくても飛び込みはだめだとかね。この頃聞こえてこないけれども、全国的にも
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事故が起きた時期があるんです。それは、水深に合わない授業や練習がなされたり

という部分があるので、厳格に言えば、本当は中学生の深さ、小学生のプールの深

さが決まっている。それから、低学年のプールの深さ、たいてい今やっているのは、

小学校は２段方式かな、浅い部分を例えば３コース造って、深い部分を４コース造

るとか。こういうプールの造り方をしたり、いろいろしているが、ただ、敷地の問

題等々がある学校については、これは致し方ない部分があるだろうけど、そうでな

い学校については、本当はあるのが主流なのでないかと思われますけどね。敷地も

ありますよ。ただ、金の問題等も絡んでできてなかったと。ここについての考え方

はどう考えたらよいかの問題なんですよね。地元要望的なものも大きな要素にはな

る。だけど、一般的には必置の施設、つまり校舎、体育館、プールというのはいわ

ゆる設置して当たり前という施設になっている。だから、補助制度も確立している。

こういう学校施設であるから、いったい望ましい姿はどこにあるんだというあたり

は、私は、あるのが望ましい姿っていうか、正常な姿ですよという考え方は持たな

いとだめなのではないかなという気はする。そして、金額的に言ってもわかるとお

り、１億何ぼでできるわけですから、校舎なんかと比べれば非常に金額的にも少な

いということだろうし、津波問題の防災的な部分なども考えたら、やっぱり、ある

ことが当然なんだという考え方をやっぱり、教育委員会の立場は何だって問いただ

されたならばですよ。私はその立場は明確にしたほうがいいんじゃないかなという

ふう思うんですがいかがでしょうか。 

○教育部長 

いずれ、校舎建設に当たっては、プールは造るという考え方であります。ただし、

上屋はつけないという考えです。 

今、中学校にない学校のプールをいかにするかっていうのが命題になりますが、

まず市営プールが使えるものは、市営プールで、中学生ですので十分だと思ってお

ります。だが、市営プールにちょっと利用ができないようなところについては、敷

地等の問題も含めながら検討する必要があるかと思いますが、その間、小学校のプ

ールを利用できるものは利用していただきたいというふうに思います。 

ただ、１点だけ、磐井中学校については、これは敷地上の問題がいかんせん何と

もならないと思われますので、どうしてもプールを造るならば、校舎の屋上に造る

とか、そういうウルトラＣのようなことをしないと造れないので、ちょっと今すぐ

造れと言われても造れないというのが結果なのかなというふうに思っていました。 

○教育長 

７校にプールがなくて、本寺は統合するので、６校になるわけなんですが、その

中で、磐井、花泉、東山、花泉はどうなるかちょっと見えないんですが、いずれ今

までは磐井、花泉、東山、藤沢はＢ＆Ｇとか大人が使う市民プールを使っていたの

で、深さの問題はこれはないだろうと。そうすると、あと厳美と結局萩荘で、校舎

が老朽化しつつあるのは萩荘なので、そのあたりが、萩荘の校舎建設の話が出てき

たときには、その部分もよく検討して対応しなくちゃいけないなとは思っています

が、当面、新たにその計画が今ないので、それを「今、プールに着手します。」と

いう段階よりは、他にも校舎建設の必要性の高いところがたくさんありますので、
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そちらを当面は優先せざるを得ないのかなというふうには思っていました。 

○委員長 

順序性はそのとおりだと思うんだけれども、基本的な考え方はどこにあるという

ことになれば、やっぱりある姿が基本なんだということを押さえておきながら各論

にいくという、「あっても無くても良いという考え方か。」と問いただされないよ

うに、考え方だけはきちっとしておかないとと思ったりするわけであります。 

プール部分は、これは議論して結論を出したから、これで良いわけなんですけれ

ども、あとは、「大東の分だけどうしてだ。」と、こういう話に、たぶん、今後な

るんではないかと思うんです。それで、ここの中に一切でてこない部分を一つ足し

ておいてもらいたい。それは、そもそもプールの上屋の問題、事の発端っていうの

は、大東地区の興田中学校なんです。興田中学校でプールの屋根をつけたことが始

まり。「一体何でつけたんだ。」というと、これは農薬の問題だったんです。今は

どうなっているかわかりませんが、興田中学校の周り、プールを設置した校庭より

も上方のほうに、りんご畑がずーとあって、そして、大きい機械で消毒をするわけ

です。それが風に乗ってプールに入る。このことが問題になって、農薬からプール

の水を守らなければ駄目だと。そこにプールの上屋を設置した原点があるんです。

ここがスポンと議論から抜けて「何で大東ばかり。」という話になる。今の経過を

ある議員に話したんですが、｢そうか、初めてわかった。｣という話をされたんです

ね。そこが抜けた中で議論が展開されますから、途中でも何回かあったんだけども、

「大東は気まま語っている。」という話が実際にあったんです。そうした中で、

「いやいやこれ違うよ。」と、地域枠の中で、そういう経過があって、立地条件か

らして位置づけているのだという。例えば、大東小学校、あそこだって、かつては、

周りはりんご畑ですからね。今は経過の中でこれは薄れていっているけれども、そ

ういう消毒問題というのは実際にあるんです。 

花泉の場合も検討してはっきり答えは出しておく必要があるのではないかと思う

んです。花泉小学校の場合には、田んぼの中になるはずで、航空防除やヘリ防除だ

とか、農薬問題があるんです。それはそれで影響がないならないと、きちんとさせ

ておく必要がある。各論でいくとありそうな感じがする。千厩はそういった問題は

無いような感じがします。 

プールの屋根で、もっとも良かった部分であったのは、原発の時です。東日本の

大震災のときに、放射能問題で水質検査を盛んにやったわけです。プールの屋根が

あった所だけは屋内だから問題外というか、重要課題にならなかった。そういう、

ここの紙面に出てこない経過はあるよということを、はっきりさせていかないと議

論が歪曲されていく可能性があるよということなんです。 

それから、岩手県内の事情でいうと、葛巻中学校が屋根をつけているんです。私

も行ったことがあるんですが、ここはどういう根拠でつけているかというと、空が

限りなく 60 度ぐらいに近くて、日照時間が平坦な地の半分も確保できない。だから

水温が上がらない。水温が足りなくてプールを使える期間が限りなく短い。それで

はまずいということから、プールに屋根をつけることで水温を上げて、体育授業が

可能になるようにする。この考え方が葛巻中学校で屋根をつけた理由なんです。屋
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根をつけているところでは、それなりの理由が背景にあって、税金を一定程度投入

してきたという経過があるので、そういう経過をどこかに記述をしておかないと、

段々知らなくなって、いろんな別な次元に話がいってしまうというような感じがす

るので、これはどこかできちっと押さえておいてもらいたいというふうに思うわけ

です。そして、立地条件や産業の関係など地域事情といったものも、いわゆる町の

中の学校と山間部の学校は同一でないんだというあたりは踏まえながら、課題をき

ちっと整理して行く必要があるのではないかなと思ったりします。 

○教育長 

今の話は、私もちょっとわからなかった部分もあるんですが、ただ、今後、千厩、

花泉、東山でこれが整備になるので、議員には、この間は、今後、基本的には設置

しないということで、まず明言した部分です。 

いろいろ地域事情は確かにあって、例えば、南小学校なんかは、逆に割に高い建

物が周りにあって、見られるっていう部分の特殊事情もあるという部分もやっぱり

あるんです。ですから、いろんな事情はあるにしても、花泉は先ほど農薬の部分が

ありましたけども、ただそれを拡大させて考えちゃうと、みんな必要だとなってし

まいかねないので、説明として口頭ではそういう経緯があったっていうのは話すん

ですが、今度、花泉でも同じように、屋根は付けない方針で教育委員会としてはお

話はしたいというふうに考えているもんですから、その部分が出た場合には説明は

しますけども、基本的にはそういった大きな問題にならない、危険性の部分がない

限りは、なしの方向でいきたいというふうに思っています。 

校舎の設置についても、例えば、千厩小学校は、今度はチップボイラーというの

を新しく学校に入れ始めた。それからあとは、放課後児童クラブを学校の中に入れ

たのも初めてです。これは、今後のチップとか放課後児童クラブとかプールの屋根

とかは基本的な方針として、これは基本的には変えないと。その他の部分は地域の

要望によって、配置とかさまざまな部分は変えても、その部分はできれば堅持して

いきたいっていう考え方を、今の段階では、事務局としては、持ちたいというふう

には思ってるんですが。 

○委員長 

これは、結論を変えるとか何かという意味ではない。これはこれで理解が得られ

て、今まで全体像を検討した議論があまりなかったから、こうやって整理して、議

会の理解も得て、それで方針にしていくと、これはそのとおりで良いと思うんだけ

れども、経過的には押さえておく必要があると思うということです。 

では、プールの話はよろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 
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 ⑵ スポーツ少年団へのスクールバスの運行について 

○委員長 

⑵ スポーツ少年団へのスクールバスの運行について 説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 説明 ） 

○委員長 

それではスクールバスについて説明があったわけですが、いろんな角度から考え

て難しいという答えですね。 

支援のあり方の問題については視点を変えて検討してみると。 

○教育長 

事務局内でも当初は、何とかなるんではないかということで、やれるはずだとい

う、どっかにやれる理由、根拠があるはずだっていう視点で見たんですが、やはり

なかなか難しかったということです。 

これは、無理にやってしまうと事故のときの問題とか法律上の問題がどうしても

立ちはだかってしまって、昨今、例えば、盛岡の私立高校でスクールバスを講師が

運転しての事故の問題がありましたけども、バス運行については、随分全国的にも

いろんなことで、事故があった時の問題は出されてますので、指摘されるような使

い方はやっぱりまずいだろうという、そういう判断のもとにこういう結論を出した

ところです。 

○委員長 

おって、スポ少に対する支援のありようといいますか、これについては、別途検

討をしていくと。 

あと、補助額等については、どこの市町村もだが、実際の話を言うとそんなに大

きい額ではないものね。２倍ぐらいに増えたからって、世の中がひっくり返らない

ような金額ですね。 

○教育部長 

スポーツ振興課でもこの内容については協議してございまして、特にスポーツ振

興課のほうでも、特に全国大会の出場補助金の使い勝手があまりよくないっていう

ご意見をいただいているようで、例えば、県大会等に出場する場合に、宮城県くら

いですと、自家用車で行くケースがあるそうなんですが、自家用車で行った場合に

補助対象にならないとか、公共交通機関を使ったときも、切符の領収書を付けなけ

ればいけないとか、使い勝手が悪いようなので、それらも含めて、全般的に見てい

きたいということでありました。 

○小野寺委員 

この新聞記事が載って、関係者から教育委員会のほうに何か問い合わせがありま

すか。 

○教育部長 

特にないそうです。 
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○委員長 

これは、やってまずいことはやるわけにいかないから。これはこのとおりで良し

としても、考えによっては、逆に、いわゆる保護者負担という部分で、概算でも出

した経過はないですね。 

○教育部長 

前の総合教育会議資料の中で、年会費がいくらだとか、1 回あたりの大会にどれ

くらい掛かっているとか、どれぐらいの大会に出場するかというのは把握している

ところであります。これについても、その年によって、大会出場は、予選を勝ち抜

けるかどうかというとこもありますので、上下するものだと思います。 

上下しないところとすれば年会費となりますが、だいたい、多いのが１万円以内、

２万円以内というところが多いという状況です。 

○委員長 

他の市よりも先駆けて、額が大きくなったにしても、100 万円単位のレベルだも

の、考えてみると 5,000 万円も多くなるというなら議論の余地もありそうだけども、

なんとなく教育立市を語るには、200 万円上がったからって、本当は良いような気

がするんですが。 

他の市の前例を作くるくらいの検討をしても良いような気はするんですが。ただ、

財政の方では何というか分からないけども、そういう積極提言を教育委員会として

やることは、試みたほうがいいのではないかなと思ったりします。 

これについては以上でよろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは以上とします。 

それでは予定した分は以上であります。 

ほか特にございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

以上で、第 160 回教育委員会定例会を終了といたします。 


