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         第 147 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 28 年１月 29 日（金）  

開会時刻 午前９時 30 分 

閉会時刻 午後０時 26 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    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 

いきがいづくり課長 佐 川   伸 

４ 傍聴人    報道関係者 １名 

５ 議題及び議決事項 

⑴ 議案第１号 一関市立小中学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定につい

て（可決）      

⑵ 議案第２号 一関市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令の制定について

（可決） 

⑶ 議案第３号 一関市立学校の設置及び廃止に関し議決を求めることについて 

（可決）    

⑷ 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）  

⑸ 協議第２号 平成 28 年度教育委員会教育行政方針について（了承） 

⑹ 協議第３号 一関市教育振興基本計画（案）について（了承） 

⑺ 協議第４号 一関市立図書館振興計画（案）について（了承） 

６ 報告事項 

⑴ 本寺地区学校統合に係る協議経過、懇談会等の開催状況について        

⑵ 行事報告及び２月の行事予定    
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７ その他 

追加 スクールバスの事故について          

追加 一関図書館トークイベントについて       

８ 議事等の大要 

○委員長 

第 147 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。 

1）議題 

 ⑴ 議案第１号 一関市立小中学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

○委員長 

議事に入ります。 

議事日程第１、議案第１号一関市立小中学校管理運営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 

（提案内容を説明） 

○委員長 

質疑ございませんか。 

○小野寺委員 

そうしますと、今まで栄養士として活動していた人達は、この学校栄養職員と言

う呼び方になるのでしょうか。この学校栄養職員さんは、栄養士の資格をお持ちな

んでしょうか。 

○教育部長 

学校の自校方式で、現在南小学校と赤荻小学校に栄養職員を配置して自校方式の

給食を行っております。学校給食センター化に伴いまして、その職員につきまして

は、県費の栄養職員、学校給食センターの栄養職員となりますけれども、そちらの

方に移行しますので、学校についは栄養職員は置かないというふうな形になってく

るということから、ここの部分を削除しようとするものです。 

○小野寺委員 

栄養士さんはセンターの方にしかいらっしゃらないということですか。 

○教育部長 

そうです。 

○小野寺委員 

今まで、学校の中にいた栄養士さんが、授業なり授業の合間なりに子どもたちに

栄養指導していたのは、どの方がやられるのですか。 

○教育部長 

これまでも、学校給食センターの栄養職員が配食校を回って食育の指導をしてお

りましたし、また、現在、学校教育課に１名栄養職員がおりますので、その職員が
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各学校を回って、幼稚園も含めて栄養指導をして、食育の指導をしております。 

○千葉委員 

２点ほどお願いします。 

指導養護教諭というのは 28 年度には何人くらい置く予定があるのかというのが１

点と、２点目、主幹を学校に置くということで、主幹は当面、事務長が兼ねるとい

うことですか。小中の事務長というのは、一関管内で何人くらいいるのか教えてい

ただければということです。 

○教育部次長兼学校教育課長 

指導養護教諭につきましては、28 年度、初めて新設するということで、一関市に

は、１名、指導養護教諭を配置される予定でございます。 

事務長につきましても、１名、一関市において配置される予定でございます。 

主幹につきましては、これは給料表の関係から上げるために設置して事務長と兼

ねるということでございますので、当面の間は、主幹については、まだ配置されな

い見込みでございます。２～３年後に主幹もできるようになるものと思われます。 

○千葉委員 

事務長というのは今のところゼロということですか。 

○教育部次長兼学校教育課長 

現在、小中学校には事務長はおりません。 

○教育長 

委員長、主幹の位置づけですが、主幹の次に事務長がくる位置づけの順番になっ

ているんですが、ちょっと、県立高校だとかではたぶんこの辺りの関係がよく分っ

ていると思うんですが、小中だとイメージがちょっとよく分らなくてですね、事務

長が主幹を兼務するということは、位置的には、主幹の方が職位は上の扱いになっ

ているんですか。 

○教育部次長兼学校教育課長 

事務長の給料表は行政職の５級、担当課長級を想定しております。主幹につきま

しては行政職の６給を新設するという方向でございます。つきましては、職務につ

きましては、県立学校の主幹と同様の職務を想定しております。事務長と兼務させ

るという方向でございます。主幹の方が上位職という形で捉えております。 

○教育長 

この辺は、ちょっと千葉委員さんから情報提供いただきたいのですが。県立高校

の場合に、主幹と言うのは事務長の上位に、主幹の職だけでいるというケースは千

葉委員さんのこれまでの知見の中では、そういうことはありますか。 

○千葉委員 

イメージが全く沸かない。事務職の主幹、私のイメージだと事務長補佐的なイメ

ージなのかなという感じだったけれども、こういう位置づけというのは、ちょっと

違和感がありますね。 

○委員長 

教諭の中にも主幹があるよね。主幹の人と、校長、副校長は分かるけども、その

次が主幹か、その辺もお願いします。 
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○学校教育課長 

現在は、校長、副校長、主幹教諭、指導教諭そして教諭という形に現在はなって

おります。学校の中では、副校長の次に主幹ということになっています。 

○千葉委員 

私、主幹教諭と言うのを全然存じ上げてなかったんだけれども、今、いわゆる第

３番目に、指導教諭より上だと。管理職の一種ですか。 

○教育部次長兼学校教育課長 

はい。 

○委員長 

指導教諭と言うのは管理職ではないですね。 

○教育長 

職位上は、校長、副校長、主幹教諭という位置づけなんです。指導教諭は、そう

いういわゆる職位ではなくて、いわゆる手当の対象という位置づけをしているはず

です。 

○菅原委員 

この改正は、県の教育委員会が制度を変えることによって新しく一関市もこのよ

うにしますということですよね。そして、指導養護教諭１名と事務長１名が新設で

つくられると、その方は県職としていらっしゃるわけですよね。一関市で財政負担

をして雇うわけじゃないということですよね。 

質問を変えます。栄養職員の方は、一関市でなくなるということは、もともと県

職だから、変更はなしということでいいんですか。 

○教育部長 

栄養職員につきましては、これまで県費の栄養職員の配置基準がありまして、そ

れで賄い切れない分につきましては、市の栄養職員を充てて給食を作っていたとい

うことです。 

現在、学校給食を担当している栄養職員が２名おりますが、１名は、ちょうど退

職の年度にあたりますし、南小学校は、県費の職員を入れてもらっているというこ

とですので市費の栄養職員は１名ということになります。その職員は、今年度で定

年退職というふうな形になります。 

○委員長 

そのほかございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なければ、議案第１号について、本案の通り決定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１号については、本案の通り決定いたします。 
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 ⑵ 議案第２号 一関市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令の制定について  

○委員長 

議事日程第２、議案第２号一関市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令の設

定について、説明をお願いします。 

○教育部長 

（提案内容を説明） 

○委員長 

質疑ございますか。 

○教育長 

イメージとしてこういうイメージを持っていていいのかということで確認なんで

すが、結局、手当関係の決裁が校長から、共同実施の組織の長に移りますので、例

えば、住居手当をある学校の先生が申請したと、今までは、校長がハンコを押して

認めたということで手当が支給されていたんですが、これからは、たぶん上がって

行って、副校長からかどこからかは分らないですが、例えば副校長から隣の学校の

共同組織の長のところに書類が行くと、隣の学校でたぶん事務の方が共同組織の長

になっていますから、その方がハンコを押して、これで決裁ということが、これか

らは多く、それの方がむしろ多いということになるわけなんです。そういうイメー

ジとして捉えて良いって言うことですよね。 

○教育部次長兼学校教育課長 

事務職員の方が、月に２回ほど集まりまして、共同実施をしているところでござ

います。その中の総括が最終的な責任を持つと。総括の人が事務長にもなると、事

務長が総括にもなるという形でなってますので、その人の責任に今後なっていくと

いう形になります。 

○教育長 

学校のたぶん事務の方がその書類を持って総括の事務長のところに行って、たぶ

ん一緒に集まるんだと思うんですが、そこでまずハンコを押して決裁ということに

なっていくと、住居手当とか通勤手当はそういう形になっていくということのイメ

ージでよろしいですね。 

○委員長 

そうすると学校の中は事務職から直共同というところに行くのか。これは決まっ

てないのか。 

○教育部次長兼学校教育課長 

学校長のハンコも押すものと思われます。見た上で、決裁のところは総括の印と。 

○委員長 

そうすると学校長のところは途中になる。 

○教育部次長兼学校教育課長 

そういう形になると思います。 

○委員長 

出口が狭まると言う感じかな。今までは学校長だから学校数出て行くのが、それ
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が束ねられて出て行くという。 

○教育部次長兼学校教育課長 

要するに、事務長になると言うことで、責任が今度は伴ってくると。学校長の責

任から今度は事務の総括の責任という形になってくるという形になります。 

○千葉委員 

各学校の学校長がハンコを押して、それが共同のところへ行って、そこでもしハ

ンコが押されないと言うことになれば、学校長よりもその組織の長の方が上ってい

うことになるんですね。 

○教育長 

ちょっとそこを後で確認していただきたいんですが、つまり事務職から共同実施

の総括のところへ行くのか、校長を経由するのか、そこを後でちょっと確認してい

ただければなと思います。 

それから、当面は結局、事務長と言っても市内に１人しかいませんので、ほとん

どこの８人は事務長じゃないわけですから、当面は、もう共同実施の総括が決裁を

押すということに、事務長じゃない人が決裁をするということに当分はなっていく

ものというふうに考えていいですね、 

○菅原委員 

これから来るのだと思うのですけれども。それで、これは県の教育委員会が組織

を替えたことによって倣ってやっているということで、このことについて別に何も

問題はないんですが、果たして、それがいいことなのか。県の教育委員会でそうい

う判断ですが、一関市として今までのやり方が何か不都合があってその方がいいの

か、上の県の教育委員会でそうしたから倣ってやらざるを得ないのか。なんかよく

分らないですよね。今もお話ありましたように、校長先生が仮にハンコを押して申

請して、それがどうにかなると。ちょっと組織としては、非常に形式張ったという

か、実態にそぐわないような気もするんですが大丈夫なんでしょうか。 

○教育部次長兼学校教育課長 

事務長になった人も普通の学校事務と同様に学校におります。普段の勤務は普通

の今の学校事務職員と同様に学校におります。あとは、総括を兼務してますので、

共同実施のときに、みんなで書類をチェックしながら、そして、決裁印を押してい

くという形になっております。現在はそれを最終的には校長先生が、最後の決裁印

を押すという形になっています。事務職員さん方で見てオーケー出たものを校長が

決裁を押していくとそういう形ですので、今度は事務長さんにお願いすることにな

ります。 

○菅原委員 

その方が合理的だということの判断なんですよね。 

○教育部次長兼学校教育課長 

一つは合理的だという判断とですね、事務職員の待遇改善という趣旨もございま

す。小中学校の今まで事務職員は県職員でありながら、県の給料の号級が３号級４

号級しかございませんでした。事務長という職をつくって５号級になるということ。

更に主幹になると６という形に待遇改善という趣旨もございます。 
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現在、小中学校の事務職員はジョブローテーションということで、いろんな県職

員になったり、小中学校に行ったりと、いろんな経験を積ませるということを進め

ておりますので、そういう中で、待遇改善の趣旨もあるものと思われます。 

○教育長 

どちらかというと、意義付けは事務の簡略化という観点がかなり強く入ってきて

いる。つまり、今までは、事務職員がそれを見て、それを更に校長が見ていますが、

専門職的な中身でないと、実際に、通勤手当とか扶養手当の部分はなかなか見れな

い部分っていうかですね。ですから事務の部分が実質的にそこでハンコを押すと、

大体それはそのまま通る形で校長から決裁を受ける形だったのですか、それを今度

は、事務職の集団のグループで１回目を通した上に最後に総括がハンコを押すと。

そこまで行けば大体間違いがないという、そこで完結するということで、更にその

後に校長のハンコは必要ないという、そういう事務の簡略化の部分はかなり大きい

のじゃないかなというふうに思います。 

○小野寺委員 

そうすると、今までは学校の校長先生によっては手当の幅があったんですか。 

○教育長 

当然手当の基準があって、それを本人が申請して、例えば通勤手当だったら、自

分の家からこういう通勤ルートで行きますということを出すわけですね、そしてそ

れに対して、今度は事務職が、ここまでは車だったら何キロメートルくらいと規定

があって、それに合わせて、ここからは例えば電車を使う、電車で何分で何円掛か

るということを計算して、それで通勤手当を出していたんですが、そこの中身とい

うのは校長が一つ一つやるよりは事務が慣れてますので、それの方が実質的に事務

が管理できていたと言うことなんです。 

それを今度は、そういう総括が、最終的に見てチェックすると、そこで終わりに

すると、校長までに見なくても同じことなので、校長は、そういう点では、事務職

よりは、いわゆる専門職的な部分は時間がかかりますので、そこは専門職に任せて、

そこで簡略化しようということだと思います。 

○委員長 

よろしいでしょうか。それでは、議案第２号については、本案のとおり決定する

ことでよろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは異議なしと認めて本案の通り決定をいたします。 

 ⑶ 議案第３号 一関市立学校の設置及び廃止に関し議決を求めることについて 

○委員長 

議事日程第３、議案第３号一関市立学校の設置及び廃止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 
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（提案内容を説明） 

○委員長 

質疑ございませんか。 

○教育長 

そうすると、これの今後の取扱いですけれども、これは条例なので、議会の方に

提案されて承認を得るという手続きを踏むということになると思うんですが、そう

すると３月議会に、これが出されるということですね。 

○教育部長 

次の 10 ページの協議でその議案を提出するということで準備をしておりましたが、

この３月議会で、この条例案を決定していただくという進め方であります。 

○委員長 

次の条例を提案するための決議ですね。 

○教育部長 

はい。 

○委員長 

特にご異議ございませんね。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、議案第３号については本案の通り決定をいたします。 

 ⑷ 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  

○委員長 

議事日程第４、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、説明をお願いします。 

○教育部長 

（提案内容を説明） 

○委員長 

質疑ありますか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

質疑なしということでありますので、協議第１号については、本案の通り条例を

制定するために市長に申し入れをするということで、異議ございませんね。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

異議なしということで、本案のとおり、市長に申入れをいたします。 
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 ⑸ 協議第２号 平成 28 年度教育委員会教育行政方針について  

○委員長 

議事日程第５、協議第２号、平成 28 年度教育委員会教育行政方針について説明を

お願いします。 

○教育部長 

（提案理由を説明） 

○教育部次長兼教育総務課長 

（読み上げて報告） 

○委員長 

これの議会までの取扱いはどうなりますか。 

○教育部長 

気づいた点があればご指摘いただいて、それを修正していきたいと思いますし、

この場でということもなかなか出てこないと思いますので、 

○教育部次長兼教育総務課長 

今でご指摘いただく分はいただくとして、家に戻りまして気付いた部分について

は、２月の２日までに、事務局の方に電話をいただいて、事務局の方であとは委員

長さんと相談しながら修正させていただきたいと思いますが、よろしくご協議願い

ます。 

○委員長 

それでは、今日は今日でこれから進めますが、最終的には２月２日までにという

ことをまず確認しておきます。 

それでは、１回ここで休憩を入れます。それでは 10 分間休憩をいたします。 

10 時 35 分まで。 

（ 休憩 10 時 25 分～10 時 35 分 ） 

○委員長 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

それでは、先ほど、次長が読み上げた教育行政方針について、今の段階でお気づ

きの点、質疑等含めまして、ありましたらどうぞお出しください。 

○委員長 

私から、３ページの、いわゆる体育スポーツの関係は、一般はこれは市長部局に

行ったのはその通りなんですが、学校体育の分に触れているわけだけれども、その

中の小学校での業間運動という形になっているけれども、現実はどんな具合になっ

ているのかという意味と、あと若干こういう表現をとっていくと、教育委員会では、

積極推進っていうか、イメージに解されるわけだが、例えばの例の一つということ

だろうと思うんですが、現状はどんな具合でしょう。 

○教育部次長兼学校教育課長 

今年度、県教育委員会の指導のもとに６０運動っていうことで、１日 60 分間の運



10

動をさせましょうと、通学も含めてですが、そういうふうな形で各学校で取り組ん

でおります。 

成果を上げてる学校は、本当に業間に校庭を走らせて、体力が向上している学校

もございます。そのほか縄跳びをさせている学校もございます。肥満も多いという

ことから、そういうのを進めているところでございます。 

○委員長 

あともう１点。これは、今始まった議論ではもちろんない、長年の間の分なんだ

が、いわゆる小学校での教育課程外にもちろんなっているわけだが、いわゆるスポ

ーツ少年団、いわゆる小学校での、いわゆる中学校の部活に該当する活動、これに

対する教育委員会の姿勢みたいなものかな、これは触れにくい話であることは間違

いない。だけれども中学校あるいは高校、一般含めて、かなり小学校でのスポーツ

少年団の果たしている役割もまた否定できないのも確か。これ抜きには先頭集団に

なかなか行けないというのもこれも実態としてはあるだろうと、それの特異な形に

なっているのが例えば岩手町のホッケーだとか、そういったいくつかのものがお互

いに知っているわけですね。そういったものは、ここでは触ると差し障りがあるこ

とはその通りのような感じはするけども、ただ、学校現場の中に、それの意見も割

れているだろうと思うんです。かなり肯定的な受け止め方をする学校、教職員もお

れば、いやこれは学校外の活動なんだということで、割り切ろうと言うこういう考

え方もあれば、いずれ混在していることなんですね。 

ただし、全国大会レベルになると、教育委員会としても補助を出しているわけで

すね、現実はね。そうすると経済的支援っていうか、これもまた教育委員会、ある

いは行政としてやっているということもまた事実なわけです。その辺で、私、肯定

的な立場に、基本的には教育委員会は立たざるを得ないだろうと。これは否定論は

成り立たない。あるいは触れないということはできるけれどもね、その辺の立ち位

置はどんな具合になったらいいのか。つまり、全員参加の業間体育は、これは全員

参加の考え方で、学校が企画し教育課程の中の位置づけをしながらやるとそのとお

りなんだけれど、放課後活動の中でやっていることも、これまた確かなことなんで

すね。その辺の事は、どんな具合に触れたらいいのかどうぞ、部長。 

○教育部長 

27 年度からスポーツと文化については市長部局に移管してるということで、そう

した中で、スポーツ少年団については、いわゆる、社会体育の振興、生涯スポーツ

の振興というふうな位置づけをできるんじゃないかというふうには考えております。 

今回、教育行政方針ですので、教育委員会の所管する部分の話で学校体育の分は、

ここに掲載させていただいたということなので、市長部局、施政方針の中で、いわ

ゆる小学生のスポーツ少年団活動を推進するとか、そういうふうな話が出てくれば

いいなとは思うんですけども、総合教育会議の中では、市長部局と教育委員会連携

して、それぞれ推進して行くというふうな形になってますので、そういう部分、文

化とかスポーツについては、総合教育会議の中での大綱の中で位置づけていくとい

うふうなことで、それは前回の総合教育会議の中でご意見いただいて、スポ少とか

の部分については、位置づけを行ったところですが、今回、この教育行政方針、こ
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れからやります教育振興基本計画につきましては、いわゆる一関市の教育委員会の

所管する分野を述べたり計画していくというふうな、そんな位置づけをさせていた

だいております。 

○教育長 

もしそういう部分を盛り込む、それは教育振興基本計画にも関係はしてくるんで

すけれども、もし盛り込むんであれば、先ほどの小学校での業間運動や中学で部活

などの運動機会を充実させると。そこのところに、させて、そして、スポ少活動な

どの社会体育と連携を図りながら、体力の向上とか、たくましい心身を育んでいく

という姿勢は盛り込めるのかなと。で、今やっぱり学校だけで、これは学校これは

何て言うふうに明確に区別できない時代になってきて、例えば、今もちょっと話題

になっているんですが、放課後児童クラブも学校が一切関知しないという時代でな

くなってきている。社会体育のスポ少も多分、学校はもう関知しないという時代で

はないんじゃないかなと、例えばスポ少で子どもの人数が少なくなって、その子た

ちが活躍して全国大会に行くという時に、学校の先生が、例えば大会の決勝戦の応

援に誰も来ないっていうことがあってはいけないんじゃないかなとは思うんです。 

そういう点では、連携だけはしっかりとって行こうという姿勢は必要なんではな

いか、その辺りは盛り込めるんじゃないかなという感じはします。

○委員長 

その辺、どんなふうにしたら良いか、私が思うにはですよ。いわゆる小学生での

スポーツ活動っていうのは、これは肥満対策の部分や健康管理という視点の部分と、

スポーツ振興、やがてはスポーツの競技力の向上につながっていく、そこの基にな

っている部分については、これ厳然たることだろうと。その時に、学校が一定程度

理解をすることが当然必要だし、そらから施設上ですね。学校の施設を使うという

ことも確かなわけ。 

それから、単純な話ですよ、私の体験上からいくと、これは教育課程外だから、

例えばね県大会の野球大会に行って優勝してきたと、だけども教育課程外だからと、

全校の前で紹介してくれなかったなんていうのが、私の体験で、そういうアピール

を地域の人やＰＴＡからされた。私が行く前の話ですよ。いやいや、それは大いに

やった方が良いよと私は思った。教育課程だとか教育課程外だとそういうことにこ

だわるのではなくて、子ども達が頑張ってやったのだから、それをみんなの前に紹

介したり褒め称えたりするのは、これ当然の行いではないかと。こんな辺りが、必

要以上に割り切り過ぎてって言ったらいいか、それが逆に今度は一所懸命やろうと

いう、地域の皆さん、保護者、子供たちにとって、冷たい学校というイメージがま

たないわけではない。一関の実態がどうかは分りませんよ。少なくとも私はそうい

うことではあってはならんと。やっぱり、教育課程外と言ったって、教育は、学校

教育だけでやるのでないよと。これは、教育課程外でも現実やってるのだと。それ

が学校教育にも跳ね返ってプラス作用を起こしているのだと。こういう辺りを、や

っぱり、学校現場の受けとめ方を、私は暖かくなければならないのではないかと思

うことが時々ある。冷たすぎると。 

○小野寺委員 
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これはもうちょっと前の話で、うちの子ども達の頃の話ですけども、結局学校の

先生が携わると、その先生方の仕事の一環、勤務時間外という考え方と、それと謝

礼とかといった問題も出てきますよね。その辺をどこで線を引くかっていう問題が

結局生じてくるんじゃないかと思うのですが、その辺はどうなんですか。 

○委員長 

深入りし過ぎると微妙な問題が起こってくるから教育長が言った辺りで納めるの

がいいのかもしれない。連携してという辺りで。これは事実ね、小学校の野球では

外部の人が指導に来ているわけだ。現実ね。この人は、やり方にもよるが学校教育

にはプラス作用を起こしているのが大方の流れだと思うんです。その辺が、やっぱ

り、子どもたちを巡っての話合いなんかが学校ともやれるようなものというのがあ

る程度ないと、学校自らが企画して指導してっていう、これはかつてはあったこと

だけれども、今はそんなことまで期待することは、よろしくないだろうからね。と

いうような感じ、どこかにちょっと触れるくらいはと思ったりするんですが、いか

がなものでしょうか。 

あとは、事務局で検討してください。 

○教育部長 

そういう形に、運動機会を充実させると共にスポーツ少年団活動などと連携しな

がら、 

○委員長 

みたいな感じで。要するに、教育委員会の中心的課題だという位置づけではない

よと。これは。あくまでも社会スポーツという範疇なんだけれども、活動している

のが、現実、学校に在籍する子どもたちだから、連携をしながらとこういうことで

す。その辺は一つ、ちょっと検討してみていただきたい。 

○教育長 

１点だけ、同じ３ページの上の方に、豊かな心のところですが、道徳教育やボラ

ンティア教育、このボランティア教育のところに合わせて、教育振興基本計画にも

関係するんですが、福祉・と入れていただけるとありがたいなと。 

保健福祉部の方でもですね、一関市の人口動態が減少もそうなんですが、同時に

高齢化が非常に進んで、高齢化の中で、そういう人たちが地域の中でいきいきと活

動していったり、いきいきと健康で生活するためには、やはり地域の方々がそれを

支える体制がやっぱり必要だっていうことは、この間、提案をちょっとされたもん

ですから、そういったことに対して、教育でも、やっぱり福祉っていう心を、教育

の中でもやっぱり色濃く出していった方がいいんじゃないかという話がありました

ので、そこはやっぱり受けたほうがいいかなというふうに思いますので、そういう

部分を入れていただけるとありがたい。 

○委員長 

あとはないでしょう。なければ、２月２日を目途にご意見があった場合には、事

務局の方に電話でお話いただきたいということです。 

では、教育行政方針について、以上のところでよろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 
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○委員長 

それでは協議第２号については終わります。 

 ⑹ 協議第３号 一関市教育振興基本計画（案）について 

○委員長 

議事日程第６、協議第３号一関市教育振興基本計画（案）について、説明をお願

いします。 

○教育部次長兼教育総務課長 

（提案内容を説明） 

○委員長 

それではちょっと時間も気になって来ましたので、この振興計画の今後の取扱い

については、２月の定例教育委員会議で決定するという手続きですね。そうします

と、次回の定例会で決定するということになりますので、今の説明をもとにしなが

ら、いつ頃どうなれば良いですか。 

○教育部次長兼教育総務課長 

後で協議していただきますが、２月の定例会議を 24 日に開催したいというふうに

ご提案しようと思っていました。その１週間前として、２月 15 日までに、この部分

をこう直したほうがいいのじゃないかと言うものを事務局にいただければ、こちら

で、教育長含めて検討させていただいて、予め修正した内容で次回の会議に付した

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長 

今の説明のとおり、この決定に至るまでの取組み方をよろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

２月 15 日までに意見を事務局に出してくださいということにします。 

今気付いている分ありましたらどうぞ。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

今は、特にないですね。２月 15 日まで、よろしくお願いします。 

○委員長 

それでは次に進みます。 

 ⑺ 協議第４号 一関市立図書館振興計画（案）について 

○委員長 

議事日程第７、協議第４号一関市立図書館振興計画（案）について説明をお願い

します。 

○一関図書館長 



14

（提案内容を説明） 

○委員長 

今説明をいただきましたが、これも今後の取扱いについては、先ほど説明があり

ましたけれども、２月 15 日目途で良いのですか。修正意見は、２月 15 日までとい

うことで、今日は今説明をいただいた範囲で質問等ありましたら出していただきた

いというふうに思いますが、何かございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、これを各自読んで、そして 15 日までに意見を事務局の方に寄せると言

うことでよろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

図書館の振興計画についても、次長の方に意見を集約するということで確認いた

します。それでは議事日程第７、協議第４号については、以上といたします。 

2）報告 

 ⑴ 本寺地区学校統合に係る協議経過、懇談会等の開催状況について  

○委員長 

３番に入ります。３報告⑴本寺地区学校統合に係る協議経過、懇談会等の開催状

況について、説明お願いします。 

○教育部長 

（提案内容を説明） 

○委員長 

それでは、報告がありましたが、協議の中心は最終的には、年度の問題のところ

に行きたいと思いますが、その前に報告内容について、質問ございませんか。 

本寺小中、それから厳美小中のＰＴＡの役員の方々に説明をして、ということに

なっているわけですが、厳美小中は今回初めてだったでしょうか。 

○教育部長 

学校に対しては説明はしてきてたのですが、ＰＴＡの役員を集めてというふうな

部分では今回初めてだったので、そこの部分の、最初からの理解がまだ充分でなか

ったということであります。役員にお話をしても、いずれ全ＰＴＡ会員に、そのこ

とを役員の方が説明するためには、もっと詳しい情報が必要だというふうなお話を

いただきました。厳美小学校については、今後、役員会で説明して、更に、ちょう

ど授業参観が２月の 23 日かにあるということで、その際に、全体に説明をしてほし

いということで話をいただいておりました。 

○委員長 

ここの厳美小中の分については、説明の機会をきちんとつくって説明をしていけ

ば、受入側の方ですからどのように受け入れればいいかというイメージと具体的な
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取組み方が見えてくれば、理解をたぶんしてもらえると、こういうふうに理解して

よいですかね。 

○教育部長 

はい、そのように考えておりましたし、どうしても報道の方が先に行ってしまっ

て、当事者の方への説明が後になってしまったというふうな進め方もちょっと配慮

が必要だったなというふうには思ってました。 

○委員長 

新設統合とそれから編入、これははっきり編入だということは明言してますね。 

○教育部長 

それは説明しています。本寺地区にもですけども、両方に。 

○委員長 

本寺地区も編入だと言うことで理解を示しているのですね。そこのところが食い

違いや意見が微妙にあると難しいところを、ちょっと整理しないと。そこは良しと

言うことですね。 

○菅原委員 

説明がこれから必要だということでなさるんですけど、その１月 12 日のお話の中

で、今回の統合について懸念される、その心配な材料っていうのは、あったもんな

んでしょうか。もうちょっとスッキリ行くのかなというイメージでおったんですけ

ど、ここに来てちょっといろいろ説明をしなきゃいけないということで、懸念され

ることがあるもんなんでしょうか。 

○教育部長 

この進め方の部分が一つありましたし、あと、当然、受入する場合に、本寺地区

から参観日とかで来るということで、どうしても車の台数が増えてくると、そうい

う部分で、現状でも駐車場が少ないとか、そういうふうな施設的な部分の心配って

言いますかが、若干あったというふうに考えてますし、最近、統合した場合に学校

を建てていたり、新設の場合はですね、あるわけですけれども、今回は、本寺の子

ども達が入っても現在の厳美小中の校舎で間に合うというふうな人数ですが、古く

なってきたというふうな部分での施設に対しての改善があればいいなとか、そうい

うふうなものが多いということです。懇談会の中でも、反対という趣旨ではないけ

れどもということでですね、進めなければならないと思うんだけども、もうちょっ

と、内容、進め方について、話し合いが必要だというふうなご意見をいただいたと

ころであります。

○委員長 

そのほかございませんか。 

○教育長 

実際、年度を考えた場合に、29 年度、30 年度という、本寺地区の意向なんですが、

今、厳美地区の方に説明に入ったときに、やはりもう少し丁寧な説明が必要だとい

うお話だったと思いますし、私もその説明の場に行ってそういう感じはいたしまし

た。やはり、よく理解してもらってから進めるということが大事だと思いますので、

そういう時間的余裕がある程度あった方がいいだろうなということがあります。 
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それから、本寺地区にとっても、今までやっていた地区の行事とかを学校中心に

やってたもんですから、学校中心にやっていた地区の行事とか、地区づくり、地域

づくりというか、そういったものもどうスムーズにつないでいくかという部分も、

時間が必要な気がするので、やっぱり 30 年度を目途に統合を進めると、厳美地区へ

の説明を丁寧に行いながら、30 年度を目途に統合について進めていくということの

ほうがいいんじゃないかなというふうに考えます。 

○委員長 

今、教育長の発言にあったいわゆる地域の関係、特に本寺の場合にはあそこは鶏

舞があったのでしたか。厳美にもあったか。 

○教育部長 

本寺は中学校が鶏舞をやっておりました。厳美小自体はやってないですけれども

統合した際に達古袋小学校はやっていたので、達古袋は地域の中でそれを伝えてい

くということで、学校というふうな括りの中でみんなで取り組んでいくというふう

な形ではなくなってました。 

○委員長 

これまでも幾つかの統合の時に、要するに教育課程の中は、すり合わせはよくや

ればできることなんですが、教育課程外の、特にスポーツ関係と文化活動の関係か

な、これはそれぞれ思いがあるし、よく理解して、地域との兼ね合い、学校間、こ

このところは、よく整理してから行った方がいい感じがする。それが課題を残して

しまうと、正直言って学校は人事異動があるから、そこの人事異動もあって、どう

も尻切れトンボになってみたり、こんなはずじゃなかったなんて話に行ったりする

可能性があるから、そこは、よく吟味した方がいいのじゃないかと思います。そう

いう意味からすると、ぜひともこの年度に、早い段階でぜひともっていうのがね、

この数字だとどうせ決まったら早くやったほうがいいんじゃないかというふうな意

味が強いのかなっていう、この 29 年がですよ。猿沢中と大東中の場合というのは、

はっきりと意見があって、ぜひ速やかにとこれが強かったから、その意向を無視し

てゆっくりとは行かないだろうということで年度をぐっと早めたとういう経過があ

ったが、ここはそうではないというふうに思われるが、どうなんですか。 

○教育部長 

４ページの一番下の表を見ていただければ分るのですが、未だ学校に入っていな

い子どもを持つ親は、早くの方が多い。あと小学校、中学校の保護者は同じくらい

ですが、どっちかと言うと 30 年というふうな意見が多かったところです。 

○教育長 

一つだけ、ちょっと付け加えますと、本寺地区についてはですね、例えばいろん

な行事を、学校を中心にやっていた経緯がある。例えば、運動会はもちろんそうで

すが、例えば、骨寺の田植えだとか稲刈り、これは学校が絡んでやっているんです。

いろんな行事は学校が中心にやっていたもんですから、もしそれが学校がそこに校

舎がなくなってしまうとその行事がいったいどうなるんだって話があるんですが、

普通、市民センターのようなところがあれば、そこが引き継いで行くんですが、実

は、市民センターは厳美地区全体に一つということで、本寺にはないわけなんです。
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本寺の中に三つの地区が、本寺とそれから小猪岡と瑞山という三つの地区がありま

すが、そこを束ねる組織が今ないんですよ。だから、今後、もし学校が統合した場

合には、その組織を同時にこうやりながら地域の活性化を図っていく必要があると

いうことを、地区の方々はやはり意見としてやっぱり出てましたので、それにも時

間がかかるだろうというふうに思いますので、30 年であればありがたいんじゃない

かなというふうに考えますが。 

○委員長 

委員さん方はどうですか。 

○千葉委員 

29 年、30 年、ほぼ拮抗している状況ですね、29 年にやるということになれば、

何か、こう教育委員会が強引に急いで十分な説明なしに進めてるんじゃないかと感

じる人たちも出てくるんじゃないかなと、そういう意味では、先ほどから話がある

ように、時間をかけてじっくりと丁寧に説明をするというような期間を設けて余裕

のある 30 年の統合のほうがよろしいんではないかなというふうに思います。 

○委員長 

そのほかどうでしょうか。 

これまでの意見交換の中では、統合年度は平成 30 年度がよろしいのではないかと

いうことなわけですが、これを、この教育委員会議の内容を踏まえて、いわゆる地

域との話合いを進めて行くとこういうことになりますね。それでは、教育委員会の

考え方としては、平成 30 年度に統合するという考えを基本にして、本寺地区、厳美

地区との話合いに臨むということでいかがでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、今のような考え方で、今後の話合いや地域との懇談を展開していくと

いうことで、確認をしたいと思います。 

後は、具体的なところは更に進めていただくということです。 

 ⑵ 行事報告及び２月の行事予定  

○委員長 

それでは（2）に移ります。行事報告及び２月の行事予定について。 

○教育長 

行事の１ページのところから説明いたします。時間もあれですので少しはしょり

ながら説明いたしますが、２カ所ほどはちょっと詳しく話をしたいと思います。 

12 月はそのとおりでありました。 

１月でありますが、１月の６日、市の教育研究所の研究発表大会が藤沢でありま

して、これは年に１回市内の教員が一斉に集まってする研修並びに発表の機会であ

りますが、今回は３分の１の参加ということで、中では、涌津小学校・大東小学

校・川崎中学校・金沢小学校のさまざまな実践の発表がありました。 

７日でありますが、一関市の学校給食調理業務委託の指名型プロポーザルの審査
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委員会がありました。これは、この日には、５社が 20 分ずつプロポーザルについて

の説明を行いまして、西部と西部第二それから花泉と千厩の調理委託、給食センタ

ーの調理委託のプロポーザルの審査委員会を行いました。 

８日、公立保育園の会議がありまして、これは保育園ですから、教育委員会の管

轄ではないんですが、特にも、ことばの教育のことばの時間に関わる部分で、次年

度保育園２園・こども園１園について、導入を検討してるもんですから、それにつ

いての説明を行いました。 

10 日は成人式であります。先ほど話題になりましたけども成人式がありました。

今年度から、市長部局のほうに、成人式については、実施主体が移管しております。 

それから次、２ページでありますが、１月の 12 日、先ほどあった本寺地区の統合

に関するＰＴＡ懇談会がありました。 

14 日教育民生常任委員会がありまして、ここでは、教育に係る大綱について、そ

れから教育振興基本計画について、それから、図書館振興計画について、それから

ことばの教育についてということで、四つの内容について、議員の皆さん方に説明

をさせていただいたところです。 

それから、１月の 18 日ですが、これは予算の事業説明ということで、次年度の予

算について、予算に関わること、重点事業について、市長のほうに、特にも、こと

ばの教育、それから学力向上について話をさせていただきました。内部の説明であ

ります。 

19 日、一関地方の小中学校の小中学校長の研究発表大会がありまして、年に１回、

こういう校長先生方の研究大会がありますので私のほうで行ってあいさつをさせて

いただきました。 

20 日、管内の教育長会議、これは人事関係であります。 

それから午後ですが教育振興基本計画の検討委員会第６回でありました。最終の

回でありまして、ここを経て先ほどの説明をさせていただいたところであります。 

21 日、県立高校に関する地域検討会議がありました。これについて、若干ちょっ

と触れさせていただきますが、新聞でも載りましたので、委員さん方もご存じだと

思いますが、特にもこの中で、学年１学級の小規模校についての扱いについて、県

教委の案を出されました。基本的には１学級であることでもって統合というふうに

すぐにする方針ではないということであります。学びの機会を保証して、最低規模

としての１学級も特例として存続させるという方向性であります。ですから、今、

この間まで懸念していた花泉高校についても、方向性としては１学級でも存続とい

うことで、ただし 20 人以下の場合には、それが２年間続いたときには、統合という

方針を出すということでありました。 

更に具体的に、向こう５年間の学校統合の見通しについても出されまして、この

一関地方については、平成 30 年に２校、学級を１学級減にすると。31 年には大東

高校１学級減。32 年には一関工業、それから一関一高を学級減にするということで

が、四つの学級を、減少という方向で見てるようであります。というのは、この地

域について、中学校の卒業者数が、次年度は 1,257 名なんですが平成 32 年になると

1,059 名ということで、約 200 名減少するということですから、どこか学級数調整
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をせざるを得ない状況であります。そういうのを今回のこの再編計画の中に盛り込

むという、そういう説明でありました。さまざまな意見をこの中では、話したとこ

ろであります。 

それから 21 日、学校統合に係る厳美小中学校 PTA 懇談会、これが先ほどご説明さ

せていただいた会議であります。 

22 日、指名型プロポーザル審査委員会があって、その方向について決定したとこ

ろであります。 

24 日、休みの日ですが、一関の文化財防火訓練が今年度は大東の曽慶の方であり

まして、私のほうで出させていただきました。 

それから 25 日の週、第 44 週でありますが、26 日、これは内部の協議であります

が、放課後児童クラブのことについてもちょっと触れさせていただきますが、放課

後児童クラブが、今までは学校の外にある放課後児童クラブがほとんどだったんで

すが、国の方針でも、学校の空き教室等を活用するという方向性が国の方針として

出てきておりまして、市としてもそれを見ながらですね、今後の方向性について、

検討しているところであります。そのことの協議でありました。 

27 日、一関図書館の運営協議会がありまして、最終的に図書館振興計画について

ここで練られたものが、先ほど、教育委員さん方に提示したところであります。 

同じ日の夜に、花泉小学校の統合の説明会がありました。これは花泉地区につい

てあったわけですが、この間、12 月までですね、花泉の地域については７カ所で説

明会を開きまして、大方のところ了解を得られたというところでしたが、やはり花

泉小学校のＰＴＡの方から、やっぱりよく分らないのでもう少し説明してくれとい

うことで話がありまして、そこに応じてここで説明会をしたところであります。 

しかしながら、やはり、実際に説明会しながら質問意見交換等やる中で、やはり、

反対であるという方の意見もやはり出されましたので、それなりに花泉地区につい

ては反対の方も、やっぱりいらっしゃるということでありますので、１人ならずで

すね、結構な数そういう反対意見が出されましたので、やはりここについてはもう

少し説明の機会を持ちながら、時間をかけて、その方向について見て行く必要はあ

るなというふうに感じたところであります。 

これは今後についても、報告を逐次行いながら進めていきたいというふうに考え

ております。 

28 日、一関市博物館協議会がありまして、27 年度の事業報告と次年度の計画につ

いて話合われ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 

では、なければ、２月の行事予定をお願いします。 

○教育部次長兼教育総務課長 

（ 説明 ） 
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○委員長 

それでは最初に２月定例会の日取りですが、24 日の午後１時 30 分からというこ

とで、いかがでしょうか。よろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは２月定例会は、２月 24 日午後１時 30 分とします。 

２月の行事予定について以上で、その他、ございませんか。 

3）その他 

 追加 スクールバスの事故について  

○教育部長 

（ 説明 ） 

○千葉委員 

運転手の年齢は高齢者ではなかったのですか。 

○教育部次長兼教育総務課長 

63 歳だったと思います。 

○菅原委員 

委託業者はどちらか。 

○教育部長 

赤荻にある業者です。 

市の庁用バス等もそこで請け負っています。 

○委員長 

状況を見ると不可抗力に近いものかなと解釈はしたのですがスタッドレスタイヤ

は、古かったか新しかったか。 

○教育部長 

今シーズンに入る前に新しくしたということで今回新しくしたものです。 

○委員長 

そうすると装備には問題ない。運転技術問題も大きな問題は考えられないという

ことでしょうかね。 

○教育部長 

車間距離をもっととっていればというところはあるかもしれない。 

○委員長 

注意に注意を重ねていくということしかならないかもしれませんね。 

いずれ、子どもたちに怪我がなかったのは幸いと言うことですね。 

今後とも、気をつけた運転をということでお願いします。 
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 追加 一関図書館トークイベントについて 

○一関図書館長 

（ 説明 ） 

○小野寺委員 

２月５日のキャリア教育シンポジウムは、誰が出ても良いのですか。 

○教育長 

今のキャリア教育シンポジウムについては、事前にチラシ作っていたのでお渡し

すれば良かったのですが、申し訳ありませんでした。毎年、このキャリア教育につ

いてのシンポジウムはやってまして、今回は、ジョブカフェの金野さんに基調報告

をしていただいた後に、本寺小学校、中学校のキャリア教育の実践発表を 30 分ほど

行います。その後に、パネルディスカッションということで、私がコーディネータ

ーをさせていただきますが、中学生２人、それから中学校の校長先生１人、それか

らあとは事業所というか、企業の方っていうか、世嬉の一の佐藤晄僖さんと、川崎

のかさい農産さんにパネラーとして出席していただきまして、今後のキャリア教育、

それから地域の 10 年後の見据えたお話をしていただきたいなというふうに思ってお

りました。 

もし時間がつけばぜひ来て頂ければと思います。 

○委員長 

あとございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい、なければ、以上で第 147 回教育委員会定例会を終了いたします。 

ご苦労さんでした。 


